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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１四半期連結
累計(会計)期間

第53期
第１四半期連結
累計(会計)期間

第52期

会計期間

自　平成20年
　　４月１日
至　平成20年
　　６月30日

自　平成21年
　　４月１日
至　平成21年
　　６月30日

自　平成20年
　　４月１日
至　平成21年
　　３月31日

売上高 (千円) 1,513,817417,79712,032,492

経常利益又は
経常損失(△)

(千円) △316,223△417,200 402,484

四半期（当期）純損失(△)
(千円) △327,173△429,875△165,355

純資産額 (千円) 7,994,8917,780,5908,165,097

総資産額 (千円) 13,971,53212,900,66513,291,218

１株当たり純資産額 (円) 1,326.201,290.701,354.48

１株当たり四半期（当期）
純損失金額(△)

(円) △54.27 △71.31 △27.43

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 (％) 57.2 60.3 61.4

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 236,7981,603,882△50,295

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △126,523△16,957△372,003

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △1,747,425△1,142,476△698,312

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 1,411,2742,372,2621,927,814

従業員数 (人) 368 377 367

(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１四半期連結累計(会計)期間及び第53期第１四半期連結累計（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52期においては、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、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１四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１四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21年6月30日現在

従業員数(人) 377（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１四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21年6月30日現在

従業員数(人) 374（66）

(注)　　従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は（　）内に当第１四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１四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) 前年同四半期比(％)

情報装置事業 2,207,082 ＋22.1

検査装置事業 113,816 △80.5

合計 2,320,898 △3.0

(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１四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)
前年同四半期比

(％)
受注残高(千円)

前年同四半期比
(％)

情報装置事業 3,157,676 ＋177.9 9,319,076 ＋65.2

検査装置事業 73,383 △86.9 62,187 △92.9

合計 3,231,059 ＋90.3 9,381,263 ＋44.0

(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１四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) 前年同四半期比(％)

情報装置事業 356,428 △63.6

検査装置事業 61,369 △88.5

合計 417,797 △72.4

(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

前第１四半期連結会計期間 当第１四半期連結会計期間

金額(千円) 割合(％) 金額(千円) 割合(％)

愛知県 － － 77,040 18.4

道路情報板設備更新工事
特定建設工事共同企業体

－ － 55,825 13.4

東日本高速道路株式会社 345,044 22.8 2,974 0.7

阪神高速道路株式会社 276,472 18.3 2,409 0.6

岡谷鋼機株式会社 242,974 16.1 6,066 1.5

２ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

　また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

　

３ 【経営上の重要な契約等】

当第１四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。

　

４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 業績の状況

当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、景気が引き続き厳しい状況にあり、世界的な金融危

機の影響や世界景気の下振れ懸念など、景気を下押しするリスクが存在するものの、在庫調整圧力の低下

や経済対策の効果が景気を下支えし、一部に持ち直しの動きがみられる状況で推移しました。

　当社グループの主要事業であり、官需を主とする情報装置事業につきましては、シェアをめぐり競争が

激化するなど厳しい状況のなか、国の緊急経済対策による公共事業予算の前倒し執行の方針により、受注

は順調に推移しました。

　一方、民需を主とする検査装置事業につきましては、企業収益の大幅な減少による設備投資抑制の影響

を受け、受注は依然として厳しい状況で推移しました。

　このような状況のなか、当社グループでは各部門間において一層の連携を図り、受注の確保に努めると

ともに、顧客対応力の強化や抜本的な業務プロセスの改革など、これまでの事業活動そのものを改めて見

直すことに着手してまいりました。

　これらの結果、当第１四半期連結会計期間におきましては、売上高4億17百万円（前年同期比72.4％

減）、営業損失4億22百万円（前年同期は3億22百万円の損失）、経常損失4億17百万円（前年同期は3億16

百万円の損失）、四半期純損失4億29百万円（前年同期は3億27百万円の損失）となりました。また、当第

１四半期連結会計期間末現在の受注残高は93億81百万円となりました。
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　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、第１四半期連結会

計期間の収益は、相対的に低水準となっております。

　事業の種類別セグメントの概況につきましては、次のとおりです。

 

① 情報装置事業

受注は順調に推移したものの、一部期首受注残物件につきましては、設計変更などにより工期延期と

なり、売上予定が第２四半期以降に延期となりました。この結果、売上高3億56百万円（前年同期比

63.6％減）、営業損失1億65百万円（前年同期は1億85百万円の損失）となりました。なお、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、第１四半期連結会計期間では、赤字計上となっております。

