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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65期

第１四半期

連結累計（会計）期間

第66期

第１四半期

連結累計(会計)期間

第65期

会計期間
自　平成21年４月１日

至　平成21年６月30日

自　平成22年４月１日

至　平成22年６月30日

自　平成21年４月１日

至　平成22年３月31日

売上高 （千円） 9,218,385 11,979,031 51,990,492

経常利益又は経常損失（△） （千円） △465,390 198,675 △295,046

四半期純利益又は四半期（当期）
純損失（△）

（千円） △300,332 159,614 △830,609

純資産額 （千円） 6,500,028 5,947,255 5,914,593

総資産額 （千円） 26,405,985 28,055,426 28,851,841

１株当たり純資産額 （円） 821.45 750.24 746.39

１株当たり四半期純利益金額又は
四半期（当期）純損失金額（△）

（円） △38.26 20.33 △105.81

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 （％） 24.4 21.0 20.3

営業活動による
キャッシュ・フロー

（千円） 1,143,231 △3,215,299 2,652,991

投資活動による
キャッシュ・フロー

（千円） △127,963 △13,125 △185,314

財務活動による
キャッシュ・フロー

（千円） △1,359,969 2,448,779 △2,654,864

現金及び現金同等物の
四半期末（期末）残高

（千円） 3,271,662 2,596,535 3,405,711

従業員数 （名） 837 718 715

(注) １　売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりま

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（当社及び当社の関係会社）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)　連結会社の状況

平成22年６月30日現在

従業員数(名) 718　

(注) 従業員数は就業人員であります。

　
(2)　提出会社の状況

平成22年６月30日現在

従業員数(名) 466　

(注) 従業員数は就業人員であります。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1)　仕入実績

当第１四半期連結会計期間における仕入実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

　

セグメントの名称 仕入高(千円) 前年同四半期比(％)

日本 10,896,051 －

中国 530,070 －

その他 336,498 －

合計 11,762,621 －

(注) １　金額は、仕入価格によっており、セグメント間の取引については消去前の数値によっております。

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　
(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は次のとおりであります。

　

　 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(％)

合計 14,698,909 － 8,291,841 －

※平成22年６月末現在、上記の確定受注残高とは別に、推定金額432,943千円の価格未確定受注残高があり、確定受注残

高8,291,841千円との合計は、8,724,784千円となります。また、前期の第１四半期では、この価格未確定受注残高は、

238,498千円であり、確定受注残高6,650,981千円との合計は、6,889,480千円でしたので、対前年同期比で1,835,304千

円増加しております。

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。

(注) １　金額は、販売価格によっております。

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(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セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

　

セグメントの名称 販売高(千円) 前年同四半期比(％)

日本 10,965,328 －

中国 595,815 －

その他 417,887 －

合計 11,979,031 －

(注) １　金額は、販売価格によっており、セグメント間の取引については相殺消去しております。

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　
２ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結会計期間における、本四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項

のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は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」についての重要な変更はありません。

なお、重要事象等は存在しておりません。
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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又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】

文中の将来に関する事項は、本四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）

が判断したものであります。

(1)　経営成績の分析

当第１四半期連結会計期間における我が国経済は、アジアを中心とした新興国の景気回復、国内での景

気対策効果、輸出の回復等により景気回復の動きが見られましたが、欧州諸国の財政危機を発端とする円

高、株安等の影響から、依然として先行きの不透明感が続いております。

一方、当社グループが属する電子計測器、電源機器等の業界におきましても、主要ユーザーである電機

・自動車業界において、東アジアでの景気回復に対応して、これまで抑制されていた設備投資にやや緩和

の兆しがみられ、環境・エネルギー関連を中心とした市場において改善の動きが見られました。

このような状況のもと、当社グループは、国内外の幅広い営業拠点網を活用して、環境・エネルギー関

連市場を中心に積極的な営業活動の推進に努めました。

その結果、受注の確保がほぼ計画通りに進行していることに加え、個別での粗利益率が改善しており、

また前期から取り組んでいる経費削減効果により、当初の予想を上回る営業利益を確保することができ

ました。さらに、東アジアでの景気回復を受けた海外子会社の業績が想定以上に順調に推移いたしまし

た。

この結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は11,979百万円（前年同四半期比29.9%増）、営業利益

