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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２四半期

連結累計期間

第66期

第２四半期

連結累計期間

第65期

第２四半期

連結会計期間

第66期

第２四半期

連結会計期間

第65期

会計期間
自　平成21年４月１日

至　平成21年９月30日

自　平成22年４月１日

至　平成22年９月30日

自　平成21年７月１日

至　平成21年９月30日

自　平成22年７月１日

至　平成22年９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） 21,370,60228,024,46712,152,21716,045,43651,990,492

経常利益又は経常損失（△） （千円） △610,432334,885△145,042136,209△295,046

四半期純利益又は
四半期（当期）純損失（△）

（千円） △921,816261,006△621,484101,392△830,609

純資産額 （千円） － － 5,794,7986,040,0075,914,593

総資産額 （千円） － － 23,646,41128,486,26628,851,841

１株当たり純資産額 （円） － － 732.23 759.39 746.39

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） △117.43 33.25 △79.17 12.92 △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 （％） － － 24.3 20.9 20.3

営業活動による
キャッシュ・フロー

（千円） 2,698,762△1,457,767 － － 2,652,991

投資活動による
キャッシュ・フロー

（千円） △90,304△19,390 － － △185,314

財務活動による
キャッシュ・フロー

（千円） △3,498,500995,398 － － △2,654,864

現金及び現金同等物の
四半期末（期末）残高

（千円） － － 2,704,9052,885,0203,405,711

従業員数 （名） － － 814 716 715

(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　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２四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)が営む事業の内容につ

いて、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２四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９月30日現在

従業員数(名) 716　

(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９月30日現在

従業員数(名) 461　

(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２四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 14,242,255 －

中国 554,967 －

その他 422,182 －

合計 15,219,405 －

(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２四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 15,989,530 － 8,235,935 －

※平成22年９月末現在、上記の確定受注残高とは別に、推定金額555,974千円の価格未確定受注残高があり、確定受注残

高8,235,935千円との合計は、8,791,910千円となります。また、前期の第２四半期では、この価格未確定受注残高は、

253,771千円であり、確定受注残高7,477,609千円との合計は、7,731,380千円でしたので、対前年同期比で1,060,529千

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２四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 15,006,437 －

中国 595,947 －

その他 443,050 －

合計 16,045,436 －

(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２四半期連結会計期間における、当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。

　

３ 【経営上の重要な契約等】

　　　当第２四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。
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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、当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２四半期連結会計期間におけるわが国経済は、政府によるエコカー減税・補助金支給やエコポイ

ント等の景気対策効果と、中国をはじめとする新興国を中心とした需要の増加等に支えられ全般的に回

復基調となりました。

しかしながら、日本国内では雇用情勢の低迷や急激な円高による企業業績の下振れ懸念、米国経済の動

向への不安などから、今後の先行きが不透明な状況となっております。

一方、当社グループが属する電子計測器および関連業界におきましては、薄型テレビや３Ｄテレビを中

心としたデジタル電機業界とエコカーの減税・補助金による需要喚起効果が奏功した自動車業界で需要

回復の動きが見られました。

また、リチウムイオン電池等の新エネルギー関連で研究開発や設備投資が積極化いたしました。

こうした状況のもと、当社グループは、中国など成長著しい新興国における営業拠点網と日本国内の幅

広い営業拠点網を活用して、デジタル電機関連ユーザー、自動車関連ユーザー、環境試験関連ユーザーや

リチウムイオン電池等の新エネルギー関連ユーザーのニーズを捉え、積極的なソリューション営業活動

を展開いたしました。

さらに、前々期から取り組んでおります経費節減を引き続き徹底いたしました。

以上の結果、当第２四半期連結会計期間の売上高は16,045百万円（前年同四半期比32.0％増）、営業利

益は213百万円（前年同四半期は131百万円の営業損失）、経常利益は136百万円（前年同四半期は145百

万円の経常損失）、四半期純利益は101百万円（前年同四半期は621百万円の四半期純損失）となりまし

た。

　

