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1.  21年6月期の業績（平成20年7月1日～平成21年6月30日） 

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 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6月期 23,271 △3.0 625 △8.5 644 △8.9 351 8.2
20年6月期 23,987 △7.1 683 1.3 707 2.5 325 △9.1

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6月期 102.77 ― 9.3 5.2 2.7
20年6月期 94.88 ― 8.7 5.4 2.8

（参考） 持分法投資損益 21年6月期  ―百万円 20年6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6月期 11,975 3,849 32.1 1,124.19
20年6月期 12,885 3,722 28.9 1,087.01

（参考） 自己資本   21年6月期  3,849百万円 20年6月期  3,722百万円

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6月期 694 △42 △85 2,731
20年6月期 71 △506 △81 2,165

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
純資産配当

率（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6月期 ― 0.00 ― 25.00 25.00 85 26.3 2.3
21年6月期 ― 0.00 ― 25.00 25.00 85 24.3 2.3

22年6月期 
（予想）

― 0.00 ― 23.00 23.00 ―

3.  22年6月期の業績予想（平成21年7月1日～平成22年6月30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）

 

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

9,500 △12.3 △85 ― △80 ― △440 ― △128.49

通期 22,500 △3.3 490 △21.6 500 △22.4 △100 ― △29.20
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4.  その他 

(1) 重要な会計方針の変更 

〔(注) 詳細は、22ページ「重要な会計方針の変更」をご覧ください。〕 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

(注) １株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、42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6月期  3,432,475株 20年6月期  3,432,475株

② 期末自己株式数 21年6月期  8,130株 20年6月期  8,026株

※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わ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可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項につき
ましては、４ページを参照して下さい。 
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①当期の経営成績 

当事業年度における世界経済は、アジアでは中国の景気が持ち直しつつあるものの、欧米を中心とす

る金融危機および経済悪化が引き続き深刻な状況にあります。一方、わが国経済は、輸出や生産に持ち

直しの動きがみられるものの、企業収益が大幅に減少していることにより設備投資、研究開発投資も減

少しており、当社を取り巻く事業環境は依然として厳しい状況となっております。 

 当計測・制御業界におきましても、公共、エネルギーなどの分野は、比較的堅調を維持しているもの

の、半導体、自動車をはじめとした製造業を中心に計画の縮小や見直しの動きが急速に拡がるなど、設

備投資の減少傾向は継続しております。 

 このような状況のもとで当社は、安定した需要の見込まれる上水道、都市ガス、電力等公益事業関連

に加え、環境対応の研究開発が活発な自動車関連やタイヤ、建設機械などの新分野へも積極的な販売活

動を展開してまいりました。 

 その結果、当事業年度における受注高は230億12百万円（前年同期比28億66百万円減）、売上高は232

億71百万円（前年同期比7億15百万円減）となりました。また、利益面につきましては、売上高が減少

したことに伴い、営業利益6億25百万円（前年同期比58百万円減）、経常利益6億44百万円（前年同期比

62百万円減）となりましたが、前事業年度より税費用が減少したことにより当期純利益は3億51百万円

（前年同期比26百万円増）となりました。 

 部門別の概況は、次の通りであります。 

制御・情報機器システム（ＰＡ、ＦＡ）部門 

 当部門につきましては、上水道、都市ガス、電力、鉄鋼などで設備更新需要が堅調なことにより、受

注高は115億41百万円（前年同期比1億90百万円増）、売上高は111億53百万円（前年同期比12億6百万円

増）となりました。 

計測器（測定器、計測システム）部門 

 当部門につきましては、半導体装置、電気電子、環境試験装置、自動車など幅広い分野で需要の落ち

込みが大きく、受注高は38億34百万円（前年同期比22億3百万円減）、売上高は40億31百万円（前年同

期比20億49百万円減）となりました。 

分析機器（ラボ分析計）部門 

 当部門につきましては、民間研究開発部門における設備予算の凍結、先送り等の影響が大きく、受注

高は51億40百万円（前年同期比6億93百万円減）、売上高は53億27百万円（前年同期比2億67百万円減）

となりました。 

産業機器その他部門 

 当部門につきましては、、自動車研究開発向け試験装置が堅調なことに加え、タイヤ・建設機械向け

の大型試験設備が完成したこともあり、受注高は24億96百万円（前年同期比1億60百万円減）となりま

したが、売上高は27億58百万円（前年同期比3億94百万円増）となりました。 

  

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

西川計測㈱（7500）平成21年６月期決算短信（非連結）
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②次期の見通し 

次期の見通しにつきましては、企業収益の減少に伴い、民間設備投資、研究開発投資の回復には暫く

時間がかかり、特に第1、第2四半期は、厳しい状況が続くものと予想しております。第3四半期以降

は、先送りされた投資案件が一部で動き出すことを期待しておりますが、上半期の受注減少分を補うま

での勢いには至らないと想定しております。 

 以上のような状況を踏まえ、次期の業績は売上高225億円、営業利益4億90百万円、経常利益5億円を

見込んでおります。ただし、有価証券評価損の発生の可能性を考慮し、当期純損失につきましては、1

億円と予想しております。 

 上記業績予想は、当社が現時点で合理的と判断した一定の前提に基づいたもので、実際の業績は、国

内市場における需要の急激な変動ならびに国内株式相場の変動等により異なることがあります。 

西川計測㈱（7500）平成21年６月期決算短信（非連結）
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①資産、負債及び純資産の状況 

