
平成21年3月期 決算短信 
平成21年5月15日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 日本電計株式会社 上場取引所 JQ 
コード番号 9908 URL http://www.n-denkei.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 武蔵 信義

問合せ先責任者 （役職名） 代表取締役専務 （氏名） 佐藤 信介 TEL 03-3251-5731
定時株主総会開催予定日 平成21年6月23日 配当支払開始予定日 平成21年6月24日

有価証券報告書提出予定日 平成21年6月24日

1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 69,081 △13.5 △425 ― △846 ― △952 ―

20年3月期 79,886 4.6 1,076 △35.5 792 △52.7 239 △74.2

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当た

り当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 △121.33 ― △12.8 △2.3 △0.6

20年3月期 30.54 ― 2.9 2.0 1.3

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20年3月期  ―百万円

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 32,103 6,776 20.9 855.92
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  6,719百万円 20年3月期  8,175百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

21年3月期 2,985 △295 △2,081 3,577
20年3月期 △2,422 △847 2,554 3,088

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（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 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 18.00 ― 20.00 38.00 311 124.4 3.4
21年3月期 ― 13.00 ― 10.00 23.00 180 ― 2.4

22年3月期 
（予想）

― 10.00 ― 10.00 20.00 104.7

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

(注)１株当たり当期純利益につきましては、平成21年3月期期末発行済株式数(自己株式を除く)に基づき算出しております。 

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

第2四半期 
連結累計期間

25,700 △28.7 △410 ― △510 ― △310 ― △39.49

通期 63,500 △8.1 300 ― 150 ― 80 ― 10.19
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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）  無  

(2) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

(注)詳細は、21ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

(注)１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、27ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

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 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 28,741株 20年3月期 27,995株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 67,187 △14.0 △367 ― △568 ― △773 ―

20年3月期 78,094 2.8 1,115 △31.3 920 △45.1 459 △49.0

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年3月期 △98.50 ―

20年3月期 58.47 ―

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 31,453 7,239 23.0 922.15
20年3月期 39,478 8,352 21.2 1,063.89

（参考） 自己資本 21年3月期  7,239百万円 20年3月期  8,352百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

(注)１株当たり当期純利益につきましては、平成21年3月期期末発行済株式数(自己株式を除く)に基づき算出しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

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はあります。 

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

第2四半期 
累計期間

25,000 ― △400 ― △500 ― △300 ― △38.22

通期 62,000 △7.7 280 ― 130 ― 70 ― 8.92
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１．経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 

①当連結会計年度の経営成績 

当連結会計年度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金融危機が米国

大手金融機関の破綻を招いたことから、全世界的な金融危機が実体経済に悪影響を及ぼし、100

年に一度と言われるほどの世界同時不況に突入いたしました。 

とりわけ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、上半期は、液晶関連

のデジタル家電業界や自動車業界で原材料の値上げや景気の先行き不安による消費者の買い控え

等の影響から、設備投資に慎重な姿勢が見られました。下半期は、米国大手金融機関の破綻を契

機として、自動車業界や液晶関連のデジタル家電業界の殆どの企業で、企業業績の悪化に伴う人

員整理や設備投資の凍結や延期が相次ぎ、電子計測機器需要は急激に冷え込みました。当社グル

ープの連結売上高は、上半期までは前年同期比対比で3.3％の減少で推移しておりましたが、設

備投資計画が凍結や延期された下半期は、前年同期比対比で22.5％減少いたしました。当社グル

ープとして確保している受注残の売上時期の確認を進め、国内・海外の拠点網を活用した営業強

化に取り組みましたが、通期での連結売上高は69,081百万円となり、前連結会計年度比10,804百

万円の減少（前連結会計年度比13.5％減）となりました。 

連結営業利益では、販売管理費経費の見直しによるコストダウンに取り組んだものの、売上の

減少による粗利益の減少が大きかった影響で販売費および一般管理費を吸収できず、425百万円

の営業損失（前年同期は、1,076百万円の営業利益）となりました。 

連結経常利益では、期初に１ドル100円程度で推移していた為替レートが年末には90円程度に

まで急速に円高が進んだこと、韓国ウオンが大幅にウオン安となったことなど為替変動の影響に

より、為替差損が連結子会社を含めて376百万円発生いたしました。その結果、846百万円の経常

損失（前年同期は792百万円の経常利益）となりました。 

連結当期純利益では、世界経済が低迷し、日経平均株価も大幅に低下しましたので、当社の保

有する株式についても減損会計を適用する銘柄が出たことから投資有価証券評価損123百万円が

発生しました。また、連結子会社であるアイコーエンジニアリング株式会社に係るのれんの一括

償却もあり、952百万円の連結当期純損失となりました。 
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②次期の見通し 

今後の日本経済の見通しにつきましては、主要な輸出相手国である米国経済の金融市場の混乱

収拾や大手自動車メーカーの再建に不透明感が強く、景気回復の兆しが見えてこない状況にあり、

国内の消費者の景気に対する警戒感から個人消費の低迷が継続する懸念もあり、世界同時不況と

言われる状況から脱却できる見込みが立たない状況にあります。こうした経済環境の下、当社グ

ループの関わるデジタル家電業界や自動車業界でも企業業績の悪化から、最新設備投資や環境試

験関連の設備投資の低迷が継続する可能性があります。当社グループといたしましては、こうし

た厳しい状況を踏まえつつ、グループ会社および国内外の幅広い拠点網を活用してユーザーの工

場移転等に的確に対応し、ニーズをフォローすること、人材の育成強化による戦力化を推進する

こと、新エネルギー分野への積極的深耕、大学・官公庁・研究機関へのウェートを高めること等

の具体的な諸施策の実施により、連結売上高63,500百万円（当期対比8.1％減）の確保に努めて

まいります。 

また、営業利益・経常利益・当期純利益を確保するため、役員の報酬カット（前期比25％の削

減）、社員の給与・賞与の削減（年収ベースで10～15％削減）、徹底した一般経費削減策の実行、

倒産による不良債権発生防止策の徹底等により販売費および一般管理費の削減（連結で1,000百

万円、個別で800百万円を計画）に努めるとともに、為替差損回避策を実行してまいります。こ

うした諸施策の実施により、業界トップの座を堅持し、業績の向上に精励する所存であります。 

以上のような見通しにより、連結ベースでの受注66,000百万円、売上高63,500百万円、営業利

益300百万円、経常利益150百万円、当期純利益80百万円の目標達成に向けて邁進して行く所存で

あります。 

 
(2) 財政状態に関する分析 

  ①資産、負債及び純資産の状況 

  （イ）資産 

  当連結会計年度における総資産は、受取手形及び売掛金が7,271百万円減少、棚卸資産が453

百万円減少、投資有価証券が133百万円減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ7,997

百万円減少し、32,103百万円となりました。 

 

