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1.  平成22年6月期第3四半期の業績（平成21年7月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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6月期第3四半期 17,156 △6.5 713 17.9 725 17.5 117 ―

21年6月期第3四半期 18,350 ― 605 ― 617 ― △292 ―

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6月期第3四半期 34.32 ―

21年6月期第3四半期 △85.47 ―

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

22年6月期第3四半期 14,499 4,115 28.4 1,201.84
21年6月期 11,975 3,849 32.1 1,124.19

（参考） 自己資本   22年6月期第3四半期  4,115百万円 21年6月期  3,849百万円

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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年6月期 ― 0.00 ― 25.00 25.00
22年6月期 ― 0.00 ―

22年6月期 
（予想）

23.00 23.00

3.  平成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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）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 22,000 △5.5 620 △0.8 640 △0.6 80 △77.2 23.36
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4.  その他 

(1) 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  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。] 

(2) 四半期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、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) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年6月期第3四半期 3,432,475株 21年6月期  3,432,475株

② 期末自己株式数 22年6月期第3四半期  8,130株 21年6月期  8,130株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年6月期第3四半期 3,424,345株 21年6月期第3四半期 3,424,397株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は4ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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当第３四半期累計期間におけるわが国の経済は、中国などの新興国経済の成長とアジアを中心とした海

外需要の回復に伴う生産の増加に加え、自動車や家電分野の緊急経済対策の効果もあり、一部に持ち直し

の兆候が見られましたが、設備投資全般としては依然低調に推移しました。 

当計測・制御業界におきましても、公共、エネルギーなどのインフラ関連は、比較的堅調を維持してい

るものの、景気の不透明感から、民間企業の設備投資抑制は継続しております。 

このような環境のもとで当社は、安定した需要の見込まれる上水道、都市ガス、電力等の公益事業関連

に加え、省エネ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、当第３四半期累計期間の受注高は157億85百万円（前年同期比19億64百万円減）、売上高は

171億56百万円（前年同期比11億93百万円減）となりましたが、利益面につきましては、主力の制御・情

報機器システム部門と分析機器部門での利益率の改善等により、営業利益７億13百万円（前年同期比１億

８百万円増）、経常利益７億25百万円（前年同期比１億８百万円増）となりました。 

ただし、当第３四半期累計期間の四半期純利益につきましては、当第３四半期累計期間末において保有

有価証券の減損処理による有価証券評価損２億87百万円を計上したことなどもあり、１億17百万円となり

ました。 

部門別の概況は、次の通りであります。 

制御・情報機器システム部門 

当部門につきましては、当第３四半期累計期間の受注高は74億83百万円（前年同期比11億95百万円減）

となりましたが、上水道、都市ガス、石油化学向けの大型設備更新工事が完成したこともあり、売上高は

89億10百万円（前年同期比4億79百万円増）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、電気・電子、通信機器、自動車等の幅広い業種で販売が低調であり、当第３四

半期累計期間の受注高は25億81百万円（前年同期比６億１百万円減）、売上高は25億97百万円（前年同期

比８億17百万円減）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、食品・薬品、大学、官庁向けが堅調に推移し、当第３四半期累計期間の受注高

は39億24百万円（前年同期比3億24百万円増）、売上高は39億86百万円（前年同期比14百万円減）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、自動車部品関連での予算執行の繰延等の影響があり、当第３四半期累

計期間の受注高は17億95百万円（前年同期比４億92百万円減）、売上高は16億62百万円（前年同期比８億

41百万円減）となりました。  

  

