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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等

　

回次
第52期

第３四半期連結
累計期間

第52期
第３四半期連結
会計期間

第51期

会計期間

自　平成20年
　　４月１日
至　平成20年
　　12月31日

自　平成20年
　　10月１日
至　平成20年
　　12月31日

自　平成19年
　　４月１日
至　平成20年
　　３月31日

売上高 （千円） 6,670,7672,578,45814,285,957

経常利益又は
経常損失（△）

（千円） △ 346,251 63,5891,058,829

当期純利益又は
四半期純損失（△）

（千円） △ 845,226△ 188,4151,087,027

純資産額 （千円） ― 7,412,5168,264,219

総資産額 （千円） ― 13,486,79018,925,273

１株当たり純資産額 (円) ― 1,229.641,370.70

１株当たり当期純利益金額
又は四半期純損失金額（△）

(円) △ 140.21△ 31.26 180.28

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) ― 55.0 43.7

営業活動による
キャッシュ・フロー

（千円） △ 658,309 ― △238,926

投資活動による
キャッシュ・フロー

（千円） △ 202,076 ― 107,700

財務活動による
キャッシュ・フロー

（千円） △ 475,627 ― 798,989

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

（千円） ― 1,712,4123,048,426

従業員数 (人) ― 373 372

(注) １　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

おりません。

２　売上高には、消費税等は含まれておりません。

３　第52期第３四半期連結累計(会計)期間においては、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存在しな

いため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額は記載しておりません。

４　第51期においては、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金額は記載しておりま

せん。
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２ 【事業の内容】

当第３四半期連結会計期間において、当社グループ（当社および当社の関係会社）において営まれてい

る事業の内容に重要な変更はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。

　

３ 【関係会社の状況】

当第３四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

４ 【従業員の状況】　

(1) 連結会社における状況

平成20年12月31日現在

従業員数(人) 373（68）

(注)　　従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は（　）内に当第３四半期連結会計期間の平均人員を外数で記載して

おります。

　

(2) 提出会社の状況

平成20年12月31日現在

従業員数(人) 370（67）

(注)　　従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は（　）内に当第３四半期会計期間の平均人員を外数で記載しており

ます。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

当社グループの情報装置事業の売上高は、通常の営業形態として、第４四半期に売上げる物件の割合が多

いため、第４四半期連結会計期間の売上高と他の四半期連結会計期間の売上高との間に著しい相違があり、

各四半期連結会計期間の業績に季節的変動があります。

(1) 生産実績

当第３四半期連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。

事業の種類別セグメントの名称 金額(千円)

情報装置事業 6,106,055

検査装置事業 1,796,191

合計 7,902,246

(注) １　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
２　金額は販売価格にて算出しております。

　

(2) 受注実績

当第３四半期連結会計期間における受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。

事業の種類別セグメントの名称 受注高(千円) 受注残高(千円)

情報装置事業 4,149,2777,982,733

検査装置事業 51,102 670,778

合計 4,200,3808,653,512

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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(3) 販売実績

当第３四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。

事業の種類別セグメントの名称 金額(千円)

情報装置事業 2,062,743

検査装置事業 515,714

合計 2,578,458

(注) １　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２　セグメント間の取引はありません。

３　主な相手先別の販売実績および当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。

相手先

当第３四半期連結会計期間

金額(千円) 割合(％)

国土交通省 672,043 26.0

中日本高速道路株式会社 355,904 13.8

東日本高速道路株式会社 339,639 13.1

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。

　