  （ロ）負債 

  負債は、支払手形及び買掛金が4,383百万円減少、短期借入金1,238百万円減少、社債の償還

により600百万円減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ6,468百万円減少し、25,326

百万円となりました。 

 

  （ハ）純資産 

  純資産は、当期純損失の計上等により、前連結会計年度末に比べ1,529百万円減少し、6,776

百万円となりました。 
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  ②キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて

489百万円増加し、3,577百万円となりました。 

 

（イ）営業活動によるキャッシュ・フロー 

  営業活動によるキャッシュ・フローは、2,985百万円の資金収入となりました。これは、

税金等調整前当期純損失の計上1,037百万円、売上債権の減少7,131百万円、減価償却費162

百万円、棚卸資産の減少371百万円による増加が、仕入債務の減少4,089百万円を上回った結

果によるものです。 

 

（ロ）投資活動によるキャッシュ・フロー 

  投資活動によるキャッシュ・フローは、295百万円の資金支出となりました。これは、有

形固定資産の取得による121百万円、借地権とソフトウエアの取得による無形固定資産43百

万円、投資有価証券の取得による122百万円の支出等によるものです。 

 

（ハ）財務活動によるキャッシュ・フロー 

  財務活動によるキャッシュ・フローでは2,081百万円の資金支出となりました。これは主

として、短期借入金の減少701百万円、長期借入金2,027百万円の返済、社債600百万円の償

還、配当金258百万円の支払による減少が、長期借入金による収入1,500百万円を上回った結

果によるものです。 

 

（参考）キャッシュ･フロー関連指標の推移 

  平成17年３月期  平成18年３月期  平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期

自己資本比率（％） 26.0 21.8 21.6 20.4 20.9

時価ベースの自己資本比率（％） 26.2 26.2 28.3 17.8 7.7

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） － － 22.0 － 4.3

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） － － 3.8 － 15.4

(注) 自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

（注１）いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

（注２）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しています。 

（注３）キャッシュ･フローは、営業キャッシュ･フローを使用しております。 

（注４）有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利息を支払っている全ての負債を対象

としております。 
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(3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

  ①基本的な考え方 

  当社は、業績、財務状況等を総合的に勘案し、継続かつ安定的な配当を行なうことを基本方

針としております。 

  株主への利益還元にも積極的に取り組んでおります。 

 

  ②当期の配当決定に当たっての考え方 

  当期の配当につきましては、中間配当は、平成20年11月12日付の「配当予想の修正に関する

お知らせ」で公表しましたとおり、業績の下方修正が明確になり当期純利益が大幅に下回る予

想となったことから、中間配当を前期の18円から5円減配し13円といたしました。また、期末

の配当につきましては、平成21年1月23日付けの「配当予想の修正に関するお知らせ」にて、

連結業績予想の大幅な下方修正となる見込みとなったことから、前期の20円から10円減配し10

円とする見込みであることを公表いたしました。 

  今期は当期純損失を計上いたしましたが、財務状況等を総合的に勘案いたしました結果、安

定的な配当を継続するため、期末の配当は平成21年1月23日付の公表どおり、前期の20円から

10円減配し10円とし、通期では前期比1株当たり15円減配の23円配当を行う予定であります。 

  平成22年3月期の利益配当に関しましては、中間配当、期末配当の年２回の剰余金の配当を行

なうことを基本方針とし、中間配当10円、期末配当10円を予定しております。 

  今後とも業績の向上による利益確保に努め、株主の皆様への利益還元に努力する所存であり

ます。 

 

(4) 事業等のリスク 

  新たなリスクの、発生が無いため、記載を省略しております。 
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２．企業集団の状況 
 当社の企業集団は、当社および子会社12社、関連会社1社により構成されており、各種電子計測器等の

販売及び修理、校正等を行っております。 

 企業集団について事業系統図は次のとおりであります。 

 

  

 

 (注) ※１ 連結子会社 

    ※２ 持分法非適用関連会社 

  

 なお、最近の有価証券報告書（平成20年６月26日提出）における「関係会社の状況」から重要な変更

がないため、「関係会社の状況」の開示を省略します。 

販 売

販売※1

インテック計測株式会社

仕入

販売※1

国 内 仕 入 先 ユウアイ電子株式会社

商品仕入

販売※1

株式会社システム計測 NIHON DENKEI(MALAYSIA)SDN.BHD.
商品仕入※1

販売※1

アイコーエンジニアリング株式会社 NIHON DENKEI(THAILAND)CO.,LTD.
商品仕入※1

販売※1

株式会社サープレス ND KOREA CO.,LTD.
商品仕入※2

販売※1

日本電計(香港)有限公司

販売※1

NIHON DENKEI VIETNAM CO.,LTD.

販売※1

電計科技研発(上海)有限公司

販売※1

電計貿易(上海)有限公司

販売※1

NIHON DENKEI INDIA PRIVATE LTD.

販 売

日
 
本
 
電
 
計
 
株
 
式
 
会
 
社

国
 
内
 
得
 
意
 
先

海
 
外
 
得
 
意
 
先



日本電計㈱ （9908）平成21年3月期 決算短信 
 
 

― 8 ― 

３．経営方針 

(1) 会社の経営の基本方針、(2) 目標とする経営指標 

 平成 19 年 3 月期決算短信（平成 19 年 5 月 18 日開示）により開示を行った内容から重要な変更

がないため、開示を省略いたします。 

当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

   (当社ホームページ) 

 http://www.n-denkei.co.jp 

   (ジャスダック証券取引所ホームページ（「JASDAQ インターネット開示システム) 

http://jds.jasdaq.co.jp/tekiji/ 

 

(3) 中長期的な会社の経営戦略 

当期は、中期経営計画ＮＤ－１０００（2007 年 4 月から 2010 年 3 月まで）の２年目にあたりま

す。 

中期経営計画ＮＤ－１０００は、①ターゲットとする市場を明確にした取引先の開発・深耕、②

国内・海外の拠点増設による営業拠点のネットワーク網の整備、③営業マンのスペシャリスト化、

④Ｍ＆Ａによる事業領域と事業エリアの拡大等を重点戦略として、3 年後の 2010 年 3 月期売上高

1,000 億円、経常利益 20 億円、ROE9％以上を目標としており、3年後の目標達成に向けて、Ｍ＆Ａ

の積極的推進、新市場の開発、人材の確保、拠点開設等を前倒しで実施してまいりましたが、当社

グループを取り巻く外部環境が大幅に変化していることもあり、事業環境の変化に対応した具体的

な施策および計画数値の見直しを盛り込んだ新たな中期経営計画の策定を検討しております。 

 