（イ）資産 

 流動資産合計は96億96百万円となり、前事業年度末と比較して7億48百万円減少しました。これは主

に現金及び預金が5億65百万円増加した一方、売掛金が11億82百万円減少したことなどによります。 

 固定資産合計は、前年同期末と比較して１億62百万円減少し22億78百万円となりました。これは主に

株価の下落により投資有価証券が2億29百万円減少したことなどによります。 

 この結果、総資産は前事業年度末に比べて9億10百万円減少し119億75百万円となりました。 

（ロ）負債 

 流動負債合計は72億90百万円となり、前事業年度末と比較して10億49百万円減少しました。これは主

に買掛金が9億67百万円減少、未払法人税等が1億78百万円減少したこと等によるものであります。 

 固定負債合計は8億35百万円となり、前事業年度末と比較して11百万円増加しました。これは主に退

職給付引当金の増加7百万円やリース会計導入によるリース負債の増加6百万円によるものであります。

（ハ）純資産 

 純資産につきましては、前事業年度末と比べて1億27百万円増加し、38億49百万円となりました。こ

れは、その他有価証券評価差額金が1億39百万円減少した一方、利益剰余金が2億66百万円増加したこと

によるものであります 

  

 ②キャッシュ・フローの状況 

 当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」）は、前事業年度末残高から5億65百万円増

加し、27億31百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次の通りとなって

おります。 

（イ）営業活動によるキャッシュ・フロー 

 当事業年度における営業活動による資金収支は、6億94百万円の収入（前年同期比6億23百万円増加）

となりました。これは、仕入債務の減少9億67百万円や法人税等の支払4億32百万円などの支出があった

一方、税引前当期純利益6億41百万円を計上し、売上債権の減少13億38百万円があったことなどによる

ものであります。 

（ロ）投資活動によるキャッシュ・フロー 

 当事業年度における投資活動による資金収支は、42百万円の支出（前年同期比4億63百万円増加）と

なりました。これは主に、固定資産の取得22百万円や、投資有価証券の取得12百万円があったためであ

ります。 

（ハ）財務活動によるキャッシュ・フロー 

当事業年度における財務活動による資金収支は、85百万円の支出（前年同期比３百万円減少）となりま

した。これは主に配当金の支払85百万円によるものであります。 

  

(2) 財政状態に関する分析

西川計測㈱（7500）平成21年６月期決算短信（非連結）
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(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
 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）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２）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しています。 

  

当社は、株主の皆様への利益還元を経営上の 重要課題のひとつと位置付けており、当社の企業価値

の向上を図りつつ、経済情勢、業界動向、今後の事業展開を総合的に判断したうえで、配当などの株主

還元策を実施してまいりました。今後も業績に応じた利益還元と安定的な配当の両立を基本方針として

まいります。 

 この方針に基づき、当期の年間配当金は、業績等を総合的に判断し1株当たり25円を予定しておりま

す。 

 また、次期の配当につきましては、1株当たり年間配当金は23円（普通配当）を予想しております。

平成17年６月期 平成18年６月期 平成19年６月期 平成20年６月期 平成21年６月期

自己資本比率（％） 29.2 26.7 28.6 28.9 32.1

時価ベースの自己資本比率
（％）

21.4 24.1 25.9 19.7 20.0

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率（％）

－ － － － －

インタレスト・カバレッジ・
レシオ（倍）

343.4 663.0 581.5 174.6 232.3

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

西川計測㈱（7500）平成21年６月期決算短信（非連結）
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近の有価証券報告書（平成20年9月29日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関係

会社の状況」から重要な変更がないため開示を省略します。 

2. 企業集団の状況

西川計測㈱（7500）平成21年６月期決算短信（非連結）
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平成20年6月期決算短信（平成20年8月22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.nskw.co.jp/ 

  （ジャスダック証券取引所ホームページ（「ＪＤＳ」検索ページ）） 

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

  

  

  

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、(3) 中長期的な会社の経営戦略、 

(4) 会社の対処すべき課題

西川計測㈱（7500）平成21年６月期決算短信（非連結）
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4.【財務諸表】 
(1)【貸借対照表】 

(単位：千円)

前事業年度 
(平成20年６月30日) 

当事業年度 
(平成21年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,165,874 2,731,714

受取手形 1,264,376 1,094,012

売掛金 5,902,361 4,720,066

商品 895,827 1,042,605

前払費用 36,675 36,672

繰延税金資産 51,839 43,333

その他 129,410 32,730

貸倒引当金 △1,763 △4,593

流動資産合計 10,444,601 9,696,541

固定資産   

有形固定資産   

建物 345,320 345,782

減価償却累計額 △178,116 △190,187

建物（純額） 167,204 155,594

構築物 61,158 61,158

減価償却累計額 △55,541 △56,409

構築物（純額） 5,616 4,749

機械及び装置 80,792 78,015

減価償却累計額 △77,515 △75,620

機械及び装置（純額） 3,276 2,395

工具、器具及び備品 185,793 192,686

減価償却累計額 △153,886 △165,667

工具、器具及び備品（純額） 31,907 27,018

土地 6,172 6,172

リース資産 － 3,084

減価償却累計額 － △616

リース資産（純額） － 2,467

有形固定資産合計 214,177 198,398

無形固定資産   

ソフトウエア 39,523 33,173

電話加入権 12,083 12,083

リース資産 － 5,483

その他 962 812

無形固定資産合計 52,569 51,553

西川計測㈱（7500）平成21年６月期決算短信（非連結）
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成20年６月30日) 

当事業年度 
(平成21年６月30日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 ※  916,254 686,869

破産更生債権等 510 14,832

長期前払費用 164 8

繰延税金資産 383,931 457,352

差入保証金 336,181 336,526

役員に対する保険積立金 534,589 543,364

入会金 3,400 3,400

貸倒引当金 △486 △13,745

投資その他の資産合計 2,174,545 2,028,609

固定資産合計 2,441,293 2,278,560

資産合計 12,885,894 11,975,102

負債の部   

流動負債   

買掛金 ※  7,223,716 6,256,427

リース債務 － 1,732

未払金 105,862 119,779

未払費用 87,616 96,039

未払法人税等 392,861 214,132

未払消費税等 60,493 51,731

前受金 342,056 439,139

預り金 87,052 74,490

役員賞与引当金 34,078 28,954

工事損失引当金 － 582

受注損失引当金 － 1,170

その他 6,232 6,250

流動負債合計 8,339,969 7,290,430

固定負債   

退職給付引当金 737,723 744,767

リース債務 － 6,218

長期未払金 85,795 84,079

固定負債合計 823,518 835,065

負債合計 9,163,487 8,125,495

西川計測㈱（7500）平成21年６月期決算短信（非連結）
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成20年６月30日) 