３ 【財政状態及び経営成績の分析】

(1) 業績の状況

当第３四半期連結会計期間におけるわが国経済は、米国金融市場の混乱に端を発した世界的な景気が急
速に悪化し、株式・為替市場の大幅な変動の影響を受け、企業収益の減少やそれに伴う設備投資が減少する
など極めて厳しい状況となりました。
当社グループの主要事業であり、官公庁向け製品を主とする情報装置事業につきましては、公共投資が総
じて低調に推移するなか、シェアをめぐる競争が激化し、厳しい受注状況で推移いたしました。また、民需を
主とする検査装置事業につきましては、企業の設備投資抑制の影響を受け、受注が伸び悩む厳しい状況とな
りました。
このような状況のなか、当社グループでは顧客の幅広いニーズに対応するため、各部門の一層の連携を図
り、受注の確保に努めるほか、業務改善活動によるコスト削減などに取組んでまいりました。
これらの結果、当第３四半期連結会計期間におきましては、売上高25億78百万円、経常利益63百万円、四半
期純損失1億88百万円となりました。
なお、当社グループの主要事業である情報装置事業の大半は、官公庁向けの道路交通に関わる情報装置関
連製品であり、例年、売上高は第４四半期、特に期末に集中する傾向がありますので、当第３四半期連結会計
期間の収益は、相対的に低水準になっております。
事業の種類別セグメントの概況につきましては、次のとおりであります。
① 情報装置事業
受注環境は厳しいものの、高速道路会社向けの大型案件を中心に受注を確保することができ、当第３四
半期連結会計期間の受注増につながりました。また、期首の受注残を中心に主力製品である道路情報シス
テムが高速道路会社等へ売り上がりました。
利益につきましては、ほぼ均等に発生する固定費に対して、売上高が期末に集中するといった季節的変
動が大きいことから、当第３四半期連結会計期間では、相対的に低水準になりました。
この結果、売上高20億62百万円、営業利益2億2百万円となりました。

② 検査装置事業
主要顧客である自動車や電機メーカが一斉に設備投資を手控え、当第３四半期連結会計期間の受注は
急減しました。このようななか、画像とレーザーを併用した高精度のプリント基板検査装置を中心に自動
車関連の大口顧客向けに売り上がりました。
この結果、売上高は5億15百万円、営業利益13百万円となりました。
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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（以下「資金」という。）は、営業活動およ

び投資活動によるキャッシュ・フローが支出となりましたが、財務活動によるキャッシュ・フローの収

入の結果、1億84百万円の増加となり、当第３四半期連結会計期間末には17億12百万円となりました。

　

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動により支出した資金は1億34百万円となりました。これは主に、投資有価証券評価損2億49百万

円、仕入債務の増加額2億8百万円等の増加要因はあるものの、たな卸資産の増加額1億88百万円、売上債権

の増加額2億31百万円等の減少要因によるものであります。

　

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動により支出した資金は68百万円となりました。これは有形固定資産の取得による支出58百万

円、無形固定資産の取得による支出10百万円の減少要因によるものであります。

　

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動により得られた資金は3億88百万円となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出

11百万円等の減少要因はあるものの、短期借入金の増加額4億円等の増加要因によるものであります。

　

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結会計期間において当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありませ

ん。

　

(4) 研究開発活動

当第３四半期連結会計期間における研究開発活動費の総額は、58百万円であります。

なお、当第３四半期連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありま

せん。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第３四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

当第３四半期連結会計期間において、前四半期連結会計期間と同様、重要な設備の新設、除却等の計画

はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 14,000,000

計 14,000,000

　

② 【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成20年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成21年２月13日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 6,032,000 6,032,000
名古屋証券取引所
市場第二部

単元株式数は1,000株であり
ます。

計 6,032,000 6,032,000― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日

― 6,032,000― 1,100,005― 1,020,375

　

(5) 【大株主の状況】

大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第３四半期会計期間において、大株主の異動は把握してお

りません。
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(6) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、実質株主が把握できず、記載することがで

きませんので、直前の基準日である平成20年９月30日現在で記載しております。

① 【発行済株式】

平成20年12月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) 普通株式　　3,000 ― 単元株式数は1,000株であります。

完全議決権株式(その他) 普通株式6,023,000 6,023 同上

単元未満株式 普通株式　　6,000 ― ―

発行済株式総数 6,032,000― ―

総株主の議決権 ― 6,023 ―

　

② 【自己株式等】

平成20年12月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

名古屋電機工業株式会社
名古屋市中川区横堀町
１－36

3,000 ― 3,000 0.04

計 ― 3,000 ― 3,000 0.04

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成20年
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月

最高(円) 400 485 550 571 529 510 497 375 370

最低(円) 379 380 451 500 451 450 455 355 350

(注)　最高・最低株価は、名古屋証券取引所市場第二部におけるものであります。　

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第３四半期連結会計期間(平成20年10月１

日から平成20年12月31日まで)及び当第３四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成20年12月31日ま

で)に係る四半期連結財務諸表について、監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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１【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 1,712,412 3,048,426