(4) 会社の対処すべき課題 

今後の日本経済の見通しにつきましては、主要な輸出相手国である米国経済の金融市場の混乱収

拾や大手自動車メーカーの再建に不透明感が強く、景気回復の兆しが見えてこない状況にあり、国

内の消費者の景気に対する警戒感から個人消費の低迷が継続する懸念もあり、世界同時不況と言わ

れる状況から脱却できる見込みが立たない状況にあります。 

こうした経済環境の下、当社グループの関わるデジタル家電業界や自動車業界でも企業業績の悪

化から、最新設備投資や環境試験関連の設備投資の低迷が継続する可能性があります。 

当社グループといたしましては、こうした厳しい環境の下でも、一定の売上を確保し、経費削減

も進めて一定の利益を確保することが、会社が対処すべき最優先課題であると認識しております。 

①売上の確保につきましては、グループ会社および国内外の幅広い拠点網を活用して、ユーザー

の工場移転等に的確に対応しニーズをフォローすること、人材の育成強化による戦力化を推進する

こと、新エネルギー分野への積極的深耕、大学・官公庁・研究機関へのウェートを高めること等の

具体的な諸施策を実施してまいります。 

②営業利益・経常利益・当期純利益を確保するためには、人件費を含めた経費削減が必須である

ことから、役員の報酬カット（前期比25％の削減）、社員の給与・賞与の削減（年収ベースで10～

15％削減）、徹底した一般経費削減策の実行、倒産による不良債権発生防止策の徹底等により販売

費および一般管理費の削減に努めるとともに、為替差損回避策を実行してまいります。 

こうした諸施策の実施により課題を克服し、業界トップの座を堅持し、業績の向上に精励する所

存であります。 
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４．連結財務諸表 

(1) 連結貸借対照表 

  (単位：千円)

 
前連結会計年度 

(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成21年３月31日) 

資産の部  

 流動資産  

  現金及び預金 3,152,154  3,658,876

  受取手形及び売掛金 ※２ 29,694,388 ※２ 22,423,057

  たな卸資産 2,232,211  －

  商品及び製品 －  1,685,870

  仕掛品 －  15,361

  原材料及び貯蔵品 －  77,554

  繰延税金資産 138,842  189,000

  短期貸付金 23,095  －

  その他 803,321  399,108

  貸倒引当金 △13,817  △19,156

  流動資産合計 36,030,195  28,429,673

 固定資産  

  有形固定資産  

   建物及び構築物 ※１ 904,346 ※１ 881,564

    減価償却累計額 △321,210  △340,147

    建物及び構築物（純額） 583,135  541,417

   車両運搬具 122,319  103,762

    減価償却累計額 △53,701  △54,525

    車両運搬具（純額） 68,617  49,236

   工具、器具及び備品 573,547  639,909

    減価償却累計額 △342,801  △384,653

    工具、器具及び備品（純額） 230,746  255,255

   土地 ※１ 1,006,213 ※１ 1,006,213

   リース資産 －  3,028

    減価償却累計額 －  △555

    リース資産（純額） －  2,472

   有形固定資産合計 1,888,713  1,854,596

  無形固定資産  

   のれん 285,605  109,987

   その他 242,931  231,109

   無形固定資産合計 528,537  341,096

  投資その他の資産  

   投資有価証券 701,600  567,804

   長期貸付金 138,259  115,196

   繰延税金資産 92,656  198,806

   その他 898,838  842,021

   貸倒引当金 △178,080  △245,738

   投資その他の資産合計 1,653,274  1,478,090

  固定資産合計 4,070,525  3,673,782

 資産合計 40,100,721  32,103,455

負債の部  

 流動負債  

  支払手形及び買掛金 15,994,297  11,611,197
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  (単位：千円)

 
前連結会計年度 

(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成21年３月31日) 

  短期借入金 ※１ 12,101,240 ※１ 10,862,450

  1年内償還予定の社債 600,000  －

  未払法人税等 83,892  83,503

  未払消費税等 15,035  78,238

  その他 913,507  578,305

  流動負債合計 29,707,972  23,213,695

 固定負債  

  社債 500,000  500,000

  長期借入金 ※１ 1,567,210 ※１ 1,577,600

  リース債務 －  2,631

  その他 19,719  32,836

  固定負債合計 2,086,929  2,113,068

 負債合計 31,794,902  25,326,763

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 5,730,169  4,518,582

  自己株式 △25,694  △26,214

  株主資本合計 8,196,645  6,984,538

 評価・換算差額等  

  その他有価証券評価差額金 △63,003  △139,971

  為替換算調整勘定 41,450  △125,388

  評価・換算差額等合計 △21,552  △265,360

 少数株主持分 130,726  57,514

 純資産合計 8,305,818  6,776,692

負債純資産合計 40,100,721  32,103,455
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(2) 連結損益計算書 

  (単位：千円)

 

前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

売上高 79,886,014  69,081,203

売上原価 72,221,235  62,720,863

売上総利益 7,664,779  6,360,340

販売費及び一般管理費 ※１ 6,587,983 ※１ 6,785,701

営業利益又は営業損失（△） 1,076,795  △425,360

営業外収益  

 受取利息 11,051  12,994

 受取配当金 12,643  16,651

 仕入割引 104,387  94,555

 受取地代家賃 939  1,013

 その他 32,135  43,426

 営業外収益合計 161,156  168,641

営業外費用  

 支払利息 185,455  193,428

 手形売却損 15,306  7,147

 為替差損 231,400  376,874

 その他 12,874  12,016

 営業外費用合計 445,037  589,466

経常利益又は経常損失（△） 792,915  △846,185

特別利益  

 固定資産売却益 233  －

 投資有価証券売却益 51,168  4,677

 償却債権取立益 2,396  651

 貸倒引当金戻入額 159  －

 その他 228  －

 特別利益合計 54,186  5,329

特別損失  

 固定資産売却損 － ※２ 620

 固定資産除却損 ※３ 2,975 ※３ 255

 投資有価証券売却損 52,039  436

 投資有価証券評価損 －  123,899

 関係会社株式評価損 8,000  －

 役員退職慰労金 83,893  －

 減損損失 － ※４ 71,306

 特別損失合計 146,908  196,517

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△） 

700,192  △1,037,374

法人税、住民税及び事業税 443,024  28,346

過年度法人税等 －  44,647

法人税等調整額 5,166  △103,249

少数株主利益又は少数株主損失（△） 12,203  △54,610

当期純利益又は当期純損失（△） 239,799  △952,508
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(3) 連結株主資本等変動計算書 