セグメントの業績は、次のとおりであります。

①日本

薄型テレビや３Ｄテレビを中心としたデジタル電機業界とエコカーの減税・補助金による需要喚起効

果が奏功した自動車業界で需要回復の動きが見られ、リチウムイオン電池等の新エネルギー関連で研究

開発や設備投資が積極化したこともあり、売上高は15,715百万円、セグメント利益は345百万円となりま

した。

　
②中国

リーマンショック後いち早く回復し、中国国内市場で消費拡大に加え、世界の工場として欧州やアメリ

カでの景気回復の影響も受け経済活動が活発化しました。当社の主要販売先である電機、自動車等の日系

メーカーも中国国内での設備投資を活発化したこともあり、売上高は672百万円、セグメント利益は25百

万円となりました。
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③その他の地域

その他の地域におきましても、総じて東アジアでの景気は回復が早く、設備投資を始めとする経済活動

が活発化したこともあり、売上高は464百万円、セグメント利益は20百万円となりました。

　

(参考)

海外売上高

当第２四半期連結累計期間（自  平成22年４月１日  至  平成22年９月30日）
　

　 中国 その他 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 1,822,815 1,178,085 3,000,900

Ⅱ　連結売上高（千円） － － 28,024,467

Ⅲ　連結売上高に占める海外売
上高の割合（％）

6.5 4.2 10.7

(注) １　海外売上高における国又は地域は、販売先(市場)を基準としているため、当社及び連結子会社の日本以外の国

又は地域における売上高であります。

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

　

当第２四半期連結会計期間（自  平成22年７月１日  至  平成22年９月30日）
　

　 中国 その他 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 969,302 582,098 1,551,400

Ⅱ　連結売上高（千円） － － 16,045,436

Ⅲ　連結売上高に占める海外売
上高の割合（％）

6.0 3.6 9.7

(注) １　海外売上高における国又は地域は、販売先(市場)を基準としているため、当社及び連結子会社の日本以外の国

又は地域における売上高であります。

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

　

(2)　財政状態の分析

(資産)

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度比365百万円減少して、28,486百万円となり

ました。

流動資産は、前連結会計年度末に比べて、155百万円減少し、25,140百万円となりました。商品及び製品

が340百万円増加、仕掛品が8百万円増加、原材料及び貯蔵品が11百万円増加しましたが、現金及び預金が

515百万円減少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、210百万円減少し、3,345百万円となりました。有形固定資産が

償却等により32百万円減少、投資有価証券が102百万円減少、無形固定資産のその他が26百万円減少、長期

貸付金が回収により11百万円減少、投資その他の資産のその他が53百万円減少したこと等によるもので

す。
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(負債)

流動負債は、前連結会計年度末に比べて、253百万円減少し、21,503百万円となりました。短期借入金が

1,524百万円増加、流動負債のその他が65百万円増加しましたが、支払手形及び買掛金が1,557百万円減

少、１年内償還予定の社債が250百万円減少、未払法人税等が35百万円減少したこと等によるものです。

固定負債は、前連結会計年度末に比べて、237百万円減少し、942百万円となりました。１年以内返済予定

長期借入金238百万円を流動負債に振替を行なっ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、125百万円増加し、6,040百万円となりました。

四半期純利益の計上等により利益剰余金が221百万円増加、少数株主持分が23百万円増加しましたが、

為替換算調整勘定が38百万円減少、その他有価証券評価差額金が81百万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２四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、520百万円

減少し、2,885百万円となりました。当第２四半期連結会計期間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２四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、1,757百万円の収入（前年

同期は1,555百万円の収入）となりました。これは、税金等調整前四半期純利益128百万円の計上、減価償

却費の増加額41百万円、たな卸資産の増加額39百万円、仕入債務の増加額1,592百万円、その他の負債の増

加額270百万円による資金の増加が、売上債権の増加額319百万円等の資金の減少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２四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、6百万円の支出（前年同期