は238百万円（前年同四半期は484百万円の営業損失）、経常利益は198百万円（前年同四半期は465百万

円の経常損失）、四半期純利益は159百万円（前年同四半期は300百万円の四半期純損失）となり、対前年

同期比で大幅に改善いたしました。

　
セグメントの業績は、次のとおりであります。

①日本

日本におきましては、これまで抑制されていた設備投資にやや緩和の兆しがみられ、環境・エネル

ギー関連を中心とした市場において改善の動きが見られました。売上高は11,630百万円、セグメント利

益は371百万円となりました。

　
②中国

中国におきましては、昨年下半期の景気回復から経済成長が継続しており、売上高は644百万円、セグ

メント利益は23百万円となりました。

　
③その他の地域

その他の地域におきましては、東アジアでの景気回復をうけて売上高は428百万円、セグメント利益

は4百万円となりました。
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(2)　財政状態の分析

（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796百万円減少して、28,055百万円と

なりました。

流動資産は、前連結会計年度末に比べて、648百万円減少し、24,647百万円となりました。現金及び預

金が805百万円減少、受取手形及び売掛金が420百万円減少したこと、商品及び製品が394百万円増加、連

結貸借対照表上はその他に含めております前渡金が151百万円増加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、147百万円減少し、3,408百万円となりました。投資有価証券

が95百万円減少、ソフトウエアが償却により14百万円減少、差入保証金が34百万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、993百万円減少し、20,763百万円となりました。支払手形及

び買掛金が3,072百万円減少、未払法人税等が44百万円減少、連結貸借対照表上はその他に含まれてお

ります未払費用が216百万円減少、短期借入金が2,318百万円増加したこと等によるものです。短期借入

金の増加は、固定負債から流動負債へ振替をした１年内返済予定長期借入金の増加168百万円を含んで

おります。

固定負債は、前連結会計年度末に比べて、163百万円増加し、1,344百万円となりました。長期借入金が

163百万円増加したこと等によるものです。

　
（純資産）

純資産は、前連結会計年度末に比べて、32百万円増加し、5,947百万円となりました。四半期純利益の

計上等により利益剰余金が120百万円増加し、その他有価証券評価差額金が74百万円減少、為替換算調

整勘定が16百万円減少したこと等によるものです。

　
(3)　キャッシュ・フローの状況の分析

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、809百万円

減少し、2,596百万円となりました。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。

（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、3,215百万円の支出（前

年同期は1,143百万円の収入）となりました。これは、仕入債務の減少額3,127百万円、たな卸資産の増

加額401百万円、その他の資産の増加額141百万円、その他の負債の減少額208百万円等による資金の減

少が、税金等調整前四半期純利益175百万円の計上、売上債権の減少額445百万円等による資金の増加を

上回ったことによります。

　
（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、13百万円の支出（前年

同期は127百万円の支出）となりました。これは、有形固定資産の取得による支出12百万円等により資

金が減少したことによります。

　
（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、2,448百万円の収入（前

年同期は1,359百万円の支出）となりました。これは、短期借入金の増加2,150百万円、長期借入れによ
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る収入500百万円による資金の増加が、長期借入金の返済による支出168百万円、配当金32百万円の支払

等の資金の減少を上回ったことによります。

　
(4)　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、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生

じた課題はありません。

　
(5)　研究開発活動

該当事項はありません。
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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、前連結会計年度末に計画中であった重要な設備の新設、除却等につ

いて、重要な変更並びに重要な設備計画の完了はありません。

また、当第１四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、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 15,000,000

計 15,000,000

　
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22年６月30日)

提出日現在

発行数(株)

(平成22年８月12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 7,879,005 7,879,005
大阪証券取引所
（JASDAQ市場）

単元株式数は100株であり
ます。

計 7,879,005 7,879,005 － －

　
(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　
(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　
(5) 【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)

平成22年６月30日 ─ 7,879,005 ─ 1,159,170 ─ 1,333,000

　
(6) 【大株主の状況】

大量保有報告書の写しの送付がなく、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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(7) 【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、直前の基準日である平成22年３月31日の株主名簿により記載し

ております。

①　【発行済株式】

平成22年３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）
（自己保有株式） 　

－ －
　普通株式 29,000

完全議決権株式（その他） 普通株式 7,786,700 77,867 －

単元未満株式 普通株式 63,305 － －

発行済株式総数 　 7,879,005 － －

総株主の議決権 　 － 77,867 －

（注）１　「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が200株(議決権2個)含まれて

おります。

　　　２　「単元未満株式」の欄の普通株式には、当社所有の自己株式99株が含まれております。

　
②　【自己株式等】

平成22年３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(％)

（自己保有株式）
日本電計株式会社

東京都千代田区外神田
３丁目５－12

29,000 － 29,000 0.37

計 － 29,000 － 29,000 0.37

（注）　当第１四半期会計期間末の自己株式数は、29,208株（発行済株式総数に対する所有株式数の割合0.37％）であ

ります。

　
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22年４月 ５月 ６月

最高(円) 407 405 385

最低(円) 370 340 333

(注)　株価は大阪証券取引所（JASDAQ市場）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の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、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）及び前第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22年４月１日から平成22年６月30日まで）及び当第１四半期連結累