  (単位：千円)

 
前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本  

 資本金  

  前期末残高 1,159,170  1,159,170

  当期変動額  

   当期変動額合計 －  －

  当期末残高 1,159,170  1,159,170

 資本剰余金  

  前期末残高 1,333,000  1,333,000

  当期変動額  

   当期変動額合計 －  －

  当期末残高 1,333,000  1,333,000

 利益剰余金  

  前期末残高 5,780,922  5,730,169

  当期変動額  

   剰余金の配当 △284,189  △259,077

   当期純利益又は当期純損失（△） 239,799  △952,508

   連結範囲変更に伴う増減額 △6,362  －

   当期変動額合計 △50,753  △1,211,586

  当期末残高 5,730,169  4,518,582

 自己株式  

  前期末残高 △15,445  △25,694

  当期変動額  

   自己株式の取得 △10,248  △520

   当期変動額合計 △10,248  △520

  当期末残高 △25,694  △26,214

 株主資本合計  

  前期末残高 8,257,646  8,196,645

  当期変動額  

   剰余金の配当 △284,189  △259,077

   当期純利益又は当期純損失（△） 239,799  △952,508

   自己株式の取得 △10,248  △520

   連結範囲変更に伴う増減額 △6,362  －

   当期変動額合計 △61,001  △1,212,106

  当期末残高 8,196,645  6,984,538
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  (単位：千円)

 
前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等  

 その他有価証券評価差額金  

  前期末残高 93,472  △63,003

  当期変動額  

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △156,476  △76,967

   当期変動額合計 △156,476  △76,967

  当期末残高 △63,003  △139,971

 為替換算調整勘定  

  前期末残高 13,884  41,450

  当期変動額  

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 27,566  △166,839

   当期変動額合計 27,566  △166,839

  当期末残高 41,450  △125,388

 評価・換算差額等合計  

  前期末残高 107,357  △21,552

  当期変動額  

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △128,910  △243,807

   当期変動額合計 △128,910  △243,807

  当期末残高 △21,552  △265,360

少数株主持分  

 前期末残高 111,157  130,726

 当期変動額  

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 19,569  △73,212

  当期変動額合計 19,569  △73,212

 当期末残高 130,726  57,514

純資産合計  

 前期末残高 8,476,161  8,305,818

 当期変動額  

  剰余金の配当 △284,189  △259,077

  当期純利益又は当期純損失（△） 239,799  △952,508

  自己株式の取得 △10,248  △520

  連結範囲変更に伴う増減額 △6,362  －

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △109,340  △317,019

  当期変動額合計 △170,342  △1,529,126

 当期末残高 8,305,818  6,776,692
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(4) 連結キャッシュ・フロー計算書 

  (単位：千円)

 

前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純
損失（△） 

700,192  △1,037,374

 減価償却費 146,449  162,266

 減損損失 －  71,306

 のれん償却額 91,045  104,311

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 109,781  72,997

 役員賞与引当金の増減額（△は減少） △43,700  －

 受取利息及び受取配当金 △23,694  △29,646

 支払利息 173,530  181,613

 社債利息 11,925  11,815

 為替差損益（△は益） 26,956  21,117

 有形固定資産売却損益（△は益） △233  620

 固定資産除却損 2,975  255

 投資有価証券売却損益（△は益） 871  △4,241

 投資有価証券評価損益（△は益） －  123,899

 関係会社株式評価損 8,000  －

 売上債権の増減額（△は増加） △860,125  7,131,997

 たな卸資産の増減額（△は増加） 143,490  371,354

 仕入債務の増減額（△は減少） △1,431,338  △4,089,334

 未払又は未収消費税等の増減額 8,661  63,203

 その他の資産の増減額（△は増加） △101,319  372,618

 その他の負債の増減額（△は減少） △342,530  △331,637

 小計 △1,379,060  3,197,144

 利息及び配当金の受取額 23,436  31,605

 利息の支払額 △190,598  △191,882

 法人税等の支払額 △875,782  △79,811

 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 △2,422,005  2,985,348

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 △37,861  △51,077

 定期預金の払戻による収入 7,737  32,864

 有形固定資産の取得による支出 △430,004  △121,492

 有形固定資産の売却による収入 52,152  30

 無形固定資産の取得による支出 －  △43,901

 投資有価証券の取得による支出 △343,541  △122,283

 投資有価証券の売却による収入 248,435  6,648

 貸付けによる支出 △56,859  △23,360

 貸付金の回収による収入 151,906  59,468

 子会社株式の取得による支出 △240,000  －

 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出 

△140,326  －

 その他 △58,878  △32,735

 投資活動によるキャッシュ・フロー △847,239  △295,838
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  (単位：千円)

 

前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３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） 3,051,046  △701,000

 長期借入れによる収入 910,000  1,500,000

 長期借入金の返済による支出 △1,110,740  △2,027,400

 社債の償還による支出 －  △600,000

 リース債務の返済による支出 －  △396

 自己株式の取得による支出 △10,248  △520

 配当金の支払額 △284,237  △258,800

 少数株主からの払込みによる収入 －  7,334

 少数株主への配当金の支払額 △925  △980

 財務活動によるキャッシュ・フロー 2,554,895  △2,081,764

現金及び現金同等物に係る換算差額 7,867  △118,038

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △706,482  489,707

現金及び現金同等物の期首残高 3,771,776  3,088,251

非連結子会社との合併に伴う現金及び 
現金同等物の増加額 

22,956  －

現金及び現金同等物の期末残高 ※ 3,088,251 ※ 3,577,958
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

該当事項はありません。 

 

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

項目 
前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

１ 連結の範囲に関する事項 ① 連結子会社の数     12社 

  連結子会社の名称 

  NIHON DENKEI (MALAYSIA)SDN.BHD.

  NIHON DENKEI (THAILAND)CO.,LTD.

  ND KOREA CO.,LTD.、 

  日本電計（香港）有限公司、 

  NIHON DENKEI VIETNAM CO.,LTD. 

  電計科技研発（上海）有限公司、

  電計貿易（上海）有限公司、 

  NIHON DENKEI INDIA PRIVATE LTD.

