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配当支払開始予定日 ―

1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6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 ％

22年3月期第1四半期 9,218 △41.4 △484 ― △465 ― △300 ―

21年3月期第1四半期 15,722 ― △341 ― △373 ― △255 ―

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

22年3月期第1四半期 △38.26 ―

21年3月期第1四半期 △32.54 ―

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

22年3月期第1四半期 26,405 6,500 24.4 821.45
21年3月期 32,103 6,776 20.9 855.92

（参考） 自己資本  22年3月期第1四半期  6,448百万円 21年3月期  6,719百万円

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  
 

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

21年3月期 ― 13.00 ― 10.00 23.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

10.00 ― 10.00 20.00

3.  平成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）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

第2四半期 
連結累計期間

20,700 △42.6 △700 ― △650 ― △400 ― △50.95

通期 52,500 △24.0 △350 ― △450 ― △700 ― △89.16
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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) 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、５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） 

(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 

１．平成22年３月期の連結業績予想につきましては、平成21年５月15日に公表しました内容から変更しております。詳細につきましては、平成21年８月11日
  付の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 
２．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。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 7,879,005株 21年3月期 7,879,005株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期 28,756株 21年3月期 28,741株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 7,850,257株 21年3月期第1四半期 7,850,965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１四半期における我が国経済は、昨年秋の金融危機に端を発した世界的な景気後退の影響

の後、在庫調整の進展や景気刺激策の効果を受け、一部に下げ止まりの動きが見られたものの、

消費低迷や企業収益に明るさが見えてこない状況にあり、設備投資については大幅な抑制が継続

しております。当社グループの属する電子計測機器及び関連業界においても、主要ユーザーであ

る液晶関連のデジタル家電業界や自動車業界でかつてない規模での生産調整が行なわれ、設備投

資の抑制が継続する厳しい経済環境となっております。 

こうした状況の下、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

験関連ユーザーや太陽電池やリチウムイオン電池等の新エネルギー関連の取引深耕を積極的に進

めておりますが、国内外で、主力である家電業界や自動車業界からの受注は、極めて低調に推移

いたしました。 

この結果、連結受注高は11,631百万円となり、前年同期比8,392百万円減（前年同期比41.9％

減）と大幅減少となりました。また、第１四半期での連結売上高は9,218百万円で前年同期比

6,504百万円減（前年同期比41.4％減）と大幅な減少となりました。 

こうした状況下で、役員報酬の削減・社員の賞与の減額・徹底した経費の見直し等を実施する

など経費削減に取り組み、一定の成果を上げておりますが、大幅な売上減少による粗利益の減少

をカバーするまでには至らず、連結営業損失は484百万円、連結経常損失は465百万円を計上する

こととなりました。保有する有価証券の売却や旧茨城営業所の土地、建物の売却により15百万円

の特別利益を計上したものの、当第1四半期純損失は300百万円となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末比5,697百万円減少して、26,405

百万円となりました。 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて、5,852百万円減少し、22,577百万円となりました。

現金及び預金が291百万円減少、受取手形及び売掛金が5,709百万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て、154百万円増加し、3,828百万円となりました。投資

有価証券が267百万円増加し、ソフトウエアが償却により13百万円減少、差入保証金が20百万円

減少、茨城営業所として使用していた自社不動産の売却等により建物、土地、構築物が28百万円

減少したこと等によるものです。 

 

（負債） 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて、5,318百万円減少し、17,895百万円となりました。

支払手形及び買掛金が3,878百万円減少、短期借入金1,212百万円減少したこと等によるものです。

短期借入金の減少は、１年以内返済予定長期借入金の減少110百万円を含んでおります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べて、102百万円減少し、2,010百万円となりました。１年

以内返済予定長期借入金99百万円を流動負債に振替を行なったことによるものです。 

 

（純資産） 

純資産は、前連結会計年度末に比べて、276百万円減少し、6,500百万円となりました。四半期

純損失の計上と配当金の支払78百万円により利益剰余金が378百万円減少したこと等によるもの

です。 

 

日本電計株式会社 （9908） 平成22年３月期　第１四半期決算短信

3



（キャッシュ・フローの状況） 

当第１四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、

306百万円減少し、3,271百万円となりました。当第１四半期連結会計期間末における各キャッシ

ュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。 

 