当事業年度 
(平成21年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 569,375 569,375

資本剰余金   

資本準備金 814,474 814,474

その他資本剰余金 751 751

資本剰余金合計 815,226 815,226

利益剰余金   

利益準備金 125,475 125,475

その他利益剰余金   

別途積立金 709,000 709,000

繰越利益剰余金 1,575,691 1,841,989

その他利益剰余金合計 2,284,691 2,550,989

利益剰余金合計 2,410,166 2,676,464

自己株式 △3,461 △3,530

株主資本合計 3,791,306 4,057,535

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △68,900 △207,928

評価・換算差額等合計 △68,900 △207,928

純資産合計 3,722,406 3,849,606

負債純資産合計 12,885,894 11,975,102
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(2)【損益計算書】 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成19年７月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 23,987,002 23,271,147

売上原価   

商品期首たな卸高 873,699 895,827

当期商品仕入高 ※  20,092,637 19,644,639

合計 20,966,337 20,540,466

商品期末たな卸高 895,827 1,042,605

売上原価合計 20,070,509 19,497,861

売上総利益 3,916,492 3,773,285

販売費及び一般管理費   

荷造運搬費 22,286 22,332

広告宣伝費 12,611 13,028

支払手数料 90,005 97,601

受注前活動費 311,482 244,497

交通費 121,105 112,205

貸倒引当金繰入額 － 16,095

役員報酬 155,278 121,200

役員賞与引当金繰入額 － 28,954

給料及び手当 1,584,668 1,569,096

福利厚生費 226,157 232,518

退職給付費用 68,584 74,393

通信費 50,844 50,457

交際費 25,792 24,780

租税公課 35,443 33,947

消耗品費 54,803 48,500

減価償却費 42,819 30,125

賃借料 337,986 351,186

その他 93,062 77,030

販売費及び一般管理費合計 3,232,930 3,147,953

営業利益 683,562 625,332

受取利息 1,619 1,607

受取配当金 16,150 15,860

保険事務手数料 2,827 2,792

その他 4,151 2,477

営業外収益合計 24,748 22,739

営業外費用   

支払利息 407 2,993

売上割引 154 110

その他 2 0

営業外費用合計 564 3,103

経常利益 707,746 644,968
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成19年７月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年６月30日) 

特別利益   

固定資産売却益 ※  384 －

投資有価証券売却益 － 493

貸倒引当金戻入額 3,349 －

特別利益合計 3,733 493

特別損失   

投資有価証券評価損 10,791 4,172

特別損失合計 10,791 4,172

税引前当期純利益 700,688 641,289

法人税、住民税及び事業税 334,322 256,372

過年度法人税等 53,938 －

法人税等調整額 △12,837 33,007

法人税等合計 375,423 289,380

当期純利益 325,265 351,909
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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７月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年６月30日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 569,375 569,375

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 569,375 569,375

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 814,474 814,474

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 814,474 814,474

その他資本剰余金   

前期末残高 751 751

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 751 751

資本剰余金合計   

前期末残高 815,226 815,226

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 815,226 815,226

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 125,475 125,475

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 125,475 125,475

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 709,000 709,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 709,000 709,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 1,332,614 1,575,691

当期変動額   

剰余金の配当 △82,187 △85,611

当期純利益 325,265 351,909

当期変動額合計 243,077 266,298

当期末残高 1,575,691 1,841,989

利益剰余金合計   

前期末残高 2,167,089 2,410,166
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成19年７月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当期変動額   

剰余金の配当 △82,187 △85,611

当期純利益 325,265 351,909

当期変動額合計 243,077 266,298

当期末残高 2,410,166 2,676,464

自己株式   

前期末残高 △3,426 △3,461

当期変動額   

自己株式の取得 △35 △69

当期変動額合計 △35 △69

当期末残高 △3,461 △3,530

株主資本合計   

前期末残高 3,548,264 3,791,306

当期変動額   

剰余金の配当 △82,187 △85,611

当期純利益 325,265 351,909

自己株式の取得 △35 △69

当期変動額合計 243,042 266,228

当期末残高 3,791,306 4,057,535

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 246,862 △68,900

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △315,763 △139,027

当期変動額合計 △315,763 △139,027

当期末残高 △68,900 △207,928

評価・換算差額等合計   

前期末残高 246,862 △68,900

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △315,763 △139,027

当期変動額合計 △315,763 △139,027

当期末残高 △68,900 △207,928

純資産合計   

前期末残高 3,795,127 3,722,406

当期変動額   

剰余金の配当 △82,187 △85,611

当期純利益 325,265 351,909

自己株式の取得 △35 △69

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △315,763 △139,027

当期変動額合計 △72,721 127,200

当期末残高 3,722,406 3,849,606

西川計測㈱（7500）平成21年６月期決算短信（非連結）

－15－



(4)【キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成19年７月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年７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   