・定性的情報・財務諸表等

1. 経営成績に関する定性的情報
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 （資産） 

 流動資産は、前事業年度末に比べて27.1％増加し123億24百万円となりました。これは、現金及び預金

が8億48百万円減少した一方、受取手形及び売掛金が28億63百万円、たな卸資産が５億25百万円増加した

ことなどによるものであります。 

 固定資産は、前事業年度末に比べて4.5％減少し21億74百万円となりました。これは、投資有価証券が

１億26百万円増加した一方、建物などの有形固定資産が８百万円、ソフトウェアなどの無形固定資産が９

百万円、繰延税金資産が１億73百万円、役員保険積立金が37百万円減少したことなどによるものでありま

す。 

 この結果、総資産は、前事業年度末に比べて21.1％増加し144億99百万円となりました。 

（負債） 

 流動負債は、前事業年度末に比べて31.1％増加し95億59百万円となりました。これは、買掛金が16億31

百万円、前受金が２億72百万円、未払法人税等が２億３百万円増加したことなどによるものであります。

 固定負債は、前事業年度末に比べて1.3％減少し８億24百万円となりました。これは主に、退職給付引

当金の減少12百万円などによるものであります。 

 この結果、負債合計は、前事業年度末に比べて27.8％増加し103億83百万円となりました。 

（純資産） 

 純資産合計は、前事業年度末に比べて6.9％増加し41億15百万円となりました。これは、その他有価証

券評価差額金が２億33百万円増加したことなどによるものであります。 

  

平成22年６月期通期の業績予想は、本日別途公表しました「通期業績予想の修正に関するお知らせ」に

記載のとおり、当第３四半期累計期間の業績等を考慮し、売上高220億円、営業利益６億20百万円、経常

利益６億40百万円、当期純利益80百万円に修正いたします。 

 詳細は、「通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

2. 財政状態に関する定性的情報

3. 業績予想に関する定性的情報
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 ①簡便な会計処理 

・棚卸資産の評価方法  

 当第３四半期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、前事業年度末の実地棚 

卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。  

・固定資産の減価償却費の算定方法  

 定率法を採用している資産については、事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する 

方法によっております。  

・経過勘定項目の算定方法  

 固定費的な要素が大きく、予算と実績の差異が僅少のものについては、合理的な算定方法による 

概算額で計上する方法によっております。  

・法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法  

 法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目を重要なものに限定する方法によっ 

ております。  

 ②四半期財務諸表の作成に特有の会計処理  

 該当事項はありません。 

  

 会計処理基準に関する事項の変更 

・完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更 

 請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契

約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の

適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を第１四半期会計期間より適用し、第

１四半期会計期間に着手した工事契約から、当第３四半期会計期間末までの進捗部分について成果の確

実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工

事については工事完成基準を適用しております。 

なお、当第３四半期会計期間末においては工事進行基準を適用している工事がないため、これによる損

益に与える影響はありません。 

  

 表示方法の変更 

（四半期貸借対照表関係） 

 前第３四半期会計期間末において区分掲記しておりました「長期前払費用」（当第３四半期会計期間

末残高はありません）および「入会金」（当第３四半期会計期間末残高3,400千円）は金額が僅少とな

りましたため、当第３四半期会計期間末では、投資その他の資産の「その他」として表示することに変

更しました。 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係） 

 前第３四半期累計期間において「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示し

ておりました「保険積立金の積立による支出」（前第３四半期累計期間は6,581千円支出）は重要性が

増したため、区分掲記することに変更しました。 

4. その他

(1) 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

(2) 四半期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
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－5－



5.【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

(単位：千円)

当第３四半期会計期間末 
(平成22年３月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 
(平成21年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,883,190 2,731,714

受取手形及び売掛金 8,677,499 5,814,078

商品及び製品 1,567,720 1,042,605

前払費用 35,013 36,672

前渡金 22,787 31,090

繰延税金資産 143,310 43,333

その他 579 1,640

貸倒引当金 △5,805 △4,593

流動資産合計 12,324,297 9,696,541

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 152,052 160,344

機械及び装置（純額） 1,800 2,395

工具、器具及び備品（純額） 23,518 27,018

土地 6,172 6,172

リース資産（純額） 6,010 2,467

有形固定資産合計 189,553 198,398

無形固定資産   

ソフトウエア 25,078 33,173

電話加入権 12,083 12,083

リース資産 4,647 5,483

特許権 700 812

無形固定資産合計 42,509 51,553

投資その他の資産   

投資有価証券 812,983 686,869

破産更生債権等 8,412 14,832

繰延税金資産 283,746 457,352

差入保証金 336,460 336,526

役員に対する保険積立金 505,860 543,364

その他 3,400 3,408

貸倒引当金 △8,011 △13,745

投資その他の資産合計 1,942,852 2,028,609

固定資産合計 2,174,914 2,278,560

資産合計 14,499,212 11,975,102
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(単位：千円)