計期間（平成22年４月１日から平成22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）及び前第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並びに当第１四半期連結会計期間（平成22年４月１日から平成22年６

月30日まで）及び当第１四半期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22年６月30日まで）に係る四半

期連結財務諸表について、聖橋監査法人により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１四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,621,687 3,427,190

受取手形及び売掛金 ※１
 19,793,966

※１
 20,214,447

商品及び製品 1,545,438 1,150,594

仕掛品 12,814 9,628

原材料及び貯蔵品 51,775 45,061

未収消費税等 19,902 －

その他 618,255 467,785

貸倒引当金 △16,552 △18,731

流動資産合計 24,647,288 25,295,977

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 809,403 807,294

減価償却累計額 △339,124 △332,786

建物及び構築物（純額） 470,278 474,508

車両運搬具 108,416 103,509

減価償却累計額 △68,839 △66,413

車両運搬具（純額） 39,576 37,096

工具、器具及び備品 652,377 641,598

減価償却累計額 △450,156 △432,572

工具、器具及び備品（純額） 202,221 209,026

土地 999,513 999,513

リース資産 6,172 3,028

減価償却累計額 △2,569 △1,160

リース資産（純額） 3,602 1,867

有形固定資産合計 1,715,191 1,722,011

無形固定資産

のれん 37,358 40,992

その他 173,287 187,755

無形固定資産合計 210,645 228,748

投資その他の資産

投資有価証券 771,227 867,141

長期貸付金 82,949 89,850

その他 814,153 850,195

貸倒引当金 △171,049 △187,102

投資損失引当金 △14,980 △14,980

投資その他の資産合計 1,482,300 1,605,104

固定資産合計 3,408,137 3,555,864

資産合計 28,055,426 28,851,841
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(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 8,875,806 11,948,201

短期借入金 11,067,180 8,749,180

1年内償還予定の社債 500,000 500,000

未払法人税等 23,986 68,978

その他 296,518 490,164

流動負債合計 20,763,491 21,756,524

固定負債

長期借入金 1,318,650 1,155,445

リース債務 3,736 2,006

その他 22,292 23,272

固定負債合計 1,344,679 1,180,724

負債合計 22,108,170 22,937,248

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 3,690,585 3,570,220

自己株式 △26,402 △26,361

株主資本合計 6,156,353 6,036,029

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △129,998 △55,882

為替換算調整勘定 △137,110 △121,029

評価・換算差額等合計 △267,108 △176,912

少数株主持分 58,010 55,476

純資産合計 5,947,255 5,914,593

負債純資産合計 28,055,426 28,851,841
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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21年４月１日
　至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年６月30日)

売上高 9,218,385 11,979,031

売上原価 8,315,793 10,648,644

売上総利益 902,591 1,330,387

販売費及び一般管理費 ※１
 1,386,905

※１
 1,092,291

営業利益又は営業損失（△） △484,314 238,095

営業外収益

受取利息 1,125 11,432

受取配当金 7,616 3,144

仕入割引 16,987 19,398

為替差益 13,046 －

受取地代家賃 320 271

還付消費税等 － 15,115

その他 12,730 15,737

営業外収益合計 51,827 65,100

営業外費用

支払利息 28,213 32,238

為替差損 － 68,603

その他 4,689 3,678

営業外費用合計 32,902 104,520

経常利益又は経常損失（△） △465,390 198,675

特別利益

固定資産売却益 332 13

投資有価証券売却益 15,050 －

貸倒引当金戻入額 － 1,083

特別利益合計 15,382 1,096

特別損失

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 24,370

特別損失合計 － 24,370

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△450,007 175,402

法人税等 ※２
 △142,504 10,849

少数株主損益調整前四半期純利益 － 164,553

少数株主利益又は少数株主損失（△） △7,170 4,938

四半期純利益又は四半期純損失（△） △300,332 159,614
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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21年４月１日
　至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22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利益又は税金等調整前四
半期純損失（△）

