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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第2四半期 36,032 ― △38 ― △157 ― △208 ―

20年3月期第2四半期 37,257 5.7 664 △9.0 630 △21.8 345 △25.1

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年3月期第2四半期 △26.62 ―

20年3月期第2四半期 44.02 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期第2四半期 36,005 7,846 21.5 986.95
20年3月期 40,100 8,305 20.4 1,041.28

（参考） 自己資本  21年3月期第2四半期  7,748百万円 20年3月期  8,175百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  有  

詳細は、本日開示いたしました「平成21年３月期配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照願います。  

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 18.00 ― 20.00 38.00
21年3月期 ― 13.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 13.00 26.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期純

利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 78,000 △2.4 460 △57.3 270 △65.9 30 △87.5 3.82

4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14
号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
 上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前提としていま
す。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。 
 なお、本日付で公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」において、業績予想の修正を行っております。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期 7,879,005株 20年3月期 7,879,005株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期 28,416株 20年3月期 27,995株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期 7,850,815株 20年3月期第2四半期 7,854,496株
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【定性的情報・財務諸表等】 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、サブプライムローン問題に端を発した世界的な金融不安、

原油・穀物等の原料高騰に伴う物価上昇、株価の下落や円高などの影響により、企業収益の悪化傾向が顕著と

なり、設備投資が抑制されるなど、景気の先行き不透明感が一層増してまいりました。 

 当社グループの属する電子計測機器および関連業界においても、液晶関連のデジタル家電分野や自動車業界

でも原材料の値上げに加え、景気の先行き不安による消費者の買い控え等消費の低迷の影響もあり、設備投資

にも慎重な姿勢が見られました。 

 こうした情況の下、当社グループは、国内外の幅広い営業拠点網を活用し、電磁波等の環境試験関連ユーザ

ーおよび電子化の進む自動車電装関連ユーザーの深耕を積極的に進めてまいりました。しかしながら、企業収

益の減少などから、設備投資が抑制されたことにより、売上及び利益ともに厳しい状況となりました。 

 以上の結果、第２四半期連結累計期間の連結受注高は40,350百万円となり、前年同期比465百万円減（1.1％

減）とほぼ前期並みを確保したものの、第２四半期連結累計期間の連結売上高は、36,032百万円で前年同期比

1,225百万円減（3.3％減）となりました。 

 利益面では、前期より営業所の開設と将来の発展に向けて、人員採用を強化したことに加え、株式会社風間

電機興業を合併したこと、中国の電計貿易（上海）有限公司やユウアイ電子株式会社を子会社化等Ｍ＆Ａを積

極的に進めたこともあり、販売費および一般管理費が前年同期比で629百万円増加し、連結営業損失は38百万

円（前年同期比703百万円減）となりました。 

 経常損益では、日本電計本体の個別差引の為替差損が55百万円程度となったものの、連結では、大幅なウオ

ン安が進んだ韓国現地法人で32百万円、香港の現地法人で6百万円の為替差損が発生したため、連結経常損失

は157百万円（前年同期比788百万円減）となりました。 

 また、株価の急落により投資有価証券評価損88百万円を特別損失として計上した結果、第２四半期連結累計

期間の純損失は208百万円（前年同期は、345百万円の純利益）となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べて4,094百万円減少し、36,005

百万円（前連結会計年度比10.2％減）となりました。 

流動資産は、前連結会計年度末に比べ3,889百万円減少し、32,140百万円（前連結会計年度比10.8％減）

となりました。これは、売上の減少に伴い、売掛金が4,000百万円減少、受取手形が311百万円減少したこ

と等によるものです。 

固定資産は前連結会計年度末に比べ205百万円減少し、3,865百万円（前連結会計年度比5.0％減）となり

ました。これは、投資有価証券が111百万円減少したこと等の要因によるものです。 

 