税引前当期純利益 700,688 641,289

減価償却費 57,406 46,806

退職給付引当金の増減額（△は減少） 13,594 7,044

貸倒引当金の増減額（△は減少） △10,642 16,089

工事損失引当金の増減額（△は減少） － 582

受注損失引当金の増減額（△は減少） － 1,170

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △111 △5,124

受取利息及び受取配当金 △17,770 △17,468

支払利息 407 2,993

投資有価証券売却損益（△は益） － △493

投資有価証券評価損益（△は益） 10,791 4,172

固定資産売却損益（△は益） △384 △342

売上債権の増減額（△は増加） 162,830 1,338,337

たな卸資産の増減額（△は増加） △22,127 △146,778

仕入債務の増減額（△は減少） △481,657 △967,289

前渡金の増減額（△は増加） △125,086 93,996

前受金の増減額（△は減少） 31,347 97,083

未払金の増減額（△は減少） △10,334 14,251

未払消費税等の増減額（△は減少） 20,892 △8,761

その他 26,952 △4,475

小計 356,797 1,113,083

利息及び配当金の受取額 17,770 17,468

利息の支払額 △407 △2,990

法人税等の支払額 △303,005 △432,829

営業活動によるキャッシュ・フロー 71,154 694,731

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △11,777 △12,657

有形固定資産の売却による収入 804 －

無形固定資産の取得による支出 △9,573 △9,934

投資有価証券の取得による支出 △12,055 △12,248

投資有価証券の売却による収入 － 1,004

貸付けによる支出 － △500

貸付金の回収による収入 720 480

差入保証金の増減額（△は増加） 855 －

差入保証金の差入による支出 － △2,406

差入保証金の回収による収入 － 2,062

保険積立金の積立による支出 △474,976 △8,775

投資活動によるキャッシュ・フロー △506,002 △42,976
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成19年７月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年６月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 400,000 1,600,000

短期借入金の返済による支出 △400,000 △1,600,000

リース債務の返済による支出 － △709

配当金の支払額 △81,896 △85,134

自己株式の取得による支出 △35 △69

財務活動によるキャッシュ・フロー △81,931 △85,914

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △516,778 565,840

現金及び現金同等物の期首残高 2,682,652 2,165,874

現金及び現金同等物の期末残高 2,165,874 2,731,714
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該当事項はありません。 

(5)【継続企業の前提に関する注記】
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(6)【重要な会計方針】

項目
前事業年度

(自 平成19年７月１日
至 平成20年６月30日)

当事業年度
(自 平成20年７月１日
至 平成21年６月30日)

１ 有価証券の評価基準およ
び評価方法

その他有価証券
時価のあるもの…期末日の市場価格

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)

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 たな卸資産の評価基準お
よび評価方法

得意先の仕様に基づく発注商品
個別法による原価法

常備保管商品
移動平均法による原価法

その他保守用品
終仕入原価法

同左

３ 固定資産の減価償却の方
法

有形固定資産
定率法 
ただし、平成10年４月１日以降に取
得した建物(建物附属設備を除く）
については、定額法によっておりま
す。 
なお、主な耐用年数は以下のとおり
であります。 
建物・構築物      ３～50年 
機械装置・工具器具備品 ５～20年

有形固定資産(リース資産を除く)
定率法 
ただし、平成10年４月１日以降に取
得した建物(建物附属設備を除く）
については、定額法によっておりま
す。 
なお、主な耐用年数は以下のとおり
であります。 
建物・構築物      ３～50年 
機械装置・工具器具備品 ５～20年

無形固定資産…定額法 
 なお、ソフトウェア(自社利用分)に
ついては、社内における見込利用可能
期間(５年)による定額法

無形固定資産(リース資産を除く)
 なお、ソフトウェア(自社利用分)に
ついては、社内における見込利用可能
期間(５年)による定額法

―――――――
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 

長期前払費用
定額法

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、リ
ース期間を耐用年数とし、残存価額
をゼロとする定額法によっておりま
す。なお、所有権移転外ファイナン
ス・リース取引のうち、リース取引
開始日が平成20年６月30日以前のも
のについては、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。

長期前払費用
同左
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項目
前事業年度

(自 平成19年７月１日
至 平成20年６月30日)

当事業年度
(自 平成20年７月１日
至 平成21年６月30日)

４ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
 債権の貸倒れによる損失に備える
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
当事業年度に見合う分を計上してお
ります。

(2) 役員賞与引当金
同左

 

(3) 工事損失引当金
 受注工事の損失に備えるため、当
事業年度末における手持ち工事のう
ち、損失の発生が見込まれ、かつ金
額を合理的に見積もることのできる
工事について、損失見積額を計上し
ております。

(4)    ―――――――
  
  
 
  
 
 

(5) 退職給付引当金
 従業員の退職給付に備えるため、
当事業年度末における退職給付債務
の見込額に基づき当事業年度末にお
いて発生していると認められる額を
計上しております。
 過去勤務債務についてはその発生
時の従業員の平均残存勤務期間以内
の一定の年数(10年)による按分額を
費用処理しております。
 数理計算上の差異は、各事業年度
の発生時における従業員の平均残存
勤務期間以内の一定の年数(10年)に
より按分した額をそれぞれ発生の翌
事業年度から費用処理することとし
ております。

(3) 工事損失引当金
同左

  
  
 
  
 

(4) 受注損失引当金
 受注契約の損失に備えるため、当
期末における工事以外の受注残のう
ち、損失の発生が見込まれ、かつ金
額を合理的に見積もることのできる
契約について損失見積額を計上して
おります。

(5) 退職給付引当金
同左
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項目
前事業年度

(自 平成19年７月１日
至 平成20年６月30日)

当事業年度
(自 平成20年７月１日
至 平成21年６月30日)

５ 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・リース取引については、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 ヘッジ会計の方法 ① ヘッジ会計の方法

振当処理によっております。

① ヘッジ会計の方法

振当処理の要件を満たしている為

替予約に ついては、振当て処理

によっております。

② ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…為替予約

ヘッジ対象…外貨建金銭債務

② ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

③ ヘッジ方針

為替変動リスクを回避する目的で

行っております。

③ ヘッジ方針

同左

④ ヘッジ有効性評価の方法

為替予約について個別ヘッジを採

用しているため原則としてヘッジ

有効性の評価は行っておりませ

ん。

④ ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ手段とヘッジ対象に関する

条件が完全に同一であるため、有

効性の評価は省略しております。

７ キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

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、随時引き出し可能な預金及び容易

に換金可能、かつ、価格の変動につい

て僅少なリスクしか負わない取得日か

ら３ヶ月以内に償還期限の到来する短

期投資からなっております。

同左

８ その他財務諸表作成のた

めの重要な事項

消費税および地方消費税の会計処理

税抜方式を採用しております。

消費税および地方消費税の会計処理

同左

西川計測㈱（7500）平成21年６月期決算短信（非連結）

－21－



 
  