  アイコーエンジニアリング株式会

  社、 

  インテック計測株式会社、 

  株式会社システム計測、 

  ユウアイ電子株式会社、 

  なお、電計貿易（上海）有限公司
及びユウアイ電子株式会社の議決
権全部を取得し、また、 

  NIHON DENKEI INDIA PRIVATE LTD.

  を設立し連結の範囲に含めており

  ます。 

① 連結子会社の数     12社 

同左 

 

 ② 非連結子会社の名称 

  該当する会社はありません。 

② 非連結子会社の名称 

同左 

２ 持分法の適用に関する事

項 

① 持分法を適用した非連結子会社又
は関連会社の名称 

  該当する会社はありません。 

② 持分法を適用しない非連結子会社
又は関連会社の名称 

  非連結子会社 

   該当する会社はありません。 

  関連会社 

   株式会社サープレス 

（持分法を適用しない理由） 

持分法非適用会社は、当期純損
益及び利益剰余金(持分に見合
う額)等に及ぼす影響が軽微で
あり、かつ全体としても重要性
がないため、持分法の適用から
除外しております。 

① 持分法を適用した非連結子会社又
は関連会社の名称 

同左 

② 持分法を適用しない非連結子会社
又は関連会社の名称 

  非連結子会社 

同左 

  関連会社 

同左 
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項目 
前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

３ 連結子会社の事業年度等

に関する事項 

連結子会社12社のうち 

NIHON DENKEI (MALAYSIA)SDN.BHD.、 

NIHON DENKEI (THAILAND)CO.,LTD.、 

ND KOREA CO.,LTD.、 

日本電計（香港）有限公司、 

NIHON DENKEI VIETNAM CO.,LTD. 

電計科技研発（上海）有限公司、 

電計貿易（上海）有限公司、 

NIHON DENKEI INDIA PRIVATE LTD. 

の決算日は12月31日であります。 

連結財務諸表の作成にあたっては同日
現在の財務諸表を使用し、連結決算日
との間に生じた重要な取引について
は、連結上必要な調整を行っておりま
す。 

なお、上記以外の連結子会社の決算日
と連結決算日は一致しております。 

同左 

４ 会計処理基準に関する事

項 

 (1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法 

 

 

① 有価証券 

   その他有価証券 

    時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づ
く時価法(評価差額は全部
純資産直入法により処理
し、売却原価は移動平均法
により算定しておりま
す。） 

 

 

① 有価証券 

   その他有価証券 

    時価のあるもの 

同左 

 

 

 

     時価のないもの 

     移動平均法による原価法 

    時価のないもの 

同左 

 ② たな卸資産 

   商品 

    主として移動平均法による原

    価法 

②たな卸資産 

   商品および製品 

    主として移動平均法による原

    価法（貸借対照表価額につい

    ては収益性の低下による簿価

    切下げの方法） 
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項目 
前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

 (2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

① 有形固定資産 

   主に定額法によっております。

   主な耐用年数 

   建物       ３年～50年

   車両運搬具       ５年

   器具備品     ２年～20年

（会計方針の変更） 

法人税法の改正((所得税法等の一
部を改正する法律 平成19年3月30
日 法律第6号)及び（法人税法施行
令の一部を改正する政令 平成19年
3月30日 政令第83号）)に伴い、平
成19年4月1日以降に取得したもの
については、改正後の法人税法に
基づく方法に変更しております。 

 なお、この変更に伴う営業利
益、経常利益及び税金等調整前当
期純利益に与える影響は軽微であ
ります。 

（追加情報） 

当連結会計年度から、平成19年3月
31日以前に取得したものについて
は、償却可能限度額まで償却が終
了した翌年から5年で均等償却する
方法によっております。 

 なお、この変更に伴う営業利
益、経常利益及び税金等調整前当
期純利益に与える影響は軽微であ
ります。 

① 有形固定資産(リース資産を除く)

   主に定額法によっております。

   主な耐用年数 

   建物       ３年～50年

   車両運搬具    ２年～５年

   器具備品     ２年～20年

 ② 無形固定資産 

自社利用のソフトウェアにつ
いては、社内における見込利
用可能期間(５年)に基づく定
額法を採用しております。 

② 無形固定資産(リース資産を除く)

自社利用のソフトウェアにつ
いては、社内における見込利
用可能期間(５年)に基づく定
額法を採用しております。 

  

──────────── 

 

③ リース資産 

 所有権移転外ファイナンス・リース
取引に係るリース資産については、
リース期間を耐用年数とし、残存価
額をゼロとして算定する方法によっ
ております。なお、リース取引会計
基準の改正適用初年度開始前の所有
権移転外ファイナンス・リース取引
については、引き続き通常の賃貸借
取引に係る方法に準じた会計処理を
採用しております。 

 (3) 重要な引当金の計上基

準 

① 貸倒引当金 

 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備
えるため、一般債権については貸倒
実績率により、貸倒懸念債権等特定
の債権については個別に回収可能性
を勘案し、回収不能見込額を計上し
ております。 

①貸倒引当金 

同左 

 

 ② 役員賞与引当金 

 役員に対して支給する賞与の支出に
充てるため、支給見込額に基づき計
上しております。 

② 役員賞与引当金 

同左 
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項目 
前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

 (4) 重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への

換算基準 

外貨建金銭債権債務は、連結決算日
の直物為替相場により円貨に換算
し、換算差額は損益として処理して
おります。 

なお、在外子会社の資産及び負債、
収益及び費用は各在外子会社の決算
日の直物為替相場により円貨に換算
し、換算差額は純資産の部における
為替換算調整勘定及び少数株主持分
に含めております。 

同左 

 

 

 (5) 重要なリース取引の処

理方法 

リース物件の所有権が借主に移転す
ると認められるもの以外のファイナ
ンス・リース取引につきましては、
通常の賃貸借取引に係る方法に準じ
た会計処理によっております。 

 

──────────── 

 

 (6) 重要なヘッジ会計の方

法 

① ヘッジ会計の方法 

原則として繰延ヘッジ処理によっ
ております。なお、振当処理の要
件を満たしている為替予約につい
ては振当処理に、特例処理の要件
を満たしている金利スワップにつ
いては特例処理によっておりま
す。 

① ヘッジ会計の方法 

同左 

 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

当連結会計年度にヘッジ会計を適
用したヘッジ手段とヘッジ対象は
以下のとおりであります。 

ａ．ヘッジ手段…為替予約 

  ヘッジ対象…商品輸出による
外貨建売上債権、商品輸入による
外貨建買入債務及び外貨建予定取
引 

ｂ．ヘッジ手段…金利スワップ 

  ヘッジ対象…借入金の利息 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

 ③ ヘッジ方針 

デリバティブ取引に関する権限規
定及び取引限度額等を定めた内部
規定に基づき、ヘッジ対象に係る
為替変動リスクおよび金利変動リ
スクを一定の範囲内でヘッジして
おります。 