（負債） 

当第２四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末に比べて3,635百万円減少し、

28,159百万円（前連結会計年度比11.4％減）となりました。 

主な要因は、商品の仕入減少に対応して支払手形が423百万円減少、買掛金が3,474百万円減少したこと

等によるものです。 
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（純資産） 

当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は、前連結会計年度末に比べて459百万円減少し、

7,846百万円（前連結会計年度比5.5％減）となりました。 

これは、配当金157百万円の支払に加え、評価・換算差額等で60百万円の減少、純損失が208百万円発生

したことが主な要因です。 

 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて232百万円増加

し、3,320百万円（前連結会計年度比7.5％増）となりました。なお、現金および現金同等物に係る換算差

額の発生によりキャッシュ・フロー額が18百万円減少しております。 

 

①営業活動によるキャッシュ・フロー 

当第２四半期連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、325百万円の収入となりま

した。これは、売上債権の減少額4,348百万円及び有価証券評価損88百万円の計上等による資金の増加が、

税金等調整前四半期純損失241百万円の計上、仕入債務の減少額3,913百万円、棚卸資産の増加178百万円

等による資金の減少を上回った結果によるものです。 

 

②投資活動によるキャッシュ・フロー 

当第２四半期連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、104百万円の支出となりま

した。これは、営業所開設に伴う有形固定資産の取得56百万円、無形固定資産の取得49百万円、営業所

開設及び移転に先立つ保証金の差入15百万円等の要因により、資金が減少したことによるものです。 

 

③財務活動によるキャッシュ・フロー 

当第２四半期連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、30百万円の収入となりま

した。これは、配当金157百万円の支出及び短期借入金の減少503百万円、長期借入金の純増691百万円等

によるものです。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

第２四半期連結累計期間における業績の進捗を勘案し、業績予想の見直しを行った結果、当期の通期業績予

想につきましては、平成20年8月12日に発表いたしました「平成21年3月期第２四半期累計期間（連結・個別）

業績予想との差異及び通期（連結・個別）業績予想の修正に関するお知らせ」に公表いたしました業績予想を

諸般の状況を勘案して下方修正しております。 

詳細は、本日別途開示いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

 

日本電計株式会社　（9908）平成21年3月期　第2四半期決算短信

－3－



４．その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 

該当事項はありません。 

 

(2) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

    繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

     繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の

発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタック

スプランニングを利用する方法を採用しております。 

 

(3) 四半期財務諸表諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

   ①当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連

結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

 

   ②棚卸資産の評価基準については、原価法を採用しておりましたが、第１四半期連結会計期間より「棚卸資

産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）が適用されたことに伴い、原価

法（収益性の低下による簿価切下げの方法）を採用しております。 

     なお、この変更により売上総利益、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は

軽微であります。 

 

   ③「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第18号 平成18

年５月17日）を第１四半期連結会計期間から適用し、連結決算上必要な修正を行っております。なお、こ

の変更により営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。 
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５．四半期連結財務諸表 

 

(1) 四半期連結貸借対照表 

 

  (単位：千円) 

 
当第２四半期 
連結会計期間末 

(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部  

 流動資産  

  現金及び預金 3,395,725  3,152,154

  受取手形及び売掛金 25,382,003  29,694,388

  商品 2,352,208  2,171,113

  原材料 51,958  49,449

  仕掛品 9,337  11,648

  繰延税金資産 178,477  138,842

  短期貸付金 24,715  23,095

  その他 762,204  803,321

  貸倒引当金 △16,202  △13,817

  流動資産合計 32,140,428  36,030,195

 固定資産  

  有形固定資産  

   建物及び構築物 909,714  904,346

    減価償却累計額 △334,990  △321,210

    建物及び構築物（純額） 574,724  583,135

   車両運搬具 116,736  122,319

    減価償却累計額 △52,415  △53,701

    車両運搬具（純額） 64,321  68,617

   工具、器具及び備品 593,807  573,547

    減価償却累計額 △363,510  △342,801

    工具、器具及び備品（純額） 230,296  230,746

   土地 1,006,213  1,006,213

   建設仮勘定 11,581  －

   有形固定資産合計 1,887,137  1,888,713

  無形固定資産  

   のれん 233,335  285,605

   その他 265,128  242,931

   無形固定資産合計 498,464  528,537

  投資その他の資産  

   投資有価証券 589,945  701,600

   長期貸付金 125,331  138,259

   繰延税金資産 109,080  92,656

   その他 854,039  898,838

   貸倒引当金 △198,684  △178,080

   投資その他の資産合計 1,479,711  1,653,274

  固定資産合計 3,865,313  4,070,525

 資産合計 36,005,741  40,100,721
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  (単位：千円) 