受取手形及び売掛金 ※１
 1,876,404

※１
 6,430,650

製品 56,601 63,496

原材料 453,832 368,492

仕掛品 4,619,817 3,704,496

その他 645,144 775,067

貸倒引当金 △3,319 △3,754

流動資産合計 9,360,893 14,386,876

固定資産

有形固定資産

土地 1,925,726 1,935,278

その他（純額） ※２
 898,818

※２
 964,274

有形固定資産合計 2,824,544 2,899,552

無形固定資産 280,849 365,382

投資その他の資産

投資有価証券 898,842 1,124,343

その他 121,660 149,291

貸倒引当金 － △172

投資その他の資産合計 1,020,502 1,273,462

固定資産合計 4,125,897 4,538,397

資産合計 13,486,790 18,925,273

EDINET提出書類

名古屋電機工業株式会社(E02055)

四半期報告書

11/23



（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 ※１
 1,555,741

※１
 2,577,390

短期借入金 1,300,000 1,700,000

未払法人税等 16,317 25,300

前受金 1,653,986 2,443,198

賞与引当金 64,408 193,228

製品保証引当金 98,341 85,579

受注損失引当金 2,443 40,200

その他 506,881 2,665,184

流動負債合計 5,198,119 9,730,080

固定負債

長期借入金 186,800 232,080

退職給付引当金 544,606 470,977

役員退職慰労引当金 133,000 211,100

その他 11,747 16,817

固定負債合計 876,153 930,974

負債合計 6,074,273 10,661,054

純資産の部

株主資本

資本金 1,100,005 1,100,005

資本剰余金 1,020,375 1,020,375

利益剰余金 5,407,027 6,282,399

自己株式 △2,615 △2,180

株主資本合計 7,524,791 8,400,598

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △112,274 △136,379

評価・換算差額等合計 △112,274 △136,379

純資産合計 7,412,516 8,264,219

負債純資産合計 13,486,790 18,925,273
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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 ※１
 6,670,767

売上原価 5,611,613

売上総利益 1,059,154

販売費及び一般管理費 ※２
 1,411,218

営業損失（△） △352,063

営業外収益

受取利息 1,468

受取配当金 15,927

廃材処分収入 3,699

その他 4,905

営業外収益合計 26,001

営業外費用

支払利息 14,200

支払保証料 5,617

その他 370

営業外費用合計 20,189

経常損失（△） △346,251

特別利益

貸倒引当金戻入額 606

固定資産売却益 349

特別利益合計 956

特別損失

投資有価証券評価損 249,606

損害賠償金 ※３
 4,039

固定資産除却損 3,715

特別損失合計 257,360

税金等調整前四半期純損失（△） △602,655

法人税、住民税及び事業税 11,668

法人税等調整額 230,901

法人税等合計 242,570

四半期純損失（△） △845,226
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【第３四半期連結会計期間】
（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間
(自 平成20年10月１日
　至 平成20年12月31日)

売上高 ※１
 2,578,458

売上原価 2,060,477

売上総利益 517,981

販売費及び一般管理費 ※２
 455,850

営業利益 62,131

営業外収益

受取配当金 5,862

廃材処分収入 965

その他 3,132

営業外収益合計 9,960

営業外費用

支払利息 5,362

支払保証料 3,139

その他 0

営業外費用合計 8,501

経常利益 63,589

特別損失

投資有価証券評価損 249,606

固定資産除却損 288

特別損失合計 249,895

税金等調整前四半期純損失（△） △186,305

法人税、住民税及び事業税 4,018

法人税等調整額 △1,908

法人税等合計 2,109

四半期純損失（△） △188,415
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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（△） △602,655

減価償却費 251,191

賞与引当金の増減額（△は減少） △128,819

退職給付引当金の増減額（△は減少） 73,629

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △78,100

受取利息及び受取配当金 △17,396

支払利息 14,200

投資有価証券評価損益（△は益） 249,606

売上債権の増減額（△は増加） 3,769,034

たな卸資産の増減額（△は増加） △994,689

仕入債務の増減額（△は減少） △1,557,788

その他 △147,349

小計 830,864

利息及び配当金の受取額 17,396

利息の支払額 △10,973

損害賠償金の支払額 △1,471,075

法人税等の支払額 △24,521

営業活動によるキャッシュ・フロー △658,309

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 △148,709

有形固定資産の売却による収入 37,362

無形固定資産の取得による支出 △90,729

投資活動によるキャッシュ・フロー △202,076

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） △400,000

長期借入金の返済による支出 △45,280

自己株式の取得による支出 △435

配当金の支払額 △29,912

財務活動によるキャッシュ・フロー △475,627

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,336,013

現金及び現金同等物の期首残高 3,048,426

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 1,712,412
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【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】