② 検査装置事業

主要顧客である自動車およびエレクトロニクス関連企業の業績悪化による設備投資抑制の影響を受

けて、厳しい市場環境のなか、受注ならびに売上が思うように進みませんでした。この結果、売上高61百

万円（前年同期比88.5％減）、営業損失74百万円（前年同期は7百万円の利益）となりました。

　

(2) 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（以下「資金」という。）は、投資活動によ

るキャッシュ・フローおよび財務活動によるキャッシュ・フローが支出となりましたが、営業活動によ

るキャッシュ・フローが収入となった結果、4億44百万円の増加となり、当第１四半期連結会計期間末に

は23億72百万円となりました。

　

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動により得られた資金は16億3百万円（前年同期比577.3％増）となりました。これは主に、たな

卸資産の増加額18億89百万円等の減少要因はあるものの、売上債権の減少額40億20百万円等の増加要因

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16百万円（前年同期比86.6％減）となりました。これは、有形固定資産

の取得による支出5百万円、無形固定資産の取得による支出11百万円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)

財務活動により支出した資金は11億42百万円（前年同期比34.6％減）となりました。これは短期借入

金の減少額11億円等の減少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１四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。
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(4) 研究開発活動

当第１四半期連結会計期間における研究開発活動の総額は、49百万円であります。

また、当第１四半期連結会計期間より組織変更を行い、従来「検査装置事業」に含まれていた研究開発

部門について、全社的な研究開発を行う独立した部門としております。

なお、当第１四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１四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１四半期連結会計期間において、前連結会計年度末と同様、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１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成21年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成21年８月７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
1,000株

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21年４月１日
至　平成21年６月30日

― 6,032,000― 1,100,005― 1,020,375

　

(5) 【大株主の状況】

大量保有報告書の写しの送付等がなく、当第１四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１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できない

ため、記載することができないことから、直前の基準日（平成21年３月31日）に基づく株主名簿による記

載をしております。

① 【発行済株式】

平成21年６月30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 ― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式　 6,023,000 6,023 ―

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21年６月30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 0.05

計 ― 3,000 ― 3,000 0.05

　

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21年
　４月 　５月 　６月

最高(円) 362 370 399

最低(円) 350 349 350

(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。

　なお、前第１四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成20年６月30日まで)は、改正前の四半期連結

財務諸表規則に基づき、当第１四半期連結会計期間(平成21年４月１日から平成21年６月30日まで)及び当

第１四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21年６月30日まで)は、改正後の四半期連結財務諸表

規則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、前第１四半期連結累計期間(平成20年４月１

日から平成20年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表については監査法人トーマツによる四半期レ

ビューを受け、また、当第１四半期連結会計期間(平成21年４月１日から平成21年６月30日まで)及び第１四

半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表については有

限責任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。

なお、監査法人トーマツは、監査法人の種類の変更により、平成21年７月１日をもって有限責任監査法人

トーマツとなっております。
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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 2,372,262 1,927,814

受取手形及び売掛金 676,907 3,617,731

製品 57,431 58,831

仕掛品 ※３
 4,395,398 2,583,250

原材料及び貯蔵品 727,417 648,856

その他 565,853 330,883

貸倒引当金 △2,098 △2,147

流動資産合計 8,793,173 9,165,220

固定資産

有形固定資産

土地 1,925,726 1,925,726

その他（純額） ※１
 814,014

※１
 844,840

有形固定資産合計 2,739,741 2,770,566

無形固定資産 350,466 384,328

投資その他の資産

投資有価証券 919,887 821,397

その他 97,397 149,704

投資その他の資産合計 1,017,284 971,102

固定資産合計 4,107,492 4,125,997

資産合計 12,900,665 13,291,218
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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 1,321,097 1,116,789