△450,007 175,402

減価償却費 41,452 40,634

のれん償却額 8,194 3,634

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4,013 △18,233

受取利息及び受取配当金 △8,742 △14,577

支払利息 28,213 32,238

為替差損益（△は益） △5,696 67,208

有形固定資産売却損益（△は益） △332 △13

投資有価証券売却損益（△は益） △15,050 －

売上債権の増減額（△は増加） 5,755,202 445,003

たな卸資産の増減額（△は増加） △5,509 △401,311

仕入債務の増減額（△は減少） △3,948,389 △3,127,519

未払又は未収消費税等の増減額 △90,618 △15,567

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 24,370

その他の資産の増減額（△は増加） 32,005 △141,506

その他の負債の増減額（△は減少） △124,532 △208,384

小計 1,220,205 △3,138,620

利息及び配当金の受取額 8,742 4,737

利息の支払額 △28,213 △32,238

法人税等の支払額 △57,501 △49,177

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,143,231 △3,215,299

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 △18,722 △3,450

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 △5,115 △12,514

有形固定資産の売却による収入 29,209 571

投資有価証券の取得による支出 △227,888 △4,379

投資有価証券の売却による収入 78,000 －

貸付けによる支出 △2,800 －

貸付金の回収による収入 6,256 7,074

その他 9,416 △426

投資活動によるキャッシュ・フロー △127,963 △13,125

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） △1,102,000 2,150,000

長期借入れによる収入 － 500,000

長期借入金の返済による支出 △209,620 △168,795

リース債務の返済による支出 △151 △313

自己株式の取得による支出 △6 △40

配当金の支払額 △48,191 △32,071

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,359,969 2,448,779

現金及び現金同等物に係る換算差額 38,404 △29,530

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △306,296 △809,176

現金及び現金同等物の期首残高 3,577,958 3,405,711

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１
 3,271,662

※１
 2,596,535
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【継続企業の前提に関する事項】

　　当第１四半期連結会計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年６月30日）

　　　該当事項はありません。

　
【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22年４月１日　至　平成22年６月30日)

会計処理基準に関す

る事項の変更

　
　

（資産除去債務に関する会計基準の適用）

当第１四半期連結会計期間より「資産除去債務に関する会計基準」（企業会

計基準第18号　平成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用

指針」（企業会計基準適用指針第21号　平成20年3月31日）を適用しております。

これにより、営業利益及び経常利益はそれぞれ1,635千円減少し、税金等調整前

四半期純利益は26,005千円減少しております。

　
【表示方法の変更】

　

当第１四半期連結会計期間

(自　平成22年４月１日　至　平成22年６月30日)

（四半期連結損益計算書関係）

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）に基づき財務諸表等規

則等の一部を改正する内閣府令（平成21年３月24日　内閣府令第５号）の適用に伴い、当第１四半期連

結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。
　

　
　

【簡便な会計処理】

　

当第１四半期連結会計期間

(自　平成22年４月１日　至　平成22年６月30日)

１　一般債権の貸倒見積高の算定方法

　当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がな

いと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。

　
２　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ついては、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。

　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な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。

　
３　経過勘定項目の算定方法

　固定的な要素が大きく、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。
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【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　　当第１四半期連結会計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年６月30日）

　　　該当事項はありません。

　
【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22年６月30日)

前連結会計年度末

(平成22年３月31日)

※１　受取手形割引高　　　　　　　　　288,677千円 ※１　受取手形割引高　　　　　　　　1,385,222千円

　
(四半期連結損益計算書関係)

　

前第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)

当第１四半期連結累計期間

(自　平成22年４月１日

　至　平成22年６月30日)

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額
は次のとおりであります。

役員報酬 45,578千円

給与手当 638,549千円

賞与 96,573千円

退職給付費用 9,776千円

貸倒引当金繰入額 5,418千円

 

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額
は次のとおりであります。

役員報酬 35,632千円

給与手当 509,969千円

賞与 34,777千円

退職給付費用 9,096千円

 

※２　当第１四半期連結累計期間における税金費用につ
いては、四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処
理を適用しているため、法人税等調整額は「法人税
等」に含めて表示しております。

※２　　　　────────────

　
(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21年４月１日

　至　平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　平成22年４月１日

　至　平成22年６月30日)

※１　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日現在)

※１　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22年６月30日現在)

　

現金及び預金勘定 3,367,627千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △95,964千円

現金及び現金同等物 3,271,662千円
　

　

現金及び預金勘定 2,621,687千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △25,152千円

現金及び現金同等物 2,596,535千円
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(株主資本等関係)

当第１四半期連結会計期間末（平成22年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間（自　平成22年４月１日　

至　平成22年６月30日）

１　発行済株式の種類及び総数

株式の種類
当第１四半期

連結会計期間末(株)

　普通株式 7,879,005

　
２　自己株式の種類及び株式数

株式の種類
当第１四半期

連結会計期間末(株)

　普通株式 29,208

　
３　新株予約権等の四半期連結会計期間末残高

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
配当金の総額

(千円)