当第３四半期会計期間末 
(平成22年３月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 
(平成21年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 7,888,113 6,256,427

未払金 84,735 119,779

未払費用 105,310 96,039

未払法人税等 417,558 214,132

未払消費税等 101,913 51,731

前受金 711,549 439,139

預り金 17,873 74,490

賞与引当金 186,210 －

役員賞与引当金 37,373 28,954

工事損失引当金 1,524 582

受注損失引当金 95 1,170

リース債務 2,318 1,732

その他 4,656 6,250

流動負債合計 9,559,232 7,290,430

固定負債   

退職給付引当金 732,061 744,767

長期未払金 84,079 84,079

リース債務 8,339 6,218

固定負債合計 824,479 835,065

負債合計 10,383,711 8,125,495

純資産の部   

株主資本   

資本金 569,375 569,375

資本剰余金 815,226 815,226

利益剰余金 2,708,388 2,676,464

自己株式 △3,530 △3,530

株主資本合計 4,089,458 4,057,535

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 26,041 △207,928

評価・換算差額等合計 26,041 △207,928

純資産合計 4,115,500 3,849,606

負債純資産合計 14,499,212 11,975,102
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(2)【四半期損益計算書】 
【第３四半期累計期間】 

(単位：千円)

前第３四半期累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 18,350,102 17,156,912

売上原価 15,366,436 14,118,169

売上総利益 2,983,665 3,038,742

販売費及び一般管理費   

荷造運搬費 17,553 15,429

広告宣伝費 9,878 10,969

支払手数料 69,106 76,158

受注前活動費 188,603 137,769

交通費 88,326 73,561

貸倒引当金繰入額 17,966 439

役員報酬 90,900 90,900

役員賞与引当金繰入額 37,116 37,373

給料及び手当 1,162,698 1,192,155

退職給付費用 55,953 55,986

福利厚生費 170,529 170,359

交際費 20,704 15,454

通信費 36,742 37,218

消耗品費 39,368 41,111

租税公課 25,727 26,647

賃借料 263,970 264,363

減価償却費 22,445 22,129

その他 61,013 57,586

販売費及び一般管理費合計 2,378,604 2,325,614

営業利益 605,061 713,128

営業外収益   

受取利息 1,182 1,024

受取配当金 9,968 3,736

スクラップ売却益 － 3,919

その他 3,939 3,946

営業外収益合計 15,090 12,627

営業外費用   

支払利息 2,989 386

その他 99 62

営業外費用合計 3,088 448

経常利益 617,063 725,306

特別利益   

投資有価証券売却益 335 －

保険解約返戻金 － 12,730

特別利益合計 335 12,730

特別損失   

投資有価証券評価損 593,936 287,492

特別損失合計 593,936 287,492

税引前四半期純利益 23,461 450,544

法人税、住民税及び事業税 333,741 420,579

法人税等調整額 △17,590 △87,567

法人税等合計 316,151 333,012

四半期純利益又は四半期純損失（△） △292,689 117,532

西川計測㈱（7500）平成22年６月期第３四半期決算短信（非連結）

－8－



【第３四半期会計期間】 

(単位：千円)

前第３四半期会計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 7,518,599 9,098,343