 
当第２四半期 
連結会計期間末 

(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

負債の部  

 流動負債  

  支払手形及び買掛金 12,096,599  15,994,297

  短期借入金 11,443,480  12,101,240

  1年内償還予定の社債 600,000  600,000

  未払法人税等 29,363  83,892

  未払消費税等 25,876  15,035

  繰延税金負債 18,906  －

  その他 1,010,634  913,507

  流動負債合計 25,224,859  29,707,972

 固定負債  

  社債 500,000  500,000

  長期借入金 2,413,810  1,567,210

  その他 20,802  19,719

  固定負債合計 2,934,612  2,086,929

 負債合計 28,159,472  31,794,902

純資産の部  

 株主資本  

  資本金 1,159,170  1,159,170

  資本剰余金 1,333,000  1,333,000

  利益剰余金 5,364,171  5,730,169

  自己株式 △26,055  △25,694

  株主資本合計 7,830,286  8,196,645

 評価・換算差額等  

  その他有価証券評価差額金 △81,638  △63,003

  為替換算調整勘定 △527  41,450

  評価・換算差額等合計 △82,165  △21,552

 少数株主持分 98,148  130,726

 純資産合計 7,846,269  8,305,818

負債純資産合計 36,005,741  40,100,721
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(2) 四半期連結損益計算書 

第２四半期連結累計期間 

(単位:千円) 

  
当第２四半期連結累計期間 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高  36,032,410

売上原価  32,534,303

売上総利益  3,498,107

販売費及び一般管理費  3,536,599

営業損失（△）  △38,491

営業外収益  

 受取利息  4,009

 受取配当金  13,222

 仕入割引  52,743

 受取地代家賃  542

 その他  24,178

 営業外収益合計  94,697

営業外費用  

 支払利息  105,302

 手形売却損  4,384

 為替差損  90,687

 その他  13,249

 営業外費用合計  213,625

経常損失（△）  △157,419

特別利益  

 投資有価証券売却益  4,527

 償却債権取立益  651

 特別利益合計  5,179

特別損失  

 固定資産売却損  620

 投資有価証券売却損  436

 投資有価証券評価損  88,420

 特別損失合計  89,477

税金等調整前四半期純損失（△）  △241,717

法人税等  △16,734

少数株主損失（△）  △16,005

四半期純損失（△）  △208,977
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位:千円) 

  
当第２四半期連結累計期間 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

 税金等調整前四半期純損失（△）  △241,717

 減価償却費  81,156

 のれん償却額  52,269

 貸倒引当金の増減額（△は減少）  22,989

 為替差損益（△は益）  18,991

 受取利息及び受取配当金  △17,231

 支払利息  99,342

 社債利息  5,960

 有形固定資産除却損  620

 投資有価証券売却損益（△は益）  △4,091

 投資有価証券評価損益（△は益）  88,420

 売上債権の増減額（△は増加）  4,348,942

 たな卸資産の増減額（△は増加）  △178,078

 仕入債務の増減額（△は減少）  △3,913,933

 未払消費税等の増減額（△は減少）  10,841

 その他の資産の増減額（△は増加）  18,637

 その他の負債の増減額（△は減少）  62,089

 小計  455,209

 利息及び配当金の受取額  16,220

 利息の支払額  △105,629

 法人税等の支払額  △68,272

 法人税等の還付額  28,293

 営業活動によるキャッシュ・フロー  325,821

投資活動によるキャッシュ・フロー  

 定期預金の預入による支出  △32,994

 定期預金の払戻による収入  21,647

 有形固定資産の取得による支出  △56,883

 有形固定資産の売却による収入  30

 無形固定資産の取得による支出  △49,811

 投資有価証券の取得による支出  △10,447

 投資有価証券の売却による収入  6,355

 貸付けによる支出  △22,269

 貸付金の回収による収入  33,206

 その他  6,576

 投資活動によるキャッシュ・フロー  △104,590

財務活動によるキャッシュ・フロー  
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当第２四半期連結累計期間 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