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)

１　会計処理基準に関する事項の変更

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法の変更

たな卸資産

第１四半期連結会計期間から、「棚卸資産の評

価に関する会計基準」(企業会計基準委員会　企業

会計基準第９号　平成18年７月５日)を適用し、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。

これにより、当第３四半期連結累計期間の営業

損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失は、

それぞれ106,337千円増加しております。

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所

に記載しております。

 

　

【簡便な会計処理】

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)

１　棚卸資産の評価方法

　当第３四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、第２四半期連結会計期間末の

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。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

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
(平成20年３月31日)

※１　四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理につ

いては、手形交換日をもって決済処理をしておりま

す。なお、当第３四半期連結会計期間の末日は金融機

関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末

日満期手形が当第３四半期連結会計期間末残高に含

まれております。

受取手形 76,276千円

支払手形 229,844千円

 

※１　　　　　　―――――――――　　

 
 

※２　有形固定資産の減価償却累計額は次のとおりであ

ります。

3,970,319千円
 

※２　有形固定資産の減価償却累計額は次のとおりであ

ります。

4,097,722千円
 

　３　偶発債務

当社は平成20年12月31日現在、国土交通省及び独

立行政法人 日本高速道路保有・債務返済機構に対

する、情報表示設備工事の入札談合に係る損害賠償

債務939,485千円について他の入札参加業者6社とと

もに連帯支払の責任を負っております。

しかし当社は、当社が受注した工事に対する損害

賠償金等については平成20年４月25日に支払を済ま

せており、また、他の入札参加業者6社の支払が行わ

れることにより連帯支払の責任は解消されます。

 

　３　偶発債務

当社は平成20年３月31日現在、国土交通省、東日本

高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本

高速道路株式会社及び独立行政法人 日本高速道路

保有・債務返済機構に対する、情報表示設備工事の

入札談合に係る損害賠償債務1,993,760千円につい

て他の入札参加業者6社とともに連帯支払の責任を

負っております。

しかし当社は、当社が受注した工事に対する損害

賠償金等については平成20年４月25日に支払を済ま

せており、また、他の入札参加業者6社の支払が行わ

れることにより連帯支払の責任は解消されます。
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(四半期連結損益計算書関係)

第３四半期連結累計期間

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)

※１　当社グループの売上高は、通常の営業形態として、

第４四半期に売上げる物件の割合が多いため、第４

四半期連結会計期間の売上高と他の四半期連結会計

期間の売上高との間に著しい相違があり、各四半期

連結累計期間の業績に季節的変動があります。

 

※２　販売費及び一般管理費のうち主要なものは次のと

おりであります。

給与賞与 510,442千円

製品保証引当金繰入額 57,956千円

役員退職慰労引当金繰入額 21,690千円

賞与引当金繰入額 16,947千円

 

※３　情報表示設備工事の入札談合に係る損害賠償金支

払いに対する遅延利息であります。

 

　

第３四半期連結会計期間

当第３四半期連結会計期間
(自　平成20年10月１日
  至　平成20年12月31日)

※１　当社グループの売上高は、通常の営業形態として、

第４四半期に売上げる物件の割合が多いため、第４

四半期連結会計期間の売上高と他の四半期連結会計

期間の売上高との間に著しい相違があり、各四半期

連結会計期間の業績に季節的変動があります。

 

※２　販売費及び一般管理費のうち主要なものは次のと

おりであります。

給与賞与 159,672千円

賞与引当金繰入額 16,947千円

製品保証引当金繰入額 16,006千円

役員退職慰労引当金繰入額 7,190千円

 

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

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)

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

(平成20年12月31日)

現金及び預金勘定 1,712,412千円

現金及び現金同等物 1,712,412千円
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(株主資本等関係)

当第３四半期連結会計期間末(平成20年12月31日)及び当第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)

１　発行済株式に関する事項

普通株式 6,032,000株

　

２　自己株式に関する事項

普通株式 3,798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27日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 30,146 5 平成20年３月31日 平成20年６月30日