短期借入金 － 1,100,000

未払法人税等 3,472 23,800

前受金 2,128,916 1,049,280

賞与引当金 64,747 196,681

製品保証引当金 30,710 32,828

工事損失引当金 ※３
 4,954 －

その他 737,784 723,624

流動負債合計 4,291,683 4,243,003

固定負債

長期借入金 147,180 164,160

退職給付引当金 607,646 569,590

役員退職慰労引当金 62,915 139,305

その他 10,650 10,061

固定負債合計 828,391 883,117

負債合計 5,120,075 5,126,120

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 5,626,882 6,086,898

自己株式 △2,615 △2,615

株主資本合計 7,744,646 8,204,662

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 35,944 △39,564

評価・換算差額等合計 35,944 △39,564

純資産合計 7,780,590 8,165,097

負債純資産合計 12,900,665 13,291,218
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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 ※１
 1,513,817

※１
 417,797

売上原価 1,413,443 425,000

売上総利益又は売上総損失（△） 100,374 △7,203

販売費及び一般管理費 ※２
 423,076

※２
 415,718

営業損失（△） △322,702 △422,921

営業外収益

受取利息 － 125

受取配当金 9,443 8,220

その他 2,948 1,428

営業外収益合計 12,392 9,773

営業外費用

支払利息 4,645 1,537

支払保証料 － 1,679

支払手数料 － 835

その他 1,267 0

営業外費用合計 5,913 4,052

経常損失（△） △316,223 △417,200

特別利益

固定資産売却益 349 －

その他 221 －

特別利益合計 570 －

特別損失

固定資産除却損 － 3,265

損害賠償金 ※３
 4,039 －

その他 749 －

特別損失合計 4,788 3,265

税金等調整前四半期純損失（△） △320,440 △420,466

法人税、住民税及び事業税 6,732 4,613

法人税等調整額 － 4,795

法人税等合計 6,732 9,408

四半期純損失（△） △327,173 △429,875
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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（△） △320,440 △420,466

減価償却費 89,663 79,897

賞与引当金の増減額（△は減少） △128,819 △131,933

退職給付引当金の増減額（△は減少） 20,799 38,055

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △93,600 △76,390

受取利息及び受取配当金 △9,443 △8,345

支払利息 4,645 1,537

売上債権の増減額（△は増加） 4,323,719 4,020,460

たな卸資産の増減額（△は増加） △865,766 △1,889,309

仕入債務の増減額（△は減少） △1,253,807 199,546

その他 △45,175 △199,308

小計 1,721,776 1,613,745

利息及び配当金の受取額 9,443 8,345

利息の支払額 △1,230 △2,266

損害賠償金の支払額 △1,471,075 －

法人税等の支払額 △22,115 △15,941

営業活動によるキャッシュ・フロー 236,798 1,603,882

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 △85,228 △5,118

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 △78,657 △11,839

投資活動によるキャッシュ・フロー △126,523 △16,957

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） △1,700,000 △1,100,000

長期借入金の返済による支出 △16,980 △16,980

自己株式の取得による支出 △299 －

配当金の支払額 △30,146 △25,496

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,747,425 △1,142,476

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,637,151 444,448

現金及び現金同等物の期首残高 3,048,426 1,927,814

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 1,411,274

※
 2,372,262
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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１四半期連結会計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年６月30日)

１　会計処理基準に関する事項の変更

(1) 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)を当第１四半期連結会計期間より適用し、当第１四半期

連結会計期間に着手した工事契約から、当第１四半期連結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。

　これにより、売上高は153,742千円増加し、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

25,689千円減少しております。

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。

 

　

【表示方法の変更】

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

　（四半期連結貸借対照表関係）

　「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する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、前第１四半期連結会計期間において、流動資産の「原材料」及び「その

他」に含めて表示していた「貯蔵品」は、当第１四半期連結会計期間より「原材料及び貯蔵品」として掲記して

おります。

　なお、前第１四半期連結会計期間の流動資産の「その他」に含まれる「貯蔵品」は、236,606千円であり、「原材

料及び貯蔵品」は609,831千円であります。

 

　（四半期連結損益計算書関係）

　前第１四半期連結累計期間において、営業外費用の「その他」に含めて表示しておりました「支払保証料」は、

営業外費用総額の100分の20を超えたため、当第１四半期連結累計期間より区分掲記することとしました。

　なお、前第１四半期連結累計期間の営業外費用の「その他」に含まれる「支払保証料」は901千円であります。

 

　前第１四半期連結累計期間において、特別損失の「その他」に含めて表示しておりました「固定資産除却損」

は、特別損失総額の100分の20を超えたため、当第１四半期連結累計期間より区分掲記することとしました。

　なお、前第１四半期連結累計期間の特別損失の「その他」に含まれる「固定資産除却損」は749千円でありま

す。

 