(7)【重要な会計方針の変更】

会計処理の変更

前事業年度 当事業年度
(自 平成19年７月１日 (自 平成20年７月１日
 至 平成20年６月30日) 至 平成21年６月30日)

――――――― 
 

(棚卸資産の評価に関する会計基準の適用)  

 「棚卸資産の評価に関する会計基準」（平成18年
７月５日公表分 企業会計基準第９号）を当事業年
度より適用し、評価基準については原価法から原価
法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更
しております。なお、この変更による損益に与える
影響は軽微であります。

(リース取引に関する会計基準等の適用)

 「リース取引に関する会計基準」（平成19年３月
30日改正 企業会計基準第13号(平成５年６月17日
（企業会計審議会第一部会）))及び「リース取引に
関する会計基準の適用指針（平成19年３月30日改正
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）））を当
事業年度より適用し、所有権移転外ファイナンス・
リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方
法に準じた会計処理から通常の売買取引に準じた会
計処理に変更しております。 
 なお、リース取引開始日が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処理に係る方法に準じた会計
処理を適用しております。 
 この変更による損益に与える影響はありません。 
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表示方法の変更

前事業年度
(自 平成19年７月１日
至 平成20年６月30日)

当事業年度
(自 平成20年７月１日
至 平成21年６月30日)

  (損益計算書) 

  前事業年度までは営業外費用の「その他」に含めて

表示していた売上割引(前事業年度245千円)は営業外費

用の10/100以上となった為、区分掲記することに変更し

ました。 

 

 （キャッシュ・フロー計算書） 

  前事業年度までは「投資活動によるキャッシュ・フ

ロー」における「その他」に含めて表示していた役員保

険積立金の増加額（前事業年度8,775千円増加）は重要

性が増したため、区分掲載することに変更しました。

  (損益計算書) 

  前事業年度までは販売費及び一般管理費の「役員報

酬」に含めて表示していた役員賞与繰入額（前事業年度

34,078千円）はＸＢＲＬの導入等に伴い、比較可能性を

向上するため、当事業年度より区分掲記することに変更

しました。

 （キャッシュ・フロー計算書） 

  前事業年度までは「投資活動によるキャッシュ・フ

ロー」において「差入保証金の増減額（△は増加）」と

表示していましたが、ＸＢＲＬの導入等に伴い、比較可

能性を向上するため、当事業年度より「差入保証金の差

入による支出」（前事業年度△1,208千円）と「差入保

証金の回収による収入」（前事業年度2,064千円）に分

けて表示することに変更しました。
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追加情報

前事業年度 当事業年度
（自 平成19年７月１日 （自 平成20年７月１日

   至 平成20年６月30日） 至 平成21年６月30日）

(有形固定資産の減価償却の方法について) 

  当事業年度より、平成19年３月31日以前に取得した

有形固定資産については、償却可能限度額に達した事業

年度の翌事業年度以後、残存簿価を５年間で均等償却し

ております。なお、これによる損益に与える影響は軽微

であります。 

(工事損失引当金について) 

  当事業年度において、損失の発生が見込まれる手持

ち工事が発生したため、工事損失引当金を計上いたしま

した。なお、これによる損益に与える影響はありませ

ん。 

 

(受注損失引当金について) 

  当事業年度末において損失の発生が見込まれる工事

以外の受注残が発生しましたため、受注損失引当金を計

上いたしました。
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(8)【個別財務諸表に関する注記事項】

(貸借対照表関係)

前事業年度 
(平成20年６月30日)

当事業年度 
(平成21年６月30日)

※１ 担保に供している資産

投資有価証券のうち、68,878千円を仕入債務

3,244,259千円の担保に供しております。

※１ 担保に供している資産

投資有価証券のうち、46,190千円を仕入債務

2,765,059千円の担保に供しております。

 ２ 保証債務

当社従業員向住宅資金銀行貸付保証制度による金

融 機 関 か ら の 貸 付 に 対 す る 保 証 債 務 は

104,152千円であります。

 

 ２ 保証債務

当社従業員向住宅資金銀行貸付保証制度による金

融機関からの貸付に対する保証債務は95,314

千円であります。
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(損益計算書関係)

前事業年度
(自 平成19年７月１日
至 平成20年６月30日)

当事業年度
(自 平成20年７月１日
至 平成21年６月30日)

 

※１ 当期商品仕入高には、技術・サービスに係る部門

費用が含まれております。その内訳は次のとおり

であります。

人件費 1,377,808千円

経費 351,772千円

計 1,729,581千円

なお、受注活動に伴い発生した部門費用について

は、販売費及び一般管理費の受注前活動費として

計上しております。

 

※１ 当期商品仕入高には、技術・サービスに係る部門

費用が含まれております。その内訳は次のとおり

であります。

人件費 1,370,251千円

経費 346,140千円

計 1,716,392千円

なお、受注活動に伴い発生した部門費用について

は、販売費及び一般管理費の受注前活動費として

計上しております。

       

※２ 固定資産売却益は社内備品の売却によるもので

す。

―――――――    
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前事業年度（自 平成19年７月１日 至 平成20年６月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項     

 
２．自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
（注）増加は単元未満株の買取によるものであります。    

３．配当に関する事項 

（１）配当金支払額 

 
 （２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

 
  

  

(株主資本等変動計算書関係)