は37百万円の収入）となりました。これは、有形固定資産の取得による支出13百万円、無形固定資産の取

得による支出4百万円、投資有価証券の取得による支出5百万円が、有形固定資産の売却による収入2百万

円、投資有価証券の売却による収入2百万円、貸付金の回収による収入4百万円、差入保証金の返還による

収入7百万円等の収入を上回ったことによります。

　

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当第２四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、1,453百万円の支出（前年

同期は2,138百万円の支出）となりました。これは、短期借入金の減少額1,298百万円、長期借入金の返済

による支出196百万円、社債の償還による支出250百万円、配当金の支払額７百万円が、長期借入れによる

収入300百万円を上回ったことによります。
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(4)　事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四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。

　

EDINET提出書類

日本電計株式会社(E02749)

四半期報告書

 8/30



第３ 【設備の状況】

(1)　主要な設備の状況

当第２四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

前四半期連結会計期間末において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２四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２四半期会計期間末

現在発行数(株)

(平成22年９月30日)

提出日現在

発行数(株)

(平成22年11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 － －

（注）大阪証券取引所（ＪＡＳＤＡＱ市場）は、平成22年10月12日付で同取引所ヘラクレス市場及びＮＥＯ市場と

ともに、新たに開設された同取引所ＪＡＳＤＡＱに統合されており、同日以降の上場金融商品取引所は大阪証

券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）であります。

　
(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９月30日 ─ 7,879,005 ─ 1,159,170 ─ 1,333,000
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(6) 【大株主の状況】

　平成22年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

あいホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋久松町12－８ 1,090 13.84

有限会社高田興産 東京都足立区千住緑町２丁目８－２ 1,045 13.26

オリックス株式会社 東京都港区浜松町２丁目４－１ 393 5.00

竹田　和平 愛知県名古屋市天白区 242 3.07

日本電計従業員持株会 東京都千代田区外神田３丁目５－12 225 2.86

菊水電子工業株式会社 神奈川県横浜市都筑区東山田１丁目１－３ 127 1.62

高田　治 群馬県高崎市 124 1.58

株式会社エヌエフ回路設計ブロック 神奈川県横浜市港北区網島東６丁目３－20 123 1.56

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区内幸町１丁目１－５ 120 1.52

リーダー電子株式会社 神奈川県横浜市港北区綱島東２丁目６－33 117 1.48

計 ― 3,611 45.83

　

(7) 【議決権の状況】

①　【発行済株式】

　平成22年９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）
（自己保有株式） 　

－ －
　普通株式 29,300

完全議決権株式（その他） 普通株式 7,787,800 77,878 －

単元未満株式 普通株式 61,905 － －

発行済株式総数 　 7,879,005 － －

総株主の議決権 　 － 77,878 －

（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36株が含まれております。

　

②　【自己株式等】

平成22年９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(％)

（自己保有株式） 東京都千代田区外神田 　 　 　 　

日本電計株式会社 ３丁目５－12 29,300 － 29,300 0.37

計 － 29,300 － 29,300 0.37
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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 ７月 ８月 ９月

最高(円) 407 405 385 370 365 359

最低(円) 370 340 333 320 320 332

(注)　最高・最低株価は、大阪証券取引所（ＪＡＳＤＡＱ市場）におけるものであります。

　　　なお、大阪証券取引所（ＪＡＳＤＡＱ市場）は、同取引所ヘラクレス市場及びＮＥＯ市場とともに、新たに開設され

た同取引所ＪＡＳＤＡＱに統合されており、平成22年10月12日付で大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ(スタンダード)

に上場となっております。

　

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２四半期連結会計期間（平成21年７月１日から平成21年９月30日まで）及び前第２四半期連

結累計期間（平成21年４月１日から平成21年９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２四半期連結会計期間（平成22年７月１日から平成22年９月30日まで）及び当第２四半期連結累

計期間（平成22年４月１日から平成22年９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２四半期連結会計期間（平成21年７月