　
　(2) 基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計

期間末後となるもの

　　　該当事項はありません。

　

(リース取引関係)

所有権移転外ファイナンス・リース取引について、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて処理を

行っておりますが、当第３四半期連結会計期間におけるリース取引残高は前連結会計年度末に比べ

て著しい変動が認められないため、記載しておりません。

　

(有価証券関係)

当第３四半期連結会計期間末(平成20年12月31日)

その他有価証券で時価のあるものが、企業集団の事業の運営において重要なものとなっており、か

つ、前連結会計年度の末日に比べて著しい変動が認められます。

取得原価
（千円）

四半期連結貸借対照表
計上額（千円）

差額
（千円）

株式 930,193 817,918 △112,274

(注)　当第３四半期連結会計期間末において、その他有価証券について249,606千円の減損処理を行い、減損処理後の帳

簿価額を取得原価に計上しております。

　

(デリバティブ取引関係)

該当事項はありません。

　

(ストック・オプション等関係)

該当事項はありません。
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

当第３四半期連結会計期間(自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日)

情報装置事業
(千円)

検査装置事業
(千円)

計
(千円)

消去又は全社
(千円)

連結
(千円)

売上高

　(1) 外部顧客に
　　　対する売上高

2,062,743515,7142,578,458 ― 2,578,458

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 2,062,743515,7142,578,458 ― 2,578,458

営業利益 202,347 13,315 215,662(153,531)62,131

　

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)

情報装置事業
(千円)

検査装置事業
(千円)

計
(千円)

消去又は全社
(千円)

連結
(千円)

売上高

　(1) 外部顧客に
　　　対する売上高

5,093,6521,577,1156,670,767 ― 6,670,767

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 5,093,6521,577,1156,670,767 ― 6,670,767

営業利益又は営業損失(△) 93,822 41,254 135,076(487,140)△ 352,063

(注) １　事業区分は売上集計区分によっております。

２　各区分に属する主要な製品

事業区分 主要製品

情報装置事業 ＬＥＤ式情報（道路・河川等）システム、トンネル防災システム等

検査装置事業 基板検査装置、金物検査装置

３　会計処理の方法の変更
（棚卸資産の評価に関する会計基準）
　「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」１．(1)に記載のとおり、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」(企業会計基準委員会　企業会計基準第９号　平成18
年７月５日)を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計
期間における情報装置事業の営業利益は94,704千円減少し、検査装置事業の営業利益は11,632千円減少して
おります。

　

【所在地別セグメント情報】

当第３四半期連結会計期間(自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日)及び当第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)

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

　

【海外売上高】

当第３四半期連結会計期間(自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日)及び当第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)

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、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)

１　１株当たり純資産額

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
(平成20年３月31日)

１株当たり純資産額 1,229.64円１株当たり純資産額 1,370.70円

　

２　１株当たり四半期純損失及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

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)

当第３四半期連結会計期間
(自　平成20年10月１日 
　至　平成20年12月31日)

１株当たり四半期純損失金額 140.21円１株当たり四半期純損失金額 31.26円

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額に
ついては、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株
式が存在しないため記載しておりません。

同左

(注)　１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
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)

当第３四半期連結会計期間
(自　平成20年10月１日 
　至　平成20年12月31日)

四半期純損失(千円) 845,226 188,415

普通株主に帰属しない金額(千円) － －

普通株式に係る四半期純損失(千円) 845,226 188,415

普通株式の期中平均株式数(株) 6,028,323 6,028,202

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　

２【その他】

該当事項はありません。

　

EDINET提出書類

名古屋電機工業株式会社(E02055)

四半期報告書

21/23



第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成２１年２月９日

名古屋電機工業株式会社　 

　取締役会　御中　

　

監査法人トーマツ

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　服　　部　　則　　夫　　印

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　水　　野　　裕　　之　　印

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている名

古屋電機工業株式会社の平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日までの連結会計年度の第３四半期連

結会計期間（平成２０年１０月１日から平成２０年１２月３１日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成

２０年４月１日から平成２０年１２月３１日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対

照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。こ

の四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表

に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、名古屋電機工業株式会社及び連結子会社の平

成２０年１２月３１日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結

累計期間の経営成績並びに第３四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと

信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　
 
(注) １　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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