株式の種類 前事業年度末株式数 増加 減少 当事業年度末株式数

普通株式 （株） 3,432,475 ― ― 3,432,475

株式の種類 前事業年度末株式数 増加 減少 当事業年度末株式数

普通株式（株） 7,976 50 ― 8,026

決  議 株式の種類 配当金総額
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日

平成19年9月21日
定時株主総会

普通株式 82,187千円 24.00円 平成19年6月30日 平成19年9月25日

決  議 株式の種類 配当の原資 配当金総額
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日

平成20年9月26日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 85,611千円 25.00 円
平成20年 
6月30日

平成20年
9月29日
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当事業年度（自 平成20年７月１日 至 平成21年６月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項     

 
２．自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
（注）増加は単元未満株の買取によるものであります。    

３．配当に関する事項 

（１）配当金支払額 

 
 （２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

 
  

株式の種類 前事業年度末株式数 増加 減少 当事業年度末株式数

普通株式 （株） 3,432,475 ― ― 3,432,475

株式の種類 前事業年度末株式数 増加 減少 当事業年度末株式数

普通株式（株） 8,026 104 ― 8,130

決  議 株式の種類 配当金総額
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日

平成20年9月26日
定時株主総会

普通株式 85,611千円 25.00円 平成20年6月30日 平成20年9月29日

決  議 株式の種類 配当の原資 配当金総額
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日

平成21年9月25日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 85,608千円 25.00円
平成21年 
6月30日

平成21年
9月28日
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(キャッシュ・フロー計算書関係)

前事業年度
(自 平成19年７月１日
至 平成20年６月30日)

当事業年度
(自 平成20年７月１日
至 平成21年６月30日)

 

１ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

現金及び預金 2,165,874千円

現金及び現金同等物 2,165,874千円
 

１ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

現金及び預金 2,731,714千円

現金及び現金同等物 2,731,714千円
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(リース取引関係)

前事業年度
(自 平成19年７月１日
至 平成20年６月30日)

当事業年度
(自 平成20年７月１日
至 平成21年６月30日)

１ 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

 ① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額

１ リース取引開始日が平成20年６月30日以前の所有権

移転外ファイナンス・リース取引

 ① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額

取得価額
相当額

減価償却 
累計額 
相当額

期末残高
相当額

工具器具備品
千円

98,511
千円

65,307
 

千円

33,204

車輌運搬具 4,526 3,319 1,207

合計 103,038 68,626 34,411

取得価額
相当額

減価償却 
累計額 
相当額

期末残高
相当額

工具、器具及
び備品

千円

61,078
千円

45,856
 

千円

15,221

車輌運搬具 4,526 4,224 301

合計 65,604 50,081 15,523

 ② 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 19,485千円

１年超 14,733

計 34,218

 ② 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 8,970千円

１年超 5,763

計 14,733

 ③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額

支払リース料 25,473千円

減価償却費相当額 23,560

支払利息相当額 1,481

 ③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額

支払リース料 20,568千円

減価償却費相当額 18,888

支払利息相当額 1,008

 ④ 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし残存価額を零とする定

額法によっております。

 ④ 減価償却費相当額の算定方法

同左

 ⑤ 利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、各期への配分方法につい

ては、利息法によっております。

 ⑤ 利息相当額の算定方法

同左
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 (注) 投資有価証券について10,791千円（その他有価証券で時価のある株式）減損処理を行っております。 

  

  

 
  

(有価証券関係)

前事業年度（自平成19年7月1日 至平成20年6月30日）

１ その他有価証券で時価のあるもの

区分 取得原価(千円)
貸借対照表計上額

(千円)
差額(千円)

貸借対照表計上額が取得原価を 
超えるもの

 株  式 80,705 145,395 64,690

小計 80,705 145,395 64,690

貸借対照表計上額が取得原価を 
超えないもの

 株  式 950,118 769,237 △180,880

小計 950,118 769,237 △180,880

合計 1,030,823 914,633 △116,189

２ 時価評価されていない有価証券

  その他有価証券

内容 貸借対照表計上額(千円)

非上場株式 1,621
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 (注) 投資有価証券について3,686千円（その他有価証券で時価のある株式）減損処理を行っております。 

    なお、下落率が30～50％の株式の減損にあっては、個別銘柄毎に回復可能性を判断しております。 

  

  

 
 (注) 投資有価証券について485千円（時価評価されていない有価証券）減損処理を行っております。 

    なお、下落率が30～50％の株式の減損にあっては、個別銘柄毎に回復可能性を判断しております。 

  

当事業年度（自平成20年7月1日 至平成21年6月30日）

１ その他有価証券で時価のあるもの

区分 取得原価(千円)
貸借対照表計上額

(千円)
差額(千円)

貸借対照表計上額が取得原価を 
超えるもの

 株  式 67,559 130,788 63,228

小計 67,559 130,788 63,228

貸借対照表計上額が取得原価を 
超えないもの

 株  式 971,314 554,945 △416,369

小計 971,314 554,945 △416,369

合計 1,038,874 685,733 △353,140

２ 時価評価されていない有価証券

  その他有価証券

内容 貸借対照表計上額(千円)

非上場株式 1,136
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(デリバティブ取引関係)

１ 取引の状況に関する事項

前事業年度
(自 平成19年７月１日
至 平成20年６月30日)

当事業年度
(自 平成20年７月１日
至 平成21年６月30日)