①営業活動によるキャッシュ・フロー 

当第1四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、1,143百万円の収

入（前年同期は2,721百万円の支出）となりました。これは主として、売上債権の減少額5,755

百万円による増加が、税金等調整前四半期純損失450百万円の計上、仕入債務の減少額3,948百

万円等の減少を上回ったことによります。 

 

②投資活動によるキャッシュ・フロー 

当第1四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、127百万円の支出

（前年同期は21百万円の支出）となりました。これは、投資有価証券の取得による支出227百

万円、定期預金の預入による支出18百万円が、投資有価証券の売却による収入78百万円、有形

固定資産の売却による収入29百万円、差入保証金の返還による収入19百万円を上回ったことに

よります。 

 

③財務活動によるキャッシュ・フロー 

当第1四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、1,359百万円の支

出（前年同期は2,827百万円の収入）となりました。これは、短期借入金の減少1,102百万円、

長期借入金の返済進捗による減少209百万円、配当金48百万円の支払によります。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

今年３月の政府による景気底入れの発表を受け、景気が回復基調となり、ほぼ全面的に凍結と

なった設備投資も早期に復活するものと期待しておりましたが、関連する企業の設備投資に対す

る極めて慎重な姿勢が継続しており、設備投資の復活は今秋以降になるものと予想され、第１四

半期における業績の進捗状況を勘案し、業績予想の見直しを行ないました。その結果、平成21年

５月15日付けの「平成21年３月期 決算短信」で発表いたしました平成22年３月期の業績予想に

つきましては、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」をご参照下さい。 
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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 

①棚卸資産の評価方法 

当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度

末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算出する方法によっております。 

また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかものについてのみ正味売却価

格を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

 

②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、将来の業績予測やタックス・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作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

該当事項はありません。 
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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１四半期連結会計期間末
(平成21年６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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,367,627 3,658,876

受取手形及び売掛金 16,713,235 22,423,057

商品及び製品 1,713,017 1,685,870

仕掛品 16,285 15,361

原材料及び貯蔵品 69,807 77,554

繰延税金資産 331,806 189,000

未収消費税等 12,379 －

その他 367,958 399,108

貸倒引当金 △14,575 △19,156

流動資産合計 22,577,541 28,429,673

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 853,624 881,564

減価償却累計額 △326,364 △340,147

建物及び構築物（純額） 527,259 541,417

車両運搬具 106,813 103,762

減価償却累計額 △58,251 △54,525

車両運搬具（純額） 48,562 49,236

工具、器具及び備品 647,728 639,909

減価償却累計額 △399,316 △384,653

工具、器具及び備品（純額） 248,412 255,255

土地 999,513 1,006,213

リース資産 3,028 3,028

減価償却累計額 △706 △555

リース資産（純額） 2,321 2,472

有形固定資産合計 1,826,068 1,854,596

無形固定資産   

のれん 101,792 109,987

その他 219,784 231,109

無形固定資産合計 321,576 341,096

投資その他の資産   

投資有価証券 835,169 567,804

長期貸付金 111,740 115,196

繰延税金資産 157,488 198,806

その他 830,733 842,021

貸倒引当金 △254,333 △245,738

投資その他の資産合計 1,680,798 1,478,090

固定資産合計 3,828,443 3,673,782

資産合計 26,405,985 32,103,455
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(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,732,553 11,611,197

短期借入金 9,650,140 10,862,450

未払法人税等 13,685 83,503

未払消費税等 － 78,238

その他 498,876 578,305

流動負債合計 17,895,255 23,213,695

固定負債   

社債 500,000 500,000

長期借入金 1,478,290 1,577,600

リース債務 2,479 2,631

その他 29,932 32,836

固定負債合計 2,010,701 2,113,068

負債合計 19,905,957 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 4,139,747 4,518,582

自己株式 △26,220 △26,214

株主資本合計 6,605,697 6,984,538

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △80,116 △139,971

為替換算調整勘定 △77,004 △125,388

評価・換算差額等合計 △157,120 △265,360

少数株主持分 51,451 57,514

純資産合計 6,500,028 6,776,692

負債純資産合計 26,405,985 32,103,455
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 15,722,872 9,218,385