 短期借入金の純増減額（△は減少）  △503,000

 長期借入れによる収入  1,500,000

 長期借入金の返済による支出  △808,160

 自己株式の取得による支出  △361

 配当金の支払額  △157,020

 少数株主への配当金の支払額  △980

 財務活動によるキャッシュ・フロー  30,478

現金及び現金同等物に係る換算差額  △18,991

現金及び現金同等物の増減額（△は減
少） 

 232,717

現金及び現金同等物の期首残高  3,088,251

現金及び現金同等物の四半期末残高  3,320,968
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第１２号）及び「四半期財務

諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第１４号）を適用しております。また、

「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

 

(4) 継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

 

(5) セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

  当第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

   全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「電子

計測器の販売、修理、校正の事業」の割合がいずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメ

ント情報の記載を省略しております。 

 

【所在地別セグメント情報】 

  当第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

  全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額に占める「本邦」の割合がいずれも

90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

 

【海外売上高】 

  当第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

   海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 
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【参考資料】 

 

前中間連結損益計算書 

前中間連結会計期間 
 (自 平成19年4月１日 

至 平成19年9月30日) 

区分 金額(千円) 
百分比

(％) 

Ⅰ売上高 37,257,662 100.0

Ⅱ売上原価 33,685,347 90.4

売 上 総 利 益 3,572,315 9.6

Ⅲ販売費及び一般管理費 2,907,452 7.8

営 業 利 益 664,862 1.8

  

Ⅳ営業外収益 

1受取利息 4,353

2受取配当金 9,313

3仕入割引 51,785

4地代収入 469

5その他 11,535 77,457 0.2

 

Ⅴ営業外費用 

1支払利息 85,514

2手形売却損  8,454

3為替差損  14,834

4その他 2,687 111,490 0.3

経 常 利 益 630,829 1.7

 

Ⅵ特別利益 

1投資有価証券売却益 37,132

 2固定資産売却益 117

  3貸倒引当金戻入益 345 37,595 0.1

 

Ⅶ特別損失 

1投資有価証券売却損 27,498

2固定資産除却損 538 28,036 0.1

税金等調整前中間純利益 640,388 1.7

法人税、住民税及び事業税 319,058

法人税等調整額 △43,815 275,243 0.7

少数株主利益(減算) 19,421 0.1

中間純利益 345,722 0.9
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６．その他の情報 

 

 受注の状況 

連 結  

売上高 受注高 確定受注残高 

21年３月期第２四半期(千円) 36,032,410 40,350,728 9,020,165  

20年３月期第２四半期(千円) 37,257,662 40,815,806 6,727,593  

増減額(千円) △1,225,252 △465,077 2,292,571  

増減率（％） △3.3 △1.1 34.1  

20年３月期(千円) 79,886,014 81,418,411 4,701,847  

※20年９月末現在、上記の確定受注残高とは別に、推定金額1,065,018千円の価格未確定受注残高があり、

確定受注残高9,020,165千円との合計は、10,085,184千円となります。また、前期の第２四半期では、

この価格未確定受注残高は、2,893,145千円があり、確定受注残高6,727,593千円との合計は、

9,620,739千円でしたので、対前年同期比で464,444千円増加しております。 

（注）価格未確定受注残高とは、単なる引合い材料ではなく、受注自体は決定しているが、価格が未だ

最終確定していない受注のことです。この価格未確定受注残高は、価格確定時点で確定受注高に

組み入れられます。 
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