③ ヘッジ方針 

同左 

 ④ ヘッジ有効性評価の方法 

為替予約については、締結時に、
リスク管理方針に従って、外貨建
による同一金額で同一期日の為替
予約をそれぞれ振当てているた
め、その後の為替相場の変動によ
る相関関係は完全に確保されてい
るので決算日における有効性の評
価を省略しております。 

また、金利スワップは特例処理の
要件を充たしており、その判定を
もって有効性の評価に代えており
ます。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

 (7) その他連結財務諸表作

成のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は、
税抜き方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 

 

５ 連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

連結子会社の資産及び負債の評価につ
いては、全面時価評価法を採用してお
ります。 

同左 
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項目 
前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

６ のれん及び負ののれんの

償却に関する事項 

のれんの償却については、５年間で均
等償却しております。 

ただし、金額が僅少な場合は発生年度
において全額償却しております。 

同左 

７ 連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲 

連結キャッシュ・フロー計算書におけ
る資金(現金及び現金同等物)は、手許
現金、要求払預金及び取得日から３ヶ
月以内に満期日の到来する流動性の高
い、容易に換金可能であり、かつ、価
値の変動について僅少なリスクしか負
わない短期的な投資からなっておりま
す。 

同左 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

 

前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

 

──────────── 

 

(棚卸資産の評価に関する会計基準) 

 当連結会計年度より「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日公表分)を適

用しております。 

 なお、この変更に伴ない従来の方法に比べて、営業損

失、経常損失および税金等調整前当期純損失が、それぞ

れ88,774千円減少しております。 

 

──────────── 

 

（リース取引に関する会計基準等） 

 当連結会計年度より、「リース取引に関する会計基

準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業審

議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リー

ス取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会

会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））を適用し

ております。 

 なお、リース取引会計基準の適用初年度開始前の所有

権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続

き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ております。 

 なお、この変更に伴う営業損失、経常損失および税金

等調整前当期純損失に与える影響は軽微であります。 

 

──────────── 

 

 

 

 

（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） 

 当連結会計年度より、「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）を適用し、連結上必要

な修正を行っております。 

 なお、この変更に伴う営業損失、経常損失および税金

等調整前当期純損失に与える影響は軽微であります。 

 

表示方法の変更 

 

前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

 

──────────── 

 

 

 

 

（連結貸借対照表） 

 財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令（平成20

年８月７日内閣府令第50号）が適用となることに伴い、

前連結会計年度において、「たな卸資産」として掲記さ

れたものは、当連結会計年度から「商品及び製品」「仕

掛品」「原材料及び貯蔵品」に区分掲記しております。

なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれる「商

品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」は、それ

ぞれ2,171,113千円、11,648千円、49,449千円でありま

す。 
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注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

 

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

※１ 担保に供している資産並びに担保付債務は次の
とおりであります。 

  担保に供している資産 

建物 48,043千円

土地 457,961千円

合計 506,004千円

  

※１ 担保に供している資産並びに担保付債務は次の
とおりであります。 

  担保に供している資産 

建物 45,982千円

土地 457,961千円

合計 503,944千円

  

  担保権によって担保されている債務 

短期借入金 5,500,000千円

長期借入金 1,750,000千円

合計 7,250,000千円

  

  担保権によって担保されている債務 

短期借入金 5,000,000千円

長期借入金 1,350,000千円

合計 6,350,000千円

  

※２ 手形割引及び裏書譲渡高 

受取手形割引高 2,783,695千円

  

※２ 手形割引及び裏書譲渡高 

受取手形割引高 1,649,298千円
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（連結損益計算書関係） 

 

前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金
額は次のとおりであります。 

役員報酬 233,279千円

給与手当 2,555,454千円

賞与 689,826千円

退職給付費用 32,963千円

貸倒引当金繰入額 110,720千円

減価償却費 111,424千円
 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金
額は次のとおりであります。 

役員報酬 291,015千円

給与手当 2,715,755千円

賞与 533,684千円

退職給付費用 51,171千円

貸倒引当金繰入額 88,003千円

減価償却費 145,717千円

  

 

──────────── 

 

※２ 固定資産売却損の内容は、次のとおりでありま
す。 

工具、器具及び備品 620千円
 

※３ 固定資産除却損の内容は、次のとおりでありま
す。 

建物 508千円

工具、器具及び備品 2,466千円

計 2,975千円
 

※３ 固定資産除却損の内容は、次のとおりでありま
す。 

工具、器具及び備品 200千円

車両運搬具 54千円

計 255千円
 

 

──────────── 

 

※４ 減損損失 

  当社グループは、当連結会計年度において、以下
のとおり減損損失を計上いたしました。 

 （１）減損損失を認識した資産 

のれん 71,306千円

 （２）減損損失の認識に至った経緯 

  のれんにつきましては、アイコーエンジニアリン
グ株式会社に対する投資に係るものであります。
これは、株式取得時に検討した事業計画におい
て、当初想定していた収益が見込めなくなったこ
とによるものであります。 

 （３）回収可能額の算定方法 

  回収可能額の算定に当たっては、使用価値を零と
して減損損失を測定しております。 
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（連結株主資本等変動計算書関係） 

前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 
前連結会計年度末 

(株) 

増加 

(株) 

減少 

(株) 

当連結会計年度末 

(株) 

 普通株式 7,162,732 716,273 － 7,879,005

（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 株式分割による増加  716,273株 

 

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 
前連結会計年度末 

(株) 

増加 

(株) 

減少 

(株) 

当連結会計年度末 

(株) 

 普通株式 19,588 8,407 － 27,995

（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加  6,449株 

 株式分割による増加        1,958株 

 

３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

 

４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額

(千円) 

１株当たり配当額

(円) 
基準日 効力発生日 

平成19年６月22日 
定時株主総会 

普通株式 142,862 20 平成19年３月31日 平成19年６月25日

平成19年９月13日 
取締役会 

普通株式 141,326 18 平成19年９月30日 平成19年12月10日

 

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

(千円) 

１株当たり

配当額 

(円) 

基準日 効力発生日 

平成20年6月25日 
定時株主総会 

普通株式 利益剰余金 157,020 20 平成20年３月31日 平成20年６月26日
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当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 
前連結会計年度末 

(株) 

増加 

(株) 

減少 

(株) 

当連結会計年度末 

(株) 

 普通株式 7,879,005 － － 7,879,005

 

