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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 51,317 ― △305 ― △619 ― △598 ―

20年3月期第3四半期 55,609 5.5 835 △27.0 750 △37.6 307 △54.9

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3四半期 △76.17 ―

20年3月期第3四半期 39.16 ―

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3四半期 36,560 7,255 19.6 912.18
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3四半期  7,160百万円 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  無  

平成21年1月23日に開示いたしました「平成21年３月期配当予想の修正に関するお知らせ」に変更はありません。  

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） ――― ――― ――― 10.00 23.00

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  無  
 

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 66,500 △16.8 △450 ― △950 ― △1,000 ― △127.34

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。 
 平成21年1月23日付で公表いたしました業績予想に変更はありません。  

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3四半期  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3四半期  28,740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3四半期  7,850,679株 20年3月期第3四半期  7,853,549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３四半期連結累計期間における我が国経済は、世界的な金融危機が実体経済に悪影響を及ぼし、世界同

時不況と呼ばれる経済環境となり、輸出が振るわず、さらに株式・為替等の大幅な変動等もあり、急速に悪化

いたしました。 

 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は、自動車業界や液晶関連のデジタル家電業界

でも、雇用情勢の悪化や景気後退による消費者の買い控え等消費の低迷の影響があり、設備投資計画が停止あ

るいは延期される動きが急速に広まりました。 

 こうした状況の下、当社グループは、確保している受注残の売上時期の確認を進め、国内外の幅広い営業拠

点網を活用した営業強化に取り組み、売上の確保に努めるとともに、経費の見直しによるコストダウンに取り

組んでまいりましたが、昨年11月を境に主要ユーザーの設備投資の凍結や延期が発表されるに及び、電子計測

機器需要は急激に冷え込み、当社グループの業績に大きく影響いたしました。 

 以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は、51,317百万円（前年同期比7.7％減）、営業損失は305

百万円（前年同期は835百万円の営業利益）となりました。 

 国内で1ドル100円程度で推移しておりました為替レートも1ドル90円程度にまで急速に円高が進んだことも

あり、個別で198百万円の為替差損が発生しました。大幅なウオン安が進んだ韓国でも75百万円の為替差損が

発生したため、連結での為替差損の合計は282百万円の為替差損となり、経常損失は619百万円（前年同期は

750百万円の経常利益）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を特別損失として計上しましたが、法人税等調整による戻りが

発生したこともあり四半期純損失は、598百万円（前年同期は307百万円の四半期純利益）となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四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3,540百万円減少し、36,560

百万円となりました。 

これは主として、年末の流動資金を手厚くしたことにより現金及び預金が954百万円増加し、商品在庫が

510百万円増加したものの、受取手形及び売掛金が4,644百万円減少したことに加え、株式市場低迷により

投資有価証券が192百万円減少したこと等によるものです。 

 当第３四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2,490百万円減少し、29,304

百万円となりました。 

これは、手形の割引を実行しなかったこと及び長期借入金の借換えを実施しなかったことにより短期借入

金3,548百万円が増加しましたが、支払手形及び買掛金が6,106百万円減少したことによるものです。 

当第３四半期連結会計期間末における純資産合計は、四半期純損失の計上等により、前連結会計年度末

に比べて1,049百万円減少し、7,255百万円となりました。 
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（キャッシュ・フローの状況） 

当第３四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942百万円増加

し、4,030百万円となりました。 

 

①営業活動によるキャッシュ・フロー 

 当第３四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、△2,208百万円となりまし

た。これは、税金等調整前四半期純損失の計上705百万円、売上債権の減少4,575百万円、減価償却費122

百万円等による資金の増加を、棚卸資産の増加559百万円、仕入債務の減少5,931百万円等の資金の減少

が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３四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、△218百万円となりました。

これは、有形固定資産の取得による96百万円、借地権とソフトウエアの取得による無形固定資産50百万円、

投資有価証券の取得による48百万円の支出等によるものです。 
 

③財務活動によるキャッシュ・フロー 

 当第３四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、3,450百万円となりました。

これは主として、長期借入金1,816百万円の返済、配当金234百万円の支払等により資金が減少しました

が、短期借入金が4,003百万円増加したことによるものです。 
 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 当第３四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、通期の業績予想

につきましては、諸般の状況を勘案して、平成21年１月23日付けで公表いたしました「業績予想に関するお知

らせ」にて下方修正しておりますので、ご参照ください。 

 また、期末配当につきましても、平成21年１月23日付けで公表いたしました「平成21年３月期配当予想の修

正に関するお知らせ」にて修正しておりますので、併せてご参照ください。 
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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連結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場合には、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によっており、前連結会計年度末以降に経営環境等に著しい変化があ

るか、又は、一時差異等の発生状況に著しい変化が認められた場合には、将来の業績予想やタックス・プラ

ンニングに著しい変化の影響を加味したものを利用する方法によっております。 

 

(3) 四半期連結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、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に与える影響は

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

の変更により営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 4,106,897 3,152,154 

受取手形及び売掛金 25,050,303 29,694,388 

商品 2,681,397 2,171,113 

原材料 52,957 49,449 

仕掛品 13,632 11,648 

繰延税金資産 319,527 138,842 

未収消費税等 9,668 － 

短期貸付金 22,456 23,095 

その他 573,671 803,321 

貸倒引当金 △14,834 △13,817 

流動資産合計 32,815,677 36,030,195 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 905,632 904,346 