１株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年６月25日
定時株主総会

普通株式 39,249 5 平成22年３月31日平成22年６月28日利益剰余金

　
(2)　基準日が当第１四半期連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計

期間の末日後となるもの

　該当事項はありません。

　

５　株主資本の著しい変動

　該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【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】

前第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】

前第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。

　
【セグメント情報】

（追加情報）

当第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号　

平成21年３月27日）及び「セグメント情報等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20号　平成20年３月21日）を適用しております。

　
１　報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能で

あり、経営会議で、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となって

いるものであります。

当社グループは主として、電子計測器の販売及び修理、校正等を行っており、国内においては当社及び

子会社が、中国においては電計貿易(上海)有限公司、その他アジア地域においてはその他の現地法人が、

それぞれ担当しております。

現地法人はそれぞれ独立した経営単位であり、取扱う商品について各地域の包括的な戦略を立案し、事

業活動を展開しております。

したがって、当社グループは、販売及び修理、校正等のサービス体制を基礎とした地域別のセグメント

から構成されており、「日本」「中国」東南アジア等の「その他」の３つを報告セグメントとしており

ます。
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２　報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報

　

当第１四半期連結累計期間（自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日）
　

（単位：千円）

　

報告セグメント

合計
日本 中国 その他

売上高 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 10,965,328 595,815 417,887 11,979,031

  セグメント間の内部売上高
又は振替高

665,332 48,869 10,573 724,775

計 11,630,661 644,684 428,460 12,703,806

セグメント利益 371,803 23,558 4,531 399,892

(注) １　報告セグメントにおける国又は地域は、販売元を基準としているため、日本から海外取引先への売上高につい

ては、上記のセグメント区分「日本」に含まれております。

２　「その他」の区分に属する主な国又は地域

　　その他・・・タイ、シンガポール、ベトナム、マレーシア、韓国、台湾

　

３  報告セグメントの利益の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

（差異調整に関する事項）
　

（単位：千円）

利　　益 金　　額

報告セグメント計 399,892

セグメント間取引消去 △664

棚卸資産の調整額 △1,090

全社費用(注) △160,042

四半期連結損益計算書の営業利益 238,095

(注)　全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

　
(金融商品関係)

当第１四半期連結会計期間末（平成22年６月30日）

金融商品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。

　
(有価証券関係)

当第１四半期連結会計期間末(平成22年６月30日)

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)

当第１四半期連結会計期間末（平成22年６月30日）

該当事項はありません。
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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22年６月30日)

前連結会計年度末

(平成22年３月31日)

　

１株当たり純資産額 750.24円

　

　

１株当たり純資産額 746.39円

　

　

(注)　１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
当第１四半期連結会計期間末

(平成22年６月30日)

前連結会計年度末

(平成22年３月31日)

純資産の部の合計額（千円） 5,947,255 5,914,593

普通株式に係る純資産額（千円） 5,889,244 5,859,117

差額の主な内訳
　少数株主持分（千円）

58,010 55,476

普通株式の発行済株式数（千株） 7,879 7,879

普通株式の自己株式数（千株） 29 29

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）

7,849 7,849

　
２　１株当たり四半期純利益金額等

前第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)

当第１四半期連結累計期間

(自　平成22年４月１日

　至　平成22年６月30日)

 

１株当たり四半期純損失金額（△） △38.26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、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
ん。

 

１株当たり四半期純利益金額 20.33円

同左

　

(注)　１株当たり四半期純利益金額又は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。

　

前第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)

当第１四半期連結累計期間

(自　平成22年４月１日

　至　平成22年６月30日)

四半期純利益金額又は四半期純損失金額（△）（千
円）

△300,332 159,614

普通株式に係る四半期純利益金額
又は四半期純損失金額（△）（千円）

△300,332 159,614

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式の期中平均株式数（千株） 7,850 7,849

　
(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　
(リース取引関係)

リース取引開始日が平成20年３月31日以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、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っておりますが、当四半期連結会計期間末におけ

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。

　
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21年８月11日

日本電計株式会社

取締役会　御中

　

聖橋監査法人

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　松　　田　　信　　彦　　印

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　倉　　見　　義　　弘　　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」に掲げられている日本

電計株式会社の平成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、日本電計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。

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22年８月12日

日本電計株式会社

取締役会　御中

　

聖橋監査法人

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　松　　田　　信　　彦　　印

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　倉　　見　　義　　弘　　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」に掲げられている日本

電計株式会社の平成22年４月１日から平成23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22年４月１日から平成22年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成22年４月１日から平成22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、日本電計株式会社及び連結子会社の平成22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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