売上原価 6,263,583 7,598,171

売上総利益 1,255,016 1,500,172

販売費及び一般管理費   

荷造運搬費 5,018 4,794

広告宣伝費 412 512

支払手数料 25,418 30,196

受注前活動費 50,476 41,576

交通費 27,191 24,179

貸倒引当金繰入額 18,563 2,327

役員報酬 30,300 30,300

役員賞与引当金繰入額 27,071 34,438

給料及び手当 358,139 431,969

退職給付費用 18,604 18,481

福利厚生費 54,713 63,530

交際費 4,697 4,182

通信費 11,636 13,130

消耗品費 10,663 11,327

租税公課 10,311 12,520

賃借料 86,540 86,721

減価償却費 7,680 7,333

その他 16,105 18,478

販売費及び一般管理費合計 763,545 836,003

営業利益 491,470 664,168

営業外収益   

受取利息 200 74

受取配当金 34 21

保険事務手数料 706 645

スクラップ売却益 － 485

その他 624 693

営業外収益合計 1,566 1,921

営業外費用   

支払利息 734 －

その他 49 44

営業外費用合計 784 44

経常利益 492,252 666,046

特別利益   

投資有価証券評価損戻入益 － 6,105

特別利益合計 － 6,105

特別損失   

投資有価証券評価損 156,588 －

特別損失合計 156,588 －

税引前四半期純利益 335,663 672,151

法人税、住民税及び事業税 281,917 408,505

法人税等調整額 △65,728 △112,365

法人税等合計 216,189 296,139

四半期純利益 119,474 376,011
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

前第３四半期累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 23,461 450,544

減価償却費 34,731 31,972

退職給付引当金の増減額（△は減少） 8,219 △12,705

貸倒引当金の増減額（△は減少） 17,966 △4,522

工事損失引当金の増減額（△は減少） 1,282 941

受注損失引当金の増減額（△は減少） － △1,074

賞与引当金の増減額（△は減少） 126,900 186,210

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 3,038 8,419

受取利息及び受取配当金 △11,151 △4,760

支払利息 2,989 386

有形固定資産売却損益（△は益） － 28

投資有価証券売却損益（△は益） △335 －

投資有価証券評価損益（△は益） 593,936 287,492

保険解約損益（△は益） － △12,730

売上債権の増減額（△は増加） △1,558,206 △2,857,000

たな卸資産の増減額（△は増加） △801,105 △525,115

仕入債務の増減額（△は減少） 999,826 1,631,686

前渡金の増減額（△は増加） △11,445 8,302

前受金の増減額（△は減少） 106,902 272,409

未払金の増減額（△は減少） △27,927 △34,752

未払消費税等の増減額（△は減少） △15,586 50,181

その他 △79,739 △47,469

小計 △586,242 △571,556

利息及び配当金の受取額 11,151 4,761

利息の支払額 △2,989 △389

法人税等の支払額 △430,967 △215,588

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,009,048 △782,773

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 △8,271 △7,013

有形固定資産の売却による収入 － 578

無形固定資産の取得による支出 △6,234 △4,293

投資有価証券の取得による支出 △9,866 △18,441

投資有価証券の売却による収入 609 －

貸付けによる支出 △500 △550

貸付金の回収による収入 250 410

差入保証金の差入による支出 △1,670 △1,549

差入保証金の回収による収入 1,962 1,616

保険積立金の積立による支出 － △5,622

保険積立金の解約による収入 － 55,857

その他 △6,581 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △30,303 20,992

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 1,600,000 440,000

短期借入金の返済による支出 △1,600,000 △440,000

リース債務の返済による支出 △462 △1,347

自己株式の取得による支出 △41 －

配当金の支払額 △85,054 △85,395

財務活動によるキャッシュ・フロー △85,558 △86,743

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,124,910 △848,524

現金及び現金同等物の期首残高 2,165,874 2,731,714

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,040,964 1,883,190
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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受注及び販売の状況 

当第３四半期累計期間における受注実績を部門別に示すと、次のとおりであります。 

 
(注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当第３四半期累計期間における販売実績を部門別に示すと、次のとおりであります。 

 
（注） 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

  

  

  

  

  

  

6. その他の情報

(１) 受注実績

部門別 受注高(千円) 前年同四半期比(％) 受注残高(千円) 前年同四半期比(％)

制御・情報機器システム 7,483,289 △13.8 3,941,147 △24.6

計測器 2,581,780 △18.9 342,091 5.6

分析機器 3,924,592 9.0 811,038 22.9

産業機器その他 1,795,825 △21.5 760,126 12.9

合計 15,785,487 △11.1 5,854,404 △15.0

(２) 販売実績

部門別 販売高(千円)
前年同四半期比

(％)

制御・情報機器システム 8,910,662 5.7

計測器 2,597,144 △23.9

分析機器 3,986,747 △0.4

産業機器その他 1,662,357 △33.6

合計 17,156,912 △6.5
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