(1) 取引の内容

 当社の利用しているデリバティブ取引は、通貨

関連では為替予約取引であります。

(1) 取引の内容

同左

(2) 取引に対する取組方針

 当社のデリバティブ取引は、将来の為替の変動

によるリスク回避を目的としており、投機目的で

は利用しておりません。

(2) 取引に対する取組方針

同左

(3) 取引の利用目的

 当社のデリバティブ取引は、外貨建金銭債務の

為替変動リスクを回避する目的で利用しておりま

す。

 なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計

を行っております。

① ヘッジ会計の方法

  振当処理によっております。

(3) 取引の利用目的

同左

① ヘッジ会計の方法

 振当処理の要件を満たしている為替予約に つ

いては、振当て処理によっております。

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

  ヘッジ手段…為替予約 

  ヘッジ対象…外貨建金銭債務

② ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

③ ヘッジ方針

  為替変動リスクを回避する目的で行っており

ます。

③ ヘッジ方針

同左

④ ヘッジ有効性評価の方法

  為替予約について個別ヘッジを採用している

ため原則としてヘッジ有効性の評価は行ってお

りません。

④ ヘッジ有効性評価の方法 

  ヘッジ手段とヘッジ対象に関する条件が完全

に同一であるため、有効性の評価は省略しており

ます。

(4) 取引に係るリスクの内容

 為替予約取引は為替相場の変動によるリスクを

有しております。

 なお、取引相手先は高格付を有する金融機関に

限定しているため、信用リスクはほとんどないと

認識しております。

(4) 取引に係るリスクの内容

同左

(5) 取引に係るリスク管理体制

 デリバティブ取引の執行・管理については、取

引権限及び取引限度額等を定めた社内ルールに従

い、資金担当部門が決裁担当者の承認を得て行っ

ております。

(5) 取引に係るリスク管理体制

同左
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前事業年度(平成20年６月30日現在) 

該当事項はありません。 

なお、為替予約取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から除

いております。 

当事業年度(平成21年６月30日現在) 

該当事項はありません。 

 なお、為替予約取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から除

いております。 

  

２ 取引の時価等に関する事項
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該当事項はありません。 

なお、当社は関連会社がありません。 

 該当事項はありません。 

  なお、当社は関連会社がありません。 

  

(持分法投資損益等)

前事業年度(自 平成19年７月１日 至 平成20年６月30日)

当事業年度(自 平成20年７月１日 至 平成21年６月30日)
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(関連当事者情報)

前事業年度(自 平成19年７月１日 至 平成20年６月30日)

1. 親会社及び法人主要株主等

属性
会社等 
の名称

住所
資本金又は出

資金(千円)

事業の内
容又は職

業

議決権等
の所有(被
所有)割合

(％)

関係内容

取引の
内容

取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

法人
主要
株主

横河電機
㈱

東京都
武蔵野

市
43,401,056

制御機
器・計測
機器製造

販売

(被所有)
直接12.7 
間接0.0

－

代理店
契約に
基づく
商品仕
入等

商品の
仕入

6,532,235 買掛金 3,218,512

（所有）
直接0.3

 (注)1. 取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

   2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

      商品の仕入価格については、当社と横河電機㈱間で締結しております代理店契約に基づき決定して

      おります。なお、仕入債務に対して同社の株式を担保提供しております。

2. 役員及び個人主要株主等

属性 氏名 住所
資本金又は出
資金(千円)

事業の内
容又は職

業

議決権等
の所有(被
所有)割合

(％)

関係内容

取引の
内容

取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

役員
及び
その
近親
者

西川 澄 
( 当社代
表取締役
社長西川
徹・常務
取締役西
川隆司の
実父）

－ －
当社名誉

会長
(被所有)
直接4.8

－ －
給与の
支払

14,400 － ―

 (注)1. 取引金額には消費税等が含まれておりません。

   2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

      西川澄への給与については、名誉会長として経営全般に関する助言のほか、主要取引や、業界内

      での社外活動等に対する対価として両者協議の上、決定しております。
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当事業年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準第11号 平成18年10月17

日）及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針（企業会計基準適用指針第13号 平成18年

10月17日）を適用しております。 

 なお、これによる開示対象範囲の変更はありません。 

１ 関連当事者との取引 

(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る)等 

 
(注)1. 取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

 2. 取引条件及び取引条件の決定方針等 

 商品の仕入価格については、当社と横河電機㈱間で締結しております代理店契約に基づき決定しておりま 

  す。なお、仕入債務に対して同社の株式を担保提供しております。 

  

(2) 財務諸表提出会社の役員及び個人主要株主(個人の場合に限る)等 

 
(注)1. 取引金額には消費税等が含まれておりません。 

 2. 取引条件及び取引条件の決定方針等 

 西川澄への給与については、名誉会長として経営全般に関する助言のほか、主要取引や、業界内での社外活 

  動等に対する対価として両者協議の上、決定しております。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

当事業年度(自 平成20年７月１日 至 平成21年６月30日)

（追加情報) 

種類
会社等の名称 
又は氏名

所在地
資本金又 
は出資金 
(千円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有 
(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額 
(千円)

科目
期末残高
(千円)

法人主
要株主

横河電機㈱
東京都武
蔵野市

43,401,056
制御機器・
計測機器製
造販売

(被所有) 

直接12.9 

間接0.0

（所有） 

直接0.3

代理店契約
に基づく商
品仕入等

商品仕入等 6,137,125 買掛金 2,760,451

種類
会社等の名称 
又は氏名

所在地
資本金又 
は出資金 
(千円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有 
(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額 
(千円)

科目
期末残高
(千円)

役員及
びその
近親者

西川 澄 
(当社代表取締
役 社 長 西 川
徹・常 務 取 締
役西川隆司の
実父）

－ －
当社名誉
会長

(被所有)
直接4.8

－ 給与の支払 14,400 － －
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(税効果会計関係)

前事業年度 
(平成20年６月30日)

当事業年度 
(平成21年６月30日)

 

１ 繰延税金資産及び負債の発生の主な原因の内訳

繰延税金資産(流動)

未払事業税 30,054千円

未実現売上 17,131千円

その他 4,652千円

繰延税金資産(流動)合計 51,839千円

繰延税金資産(固定)

投資有価証券 51,663千円

その他有価証券評価差額金 47,289千円

退職給付引当金 300,253千円

長期未払金 34,918千円

その他 1,470千円

繰延税金資産(固定)小計 435,595千円

評価性引当額 △51,663千円

繰延税金資産(固定)合計 383,931千円
  

１ 繰延税金資産及び負債の発生の主な原因の内訳

繰延税金資産(流動)