売上原価 14,291,839 8,315,793

売上総利益 1,431,032 902,591

販売費及び一般管理費 1,772,611 1,386,905

営業損失（△） △341,578 △484,314

営業外収益   

受取利息 3,030 1,125

受取配当金 7,593 7,616

仕入割引 27,633 16,987

為替差益 － 13,046

受取地代家賃 234 320

保険解約返戻金 14,542 －

その他 3,073 12,730

営業外収益合計 56,107 51,827

営業外費用   

支払利息 50,165 28,213

為替差損 37,707 －

その他 93 4,689

営業外費用合計 87,967 32,902

経常損失（△） △373,438 △465,390

特別利益   

固定資産売却益 － 332

投資有価証券売却益 4,527 15,050

償却債権取立益 651 －

貸倒引当金戻入額 1,995 －

特別利益合計 7,174 15,382

特別損失   

投資有価証券売却損 304 －

特別損失合計 304 －

税金等調整前四半期純損失（△） △366,567 △450,007

法人税等 △98,258 △142,504

少数株主損失（△） △12,826 △7,170

四半期純損失（△） △255,482 △300,332
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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)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６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（△） △366,567 △450,007

減価償却費 33,308 41,452

のれん償却額 26,222 8,194

貸倒引当金の増減額（△は減少） △7,840 4,013

受取利息及び受取配当金 △10,623 △8,742

支払利息 48,099 28,213

社債利息 2,066 －

為替差損益（△は益） 277 △5,696

有形固定資産売却損益（△は益） － △332

投資有価証券売却損益（△は益） △4,222 △15,050

売上債権の増減額（△は増加） 2,363,574 5,755,202

たな卸資産の増減額（△は増加） △809,868 △5,509

仕入債務の増減額（△は減少） △3,783,420 △3,948,389

未払又は未収消費税等の増減額 △2,111 △90,618

その他の資産の増減額（△は増加） △15,350 32,005

その他の負債の増減額（△は減少） △87,105 △124,532

小計 △2,613,562 1,220,205

利息及び配当金の受取額 10,623 8,742

利息の支払額 △50,492 △28,213

法人税等の支払額 △67,979 △57,501

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,721,411 1,143,231

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 △17,167 △18,722

定期預金の払戻による収入 － 3,682

有形固定資産の取得による支出 △18,584 △5,115

有形固定資産の売却による収入 － 29,209

投資有価証券の取得による支出 △4,362 △227,888

投資有価証券の売却による収入 6,355 78,000

貸付けによる支出 △7,546 △2,800

貸付金の回収による収入 21,692 6,256

その他 △1,731 9,416

投資活動によるキャッシュ・フロー △21,345 △127,963

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） 3,112,000 △1,102,000

長期借入金の返済による支出 △126,310 △209,620

リース債務の返済による支出 － △151

自己株式の取得による支出 △103 △6

配当金の支払額 △157,020 △48,191

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 2,827,586 △1,359,969

現金及び現金同等物に係る換算差額 △21,778 38,404

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 63,051 △306,296

現金及び現金同等物の期首残高 3,088,251 3,577,958

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,151,302 3,271,662
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

 当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

  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１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

 全セグメントの売上高の合計及び、営業利益の合計額に占める「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１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

 全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合が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１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６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 

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

 該当事項はありません。 

 

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 

22年３月期第１四半期(千円) 9,218,385 11,631,370  6,650,981

21年３月期第１四半期(千円) 15,722,872 20,023,625  9,002,600

増減額(千円) △6,504,487 △8,392,255  △2,351,619

増減率（％） △41.4 △41.9  △26.1

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

※平成21年６月末現在、上記の確定受注残高とは別に、推定金額238,498千円の価格未確定受注残高があり、確定受

注残高6,650,981千円との合計は、6,889,480千円となります。また、前期の第１四半期では、この価格未確定受

注残高は、1,483,011千円であり、確定受注残高9,002,600千円との合計は、10,485,612千円でしたので、対前年

同期比で3,596,131千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残高に組み入れられます。 
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