 

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 
前連結会計年度末 

(株) 

増加 

(株) 

減少 

(株) 

当連結会計年度末 

(株) 

 普通株式 27,995 746 － 28,741

（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加  746株 

 

３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

 

４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額

(千円) 

１株当たり配当額

(円) 
基準日 効力発生日 

平成20年6月25日 
定時株主総会 

普通株式 157,020 20 平成20年３月31日 平成20年６月26日

平成20年11月12日 
取締役会 

普通株式 102,057 13 平成20年９月30日 平成20年12月８日

 

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

(千円) 

１株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日 

平成21年６月23日 
定時株主総会 

普通株式 利益剰余金 78,502 10 平成21年３月31日 平成21年６月24日

 

 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

 

前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲
記されている科目の金額との関係 

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲
記されている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 3,152,154千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △63,903千円

現金及び現金同等物 3,088,251千円
 

現金及び預金勘定 3,658,876千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △80,917千円

現金及び現金同等物 3,577,958千円
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（セグメント情報） 

１.事業の種類別セグメント情報 

 当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日）及び前連結会計年度（自 平成19

年４月１日 至 平成20年３月31日）については、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。 

 

２.所在地別セグメント情報 

 当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日）及び前連結会計年度（自 平成19

年４月１日 至 平成20年３月31日）における、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。 

 

３.海外売上高 

当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日）及び前連結会計年度（自 平成19年

４月１日 至 平成20年３月31日）における海外売上高が、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。 
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（１株当たり情報） 

 

前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

  

１株当たり純資産額 1,041円28銭

１株当たり当期純利益 30円54銭

平成18年４月1日付で普通株式１株に対し普通株式1.1
株、平成18年10月１日付で普通株式１株に対し普通株
式1.05株の割合で株式分割を行いました。 

前期首に当該株式分割が行われたと仮定した場合にお
ける前連結会計年度の(１株当たり情報)の各数値は以
下のとおりであります。 

１株当たり純資産額 1,040円44銭

１株当たり当期純利益 30円51銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について
は、潜在株式がないため記載しておりません。 

  

１株当たり純資産額 855円92銭

１株当たり当期純損失（△） △121円33銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について
は、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が
存在しないため記載しておりません。 

    
(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
前連結会計年度末 

(平成20年３月31日) 

当連結会計年度末 

(平成21年３月31日)

純資産の部の合計額（千円） 8,305,818 6,776,692

差額の主な内訳 
 少数株主持分（千円） 

130,726 57,514

普通株式に係る期末の純資産額（千円） 8,175,092 6,719,178

普通株式の発行済株式数（千株） 7,879 7,879

普通株式の自己株式数（千株） 27 28

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数（千株） 7,851 7,850

 

２ １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

 
前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日
 至 平成20年３月31日)

当連結会計年度 

(自 平成20年４月１日
 至 平成21年３月31日)

当期純利益又は当期純損失(△)（千円） 239,799 △952,508

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失(△)（千円） 239,799 △952,508

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式の期中平均株式数（千株） 7,852 7,850

 

（開示の省略） 

リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、有価証券、退職給付、デリバティブ取引、ストックオ

プション等、企業結合等については、重要性等の観点から決算短信における開示を省略します。 
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５．個別財務諸表 

(1) 貸借対照表 

  (単位：千円)

 
前事業年度 

(平成20年３月31日) 

当事業年度 

(平成21年３月31日) 

資産の部  

 流動資産  

  現金及び預金 2,422,044  2,794,657

  受取手形 948,952  525,437

  売掛金 29,117,627  21,826,849

  商品 1,630,884  1,308,009

  前渡金 373,243  196,885

  前払費用 17,063  17,784

  繰延税金資産 128,869  185,357

  短期貸付金 51,315  190,308

  未収入金 236,207  71,033

  その他 16,369  7,028

  貸倒引当金 △10,347  △10,698

  流動資産合計 34,932,230  27,112,653

 固定資産  

  有形固定資産  

   建物 603,817  598,810

    減価償却累計額 △239,381  △247,806

    建物（純額） 364,436  351,003

   構築物 17,211  17,211

    減価償却累計額 △15,341  △15,936

    構築物（純額） 1,870  1,275

   車両運搬具 30,203  30,203

    減価償却累計額 △20,357  △22,982

    車両運搬具（純額） 9,846  7,220

   工具、器具及び備品 231,290  244,248

    減価償却累計額 △105,087  △128,461

    工具、器具及び備品（純額） 126,203  115,787

   土地 972,413  972,413

   有形固定資産合計 1,474,770  1,447,701

  無形固定資産  

   のれん 68,409  52,312

   借地権 3,806  3,806

   ソフトウエア 219,086  172,758

   電話加入権 15,360  15,360

   無形固定資産合計 306,662  244,238

  投資その他の資産  

   投資有価証券 678,061  554,154

   関係会社株式 1,278,871  1,031,103

   出資金 520  500

   長期貸付金 122,244  102,975

   役員に対する長期貸付金 4,666  9,118

   関係会社長期貸付金 148,000  142,000

   破産更生債権等 44,487  431,476

   長期前払費用 62  －

   繰延税金資産 159,945  198,247

   差入保証金 561,173  572,702
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  (単位：千円)

 
前事業年度 

(平成20年３月31日) 

当事業年度 

(平成21年３月31日) 

   その他 4,750  4,750

   貸倒引当金 △56,837  △398,222

   投資損失引当金 △181,095  －

   投資その他の資産合計 2,764,849  2,648,806

  固定資産合計 4,546,282  4,340,746

 資産合計 39,478,513  31,453,400

負債の部  

 流動負債  

  支払手形 4,471,277  3,138,948

  買掛金 11,509,844  7,931,161

  短期借入金 10,000,000  9,300,000

  1年内償還予定の社債 600,000  －

  1年内返済予定の長期借入金 1,733,240  1,183,450

  未払金 8,064  10,231

  未払費用 688,697  395,864

  未払法人税等 30,760  72,710

  未払消費税等 1,180  74,892

  前受金 80,530  26,693

  預り金 24,155  27,478

  その他 25,383  5,630

  流動負債合計 29,173,132  22,167,063

 固定負債  

  社債 500,000  500,000

  長期借入金 1,450,210  1,544,600

  その他 2,528  2,628

  固定負債合計 1,952,738  2,047,228

 負債合計 31,125,870  24,214,291

純資産の部  

 株主資本  

  資本金 1,159,170  1,159,170

  資本剰余金  

   資本準備金 1,333,000  1,333,000

   資本剰余金合計 1,333,000  1,333,000

  利益剰余金  

   利益準備金 137,800  137,800

   その他利益剰余金  

    別途積立金 4,310,000  4,310,000

    繰越利益剰余金 1,492,556  460,202

   利益剰余金合計 5,940,356  4,908,002

  自己株式 △25,694  △26,214

  株主資本合計 8,406,832  7,373,957

 評価・換算差額等  

  その他有価証券評価差額金 △54,189  △134,849

  評価・換算差額等合計 △54,189  △134,849

 純資産合計 8,352,642  7,239,108

負債純資産合計 39,478,513  31,453,400
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(2) 損益計算書 