　

【簡便な会計処理】

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

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
(平成21年３月31日)

※１　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。

3,966,896千円
 

※１　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。

3,978,847千円
 

　２　偶発債務

当社は平成21年６月30日現在、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948,191千円

について他の入札参加業者2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1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。

 

　２　偶発債務

当社は平成21年３月31日現在、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939,148千円

について他の入札参加業者2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1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　損失が見込まれる工事契約に係るたな卸資産は、こ

れに対応する工事損失引当金54,910千円（うち、仕

掛品に係る工事損失引当金54,910千円）を相殺表示

しております。

 

※３　　　　　 ―――――――――

　

(四半期連結損益計算書関係)

第１四半期連結累計期間

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)

※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。

 

※１　

同左
 

※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 151,438千円

賞与引当金繰入額 15,819千円

役員退職慰労引当金繰入額 6,190千円

製品保証引当金繰入額 1,078千円

 

※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 144,414千円

賞与引当金繰入額 16,426千円

役員退職慰労引当金繰入額 4,940千円

製品保証引当金繰入額 6,670千円

 

※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。

 

※３　　　　　 ―――――――――
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

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)

※　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６月30日)

現金及び預金勘定 1,411,274千円

現金及び現金同等物 1,411,274千円

 

※　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21年６月30日)

現金及び預金勘定 2,372,262千円

現金及び現金同等物 2,372,262千円

 

　

(株主資本等関係)

当第１四半期連結会計期間末（平成21年６月30日）及び当第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)

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21年６月26日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 30,141 5 平成21年３月31日 平成21年６月29日

　
　(2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効

力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの

　　　該当事項はありません。

　

(リース取引関係)

該当事項はありません。

　

(有価証券関係)

有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著し

い変動がありません。

　

(デリバティブ取引関係)

当社グループは、デリバティブ取引を行っていないため、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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(企業結合等関係)

該当事項はありません。

　

(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

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)

　
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

979,904 533,9121,513,817 ― 1,513,817

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 979,904 533,9121,513,817 ― 1,513,817

営業利益又は営業損失(△) △185,506 7,293 △178,213(144,488)△322,702

(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）
　当第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、情報装
置事業で営業損失が43,907千円増加し、検査装置事業で営業利益が23,515千円減少しております。
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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)

　
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

356,428 61,369 417,797 ― 417,797

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 356,428 61,369 417,797 ― 417,797

営業損失(△) △165,197△74,632△239,829(183,091)△422,921

(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
（完成工事高及び完成工事原価の計上基準）
　「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、当第１四半
期連結会計期間より「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、情報装置事業で売上高が153,742千円増加し、営業損失が
25,689千円減少しております。

４　追加情報
　当第１四半期連結会計期間より組織変更を行い、従来「検査装置事業」に含まれていた研究開発部門につい
て、全社的な研究開発を行う独立した部門としたことから、当該部門で発生した費用を「検査装置事業」から
「消去又は全社」へと配分方法を変更しております。
　この変更に伴い、営業損失は「検査装置事業」で28,916千円減少し、「消去又は全社」で同額増加しており
ます。

　

【所在地別セグメント情報】

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)及び当第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)

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】

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)及び当第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
(平成21年３月31日)

１株当たり純資産額 1,290.70円１株当たり純資産額 1,354.48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

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)

１株当たり四半期純損失金額 54.27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。
 

１株当たり四半期純損失金額 71.31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。

(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
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)

四半期純損失(千円) 327,173 429,875

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) 327,173 429,875

期中平均株式数(株) 6,028,558 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。
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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20年８月６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１四半期連

結累計期間（平成２０年４月１日から平成２０年６月３０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６月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及び

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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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成21年８月３日

名古屋電機工業株式会社

取締役会　御中

　

有限責任監査法人トーマツ

　

指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士　　服　　部　　則　　夫　　印

　

指定有限責任社員

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２１年４月１日から平成２２年３月３１日までの連結会計年度の第１四半期連

結会計期間（平成２１年４月１日から平成２１年６月３０日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成２１

年４月１日から平成２１年６月３０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２１年６月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及び

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。

　

追記情報

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ているとおり、会社は当第１

四半期連結会計期間から工事契約に関する会計基準が適用されることとなったため、この会計基準により四

半期連結財務諸表を作成している。

　

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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