減価償却累計額 △334,147 △321,210 

建物及び構築物（純額） 571,484 583,135 

車両運搬具 114,177 122,319 

減価償却累計額 △55,299 △53,701 

車両運搬具（純額） 58,877 68,617 

工具、器具及び備品 622,359 573,547 

減価償却累計額 △377,099 △342,801 

工具、器具及び備品（純額） 245,259 230,746 

土地 1,006,213 1,006,213 

建設仮勘定 9,797 － 

有形固定資産合計 1,891,632 1,888,713 

無形固定資産   

のれん 207,314 285,605 

その他 251,735 242,931 

無形固定資産合計 459,049 528,537 

投資その他の資産   

投資有価証券 509,196 701,600 

長期貸付金 117,898 138,259 

繰延税金資産 145,960 92,656 

その他 860,929 898,838 

貸倒引当金 △240,295 △178,080 

投資その他の資産合計 1,393,690 1,653,274 

固定資産合計 3,744,372 4,070,525 

資産合計 36,560,050 40,100,721 
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(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 9,887,453 15,994,297 

短期借入金 15,649,760 12,101,240 

1年内償還予定の社債 600,000 600,000 

未払法人税等 71,103 83,892 

未払消費税等 － 15,035 

繰延税金負債 12,916 － 

その他 856,463 913,507 

流動負債合計 27,077,696 29,707,972 

固定負債   

社債 500,000 500,000 

長期借入金 1,704,910 1,567,210 

その他 21,603 19,719 

固定負債合計 2,226,513 2,086,929 

負債合計 29,304,210 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 4,873,068 5,730,169 

自己株式 △26,214 △25,694 

株主資本合計 7,339,023 8,196,645 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △150,875 △63,003 

為替換算調整勘定 △27,265 41,450 

評価・換算差額等合計 △178,141 △21,552 

少数株主持分 94,957 130,726 

純資産合計 7,255,840 8,305,818 

負債純資産合計 36,560,050 40,100,721 
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 51,317,065

売上原価 46,355,872

売上総利益 4,961,193

販売費及び一般管理費 5,266,532

営業損失（△） △305,338

営業外収益  

受取利息 5,155

受取配当金 14,960

仕入割引 75,975

受取地代家賃 814

その他 38,876

営業外収益合計 135,781

営業外費用  

支払利息 153,352

手形売却損 4,384

為替差損 282,342

その他 9,866

営業外費用合計 449,945

経常損失（△） △619,502

特別利益  

投資有価証券売却益 4,677

償却債権取立益 651

特別利益合計 5,329

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 89,950

特別損失合計 91,006

税金等調整前四半期純損失（△） △705,179

法人税等 △155,847

過年度法人税等 65,510

少数株主損失（△） △16,819

四半期純損失（△） △598,023
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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（△） △705,179

減価償却費 122,591

のれん償却額 78,290

貸倒引当金の増減額（△は減少） 63,231

為替差損益（△は益） 33,983

受取利息及び受取配当金 △20,115

支払利息 145,325

社債利息 8,026

有形固定資産売却損益（△は益） 620

投資有価証券売却損益（△は益） △4,241

投資有価証券評価損益（△は益） 89,950

売上債権の増減額（△は増加） 4,575,624

たな卸資産の増減額（△は増加） △559,033

仕入債務の増減額（△は減少） △5,931,032

未払又は未収消費税等の増減額 △24,703

その他の資産の増減額（△は増加） 190,759

その他の負債の増減額（△は減少） △95,679

小計 △2,031,582

利息及び配当金の受取額 18,988

利息の支払額 △153,678

法人税等の支払額 △70,999

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 △2,208,978

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 △34,834

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 △96,240

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 △50,424

投資有価証券の取得による支出 △48,111

投資有価証券の売却による収入 6,648

貸付けによる支出 △22,269

貸付金の回収による収入 42,502

その他 △37,448

投資活動によるキャッシュ・フロー △218,499

日本電計株式会社   （9908） 平成21年3月期  第3四半期決算短信

8



(単位：千円)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） 4,003,000

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 △1,816,780

自己株式の取得による支出 △520

配当金の支払額 △234,245

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 3,450,473

現金及び現金同等物に係る換算差額 △80,503

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 942,492

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 4,030,743
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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３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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】 

前第３四半期に係る財務諸表等 

(要約)四半期連結損益計算書 

                      (単位：千円) 

前第３四半期連結累計期間

(自 平成19年４月１日 
 至 平成19年12月31日) 科  目 

金  額 

Ⅰ 売上高 55,609,126

Ⅱ 売上原価 50,240,285

  売上総利益 5,368,840

Ⅲ 販売費及び一般管理費 4,533,214

  営業利益 835,626

Ⅳ 営業外収益 122,840

Ⅴ 営業外費用 208,072

 経常利益 750,394

Ⅵ 特別利益 37,950

Ⅶ 特別損失 111,929

税金等調整前四半期純利益 676,415

税金費用 341,577

少数株主利益 27,297

四半期純利益 307,540

 

 

（要約）前四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び前四半期セグメント情報 

  「平成20年3月期 第３四半期財務・業績の概況」において開示しておりませんので省略いたします。 
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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３四半期(千円) 51,317,065 56,598,801 9,983,582  

20年３月期第３四半期(千円) 55,609,126 60,803,855 8,364,179  

増減額(千円) △4,292,060 △4,205,054 1,619,403  

増減率（％） △7.7 △6.9 19.4  

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

※平成20年12月末現在、上記の確定受注残高とは別に、推定金額1,012,987千円の価格未確定受注残高が

あり、確定受注残高9,983,582千円との合計は、10,996,570千円となります。また、前期の第３四半期

では、この価格未確定受注残高は、3,324,048千円があり、確定受注残高8,364,179千円との合計は、

11,688,228千円でしたので、対前年同期比で691,657千円減少しております。 

 

（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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