  (単位：千円)

 

前事業年度 

(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

売上高 78,094,698  67,187,167

売上原価  

 商品期首たな卸高 1,582,999  1,630,884

 当期商品仕入高 71,402,429  61,535,137

 合計 72,985,428  63,166,021

 商品評価損 －  43,341

 商品期末たな卸高 1,630,884  1,351,351

 商品売上原価 71,354,544  61,858,011

売上総利益 6,740,153  5,329,156

販売費及び一般管理費 5,624,610  5,697,003

営業利益又は営業損失（△） 1,115,543  △367,847

営業外収益  

 受取利息 14,533  14,117

 受取配当金 12,638  16,984

 仕入割引 101,310  91,599

 受取地代家賃 4,008  3,936

 その他 12,941  19,816

 営業外収益合計 145,432  146,453

営業外費用  

 支払利息 165,839  173,680

 社債利息 11,925  11,815

 手形売却損 15,306  7,147

 為替差損 143,178  150,965

 その他 4,015  3,963

 営業外費用合計 340,265  347,571

経常利益又は経常損失（△） 920,710  △568,965

特別利益  

 投資有価証券売却益 51,168  4,576

 固定資産売却益 116  －

 特別利益合計 51,284  4,576

特別損失  

 投資有価証券売却損 52,039  －

 投資有価証券評価損 －  109,017

 固定資産除却損 2,330  187

 関係会社株式評価損 38,099  57,710

 投資損失引当金繰入額 79,470  －

 特別損失合計 171,941  166,915

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 800,053  △731,304

法人税、住民税及び事業税 409,430  36,776

過年度法人税等 －  44,647

法人税等調整額 △68,532  △39,452

法人税等合計 340,897  41,971

当期純利益又は当期純損失（△） 459,155  △773,276
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(3) 株主資本等変動計算書 

  (単位：千円)

 
前事業年度 

(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本  

 資本金  

  前期末残高 1,159,170  1,159,170

  当期変動額  

   当期変動額合計 －  －

  当期末残高 1,159,170  1,159,170

 資本剰余金  

  資本準備金  

   前期末残高 1,333,000  1,333,000

   当期変動額  

    当期変動額合計 －  －

   当期末残高 1,333,000  1,333,000

  資本剰余金合計  

   前期末残高 1,333,000  1,333,000

   当期変動額  

    当期変動額合計 －  －

   当期末残高 1,333,000  1,333,000

 利益剰余金  

  利益準備金  

   前期末残高 137,800  137,800

   当期変動額  

    当期変動額合計 －  －

   当期末残高 137,800  137,800

  その他利益剰余金  

   別途積立金  

    前期末残高 4,310,000  4,310,000

    当期変動額  

     当期変動額合計 －  －

    当期末残高 4,310,000  4,310,000

   繰越利益剰余金  

    前期末残高 1,317,590  1,492,556

    当期変動額  

     剰余金の配当 △284,189  △259,077

     当期純利益又は当期純損失（△） 459,155  △773,276

     当期変動額合計 174,966  △1,032,354

    当期末残高 1,492,556  460,202

  利益剰余金合計  

   前期末残高 5,765,390  5,940,356

   当期変動額  

    剰余金の配当 △284,189  △259,077

    当期純利益又は当期純損失（△） 459,155  △773,276

    当期変動額合計 174,966  △1,032,354

   当期末残高 5,940,356  4,908,002
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  (単位：千円)

 
前事業年度 

(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

 自己株式  

  前期末残高 △15,445  △25,694

  当期変動額  

   自己株式の取得 △10,248  △520

   当期変動額合計 △10,248  △520

  当期末残高 △25,694  △26,214

 株主資本合計  

  前期末残高 8,242,114  8,406,832

  当期変動額  

   剰余金の配当 △284,189  △259,077

   当期純利益又は当期純損失（△） 459,155  △773,276

   自己株式の取得 △10,248  △520

   当期変動額合計 164,717  △1,032,874

  当期末残高 8,406,832  7,373,957

評価・換算差額等  

 その他有価証券評価差額金  

  前期末残高 93,472  △54,189

  当期変動額  

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △147,662  △80,659

   当期変動額合計 △147,662  △80,659

  当期末残高 △54,189  △134,849

 評価・換算差額等合計  

  前期末残高 93,472  △54,189

  当期変動額  

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △147,662  △80,659

   当期変動額合計 △147,662  △80,659

  当期末残高 △54,189  △134,849

純資産合計  

 前期末残高 8,335,587  8,352,642

 当期変動額  

  剰余金の配当 △284,189  △259,077

  当期純利益又は当期純損失（△） 459,155  △773,276

  自己株式の取得 △10,248  △520

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △147,662  △80,659

  当期変動額合計 17,054  △1,113,533

 当期末残高 8,352,642  7,239,108
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

 該当事項はありません。 

 

６．その他 

  (１) 役員の異動 

    ①代表者の異動 

     平成21年1月23日付「代表取締役の異動および役員の異動に関するお知らせ」にて開示してお

ります。 

 

    ②その他の役員の異動 

     １．平成21年3月17日付「役員の異動に関するお知らせ」にて開示しております。 

     ２．新任取締役候補(平成21年6月23日就任予定) 

       取締役 和田 理一 (一級建築士) 

 

  (２) その他 

 受注の状況 

連 結  

売上高 受注高 確定受注残高 

21年３月期(千円) 69,081,203 68,617,352 4,237,996  

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

増減額(千円) △10,804,810 △12,801,058 △463,851  

増減率（％） △13.5 △15.7 △9.9  

※平成21年3月末現在、上記の確定受注残高とは別に、推定金額1,176,293千円の価格未確定受注残高があ

り、確定受注残高4,237,996千円との合計は、5,414,289千円となります。また、前連結会計年度では、

この価格未確定受注残高は、3,056,759千円があり、確定受注残高4,701,847千円との合計は、

7,758,606千円でしたので、対前年同期比で2,344,316千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。 

 

 

 

 