未払事業税 17,948千円

未実現売上 19,702千円

その他 5,683千円

繰延税金資産(流動)合計 43,333千円

繰延税金資産(固定)

投資有価証券 16,804千円

その他有価証券評価差額金 145,212千円

退職給付引当金 303,120千円

貸倒引当金 2,888千円

長期未払金
その他

34,918千円
1,903千円

繰延税金資産(固定)小計 504,848千円

評価性引当額 △47,495千円

繰延税金資産(固定)合計 457,352千円

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別内訳

法定実効税率 40.70％

(調整)

交際費等永久に損金に
算入されない項目

3.66％

受取配当金等永久に益金に 
算入されない項目

△0.47％

住民税均等割等 1.93％

評価性引当額 0.63％

過年度法人税等 7.70％

その他 △0.57％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 53.58％
 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別内訳

法定実効税率 40.70％

(調整)

交際費等永久に損金に
算入されない項目

3.56％

受取配当金等永久に益金に 
算入されない項目

△0.49％

住民税均等割等 2.11％

評価性引当額 △0.65％

その他 △0.11％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 45.12％
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(退職給付関係)

前事業年度
(自 平成19年７月１日
至 平成20年６月30日)

当事業年度
(自 平成20年７月１日
至 平成21年６月30日)

１ 採用している退職給付制度の概要

  当社は、確定給付型の制度の退職一時金制度と確定

拠出年金制度を採用しております。 

 また、従業員の退職等に際して割増退職金を支払う

場合があります。

１ 採用している退職給付制度の概要

  当社は、確定給付型の制度の退職一時金制度と確定

拠出年金制度を採用しております。 

 また、従業員の退職等に際して割増退職金を支払う

場合があります。

 

２ 退職給付債務に関する事項(平成20年６月30日現在)

イ 退職給付債務 △764,875千円

ロ 未認識数理計算上の
差異

69,740千円

ハ 未認識過去勤務債務 △42,588千円

ニ 退職給付引当金
  (イ＋ロ＋ハ)

△737,723千円

 

２ 退職給付債務に関する事項(平成21年６月30日現在)

イ 退職給付債務 △763,439千円

ロ 未認識数理計算上の
差異

52,742千円

ハ 未認識過去勤務債務 △34,070千円

ニ 退職給付引当金
 (イ＋ロ＋ハ)

△744,767千円

 

３ 退職給付費用に関する事項

イ 勤務費用 40,963千円

ロ 利息費用 14,351千円

ハ 数理計算上の差異の
費用処理額

6,664千円

ニ 過去勤務債務の費用
処理額

△8,517千円

ホ 確定拠出年金掛金等 63,667千円

ヘ 退職給付費用(イ＋
ロ＋ハ＋ニ＋ホ)

117,129千円

 

３ 退職給付費用に関する事項

イ 勤務費用 44,219千円

ロ 利息費用 15,297千円

ハ 数理計算上の差異の
費用処理額

9,851千円

ニ 過去勤務債務の費用
処理額

△8,517千円

ホ 確定拠出年金掛金等 63,465千円

ヘ 退職給付費用(イ＋
ロ＋ハ＋ニ＋ホ)

124,316千円

 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

イ 退職給付見込額の期
間配分方法

期間定額基準

ロ 割引率 2.00％

ハ 過去勤務債務の額の
処理年数

10年(定額法)

ニ 数理計算上の差異の
処理年数

10年(定額法)

 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

イ 退職給付見込額の期
間配分方法

期間定額基準

ロ 割引率 2.00％

ハ 過去勤務債務の額の
処理年数

10年(定額法)

ニ 数理計算上の差異の
処理年数

10年(定額法)
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   前事業年度（自平成19年７月1日至平成20年６月30日） 

   該当事項はありません。 

  

  

   当事業年度（自平成20年７月1日至平成21年６月30日）  

   該当事項はありません。 

  

  

  

(ストック・オプション等関係)
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   前事業年度（自平成19年７月1日至平成20年６月30日）  

   該当事項はありません。 

  

  

   当事業年度（自平成20年７月1日至平成21年６月30日）  

   該当事項はありません。 

(企業結合等関係)
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潜在株式が存在しないため、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について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 

 
  

２．１株当たり当期純利益 

 
  

  

(１株当たり情報)

前事業年度
(自 平成19年７月１日
至 平成20年６月30日)

当事業年度
(自 平成20年７月１日
至 平成21年６月30日)

 
１株当たり純資産額 1,087円01銭 １株当たり純資産額 1,124円19銭

 
１株当たり当期純利益 94 円98銭 １株当たり当期純利益  102円77銭

潜在株式調整後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

―

前事業年度
（平成20年６月30日)

当事業年度
(平成21年６月30日)

貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 3,722,406 3,849,606

普通株式に係る純資産額(千円) 3,722,406 3,849,606

普通株式の発行済株式数(千株) 3,432 3,432

普通株式の自己株式数(千株) 8 8

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)

3,424 3,424

前事業年度
(自 平成19年７月１日
至 平成20年６月30日)

当事業年度
(自 平成20年７月１日
至 平成21年６月30日)

当期純利益(千円) 325,265 351,909

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る当期純利益(千円) 325,265 351,909

普通株式の期中平均株式数(千株) 3,424 3,424
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(重要な後発事象)

前事業年度
(自 平成19年７月１日
至 平成20年６月30日)

当事業年度
(自 平成20年７月１日
至 平成21年６月30日)

該当事項はありません。 該当事項はありません。
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①代表者の異動 

  該当事項はありません。 

②その他役員の異動（平成21年9月25日付予定） 

  1.新任監査役候補 

   常勤監査役 蛭田 政男（現 当社嘱託） 

  2.退任予定監査役 

   常勤監査役 浅井 賢一 

  

  

5. その他

(1) 役員の異動
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