１日から平成21年９月30日まで）及び前第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年９月30

日まで）に係る四半期連結財務諸表並びに当第２四半期連結会計期間（平成22年７月１日から平成22年９

月30日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22年９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２四半期連結会計期間末
(平成22年９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 2,911,743 3,427,190

受取手形及び売掛金 ※１
 20,085,868

※１
 20,214,447

商品及び製品 1,490,731 1,150,594

仕掛品 18,577 9,628

原材料及び貯蔵品 56,722 45,061

未収消費税等 10,187 4,335

その他 582,752 463,450

貸倒引当金 △16,114 △18,731

流動資産合計 25,140,469 25,295,977

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 801,795 807,294

減価償却累計額 △344,029 △332,786

建物及び構築物（純額） 457,765 474,508

車両運搬具 100,626 103,509

減価償却累計額 △66,356 △66,413

車両運搬具（純額） 34,270 37,096

工具、器具及び備品 655,325 641,598

減価償却累計額 △460,458 △432,572

工具、器具及び備品（純額） 194,867 209,026

土地 999,513 999,513

リース資産 6,172 3,028

減価償却累計額 △2,878 △1,160

リース資産（純額） 3,293 1,867

有形固定資産合計 1,689,710 1,722,011

無形固定資産

のれん 33,723 40,992

その他 161,624 187,755

無形固定資産合計 195,348 228,748

投資その他の資産

投資有価証券 764,610 867,141

長期貸付金 77,975 89,850

その他 797,029 850,195

貸倒引当金 △163,896 △187,102

投資損失引当金 △14,980 △14,980

投資その他の資産合計 1,460,738 1,605,104

固定資産合計 3,345,797 3,555,864

資産合計 28,486,266 28,851,841
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(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９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 10,390,591 11,948,201

短期借入金 10,273,520 8,749,180

1年内償還予定の社債 250,000 500,000

未払法人税等 33,793 68,978

その他 555,416 490,164

流動負債合計 21,503,322 21,756,524

固定負債

長期借入金 917,115 1,155,445

リース債務 3,418 2,006

その他 22,403 23,272

固定負債合計 942,936 1,180,724

負債合計 22,446,259 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 3,791,978 3,570,220

自己株式 △26,448 △26,361

株主資本合計 6,257,700 6,036,029

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △137,228 △55,882

為替換算調整勘定 △159,499 △121,029

評価・換算差額等合計 △296,728 △176,912

少数株主持分 79,035 55,476

純資産合計 6,040,007 5,914,593

負債純資産合計 28,486,266 28,851,841
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年９月30日)

売上高 21,370,602 28,024,467

売上原価 19,366,561 25,122,626

売上総利益 2,004,041 2,901,841

販売費及び一般管理費 ※１
 2,619,655

※１
 2,450,138

営業利益又は営業損失（△） △615,613 451,703

営業外収益

受取利息 2,864 12,962

受取配当金 10,662 5,515

仕入割引 29,610 37,790

受取地代家賃 737 542

その他 33,663 47,882

営業外収益合計 77,538 104,693

営業外費用

支払利息 59,434 70,797

手形売却損 1,618 2,188

為替差損 3,764 143,699

その他 7,539 4,826

営業外費用合計 72,357 221,511

経常利益又は経常損失（△） △610,432 334,885

特別利益

固定資産売却益 332 1,713

投資有価証券売却益 15,050 －

貸倒引当金戻入額 － 4,005

特別利益合計 15,382 5,718

特別損失

固定資産除却損 2,978 －

投資有価証券売却損 － 1,748

投資有価証券評価損 － 10,664

特別退職金 22,708 －

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 25,687 36,783

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（△）

△620,737 303,820

法人税等 ※２
 313,344

※２
 18,941

少数株主損益調整前四半期純利益 － 284,879

少数株主利益又は少数株主損失（△） △12,265 23,872

四半期純利益又は四半期純損失（△） △921,816 261,006
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【第２四半期連結会計期間】
(単位：千円)

前第２四半期連結会計期間
(自 平成21年７月１日
　至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成22年７月１日
　至 平成22年９月30日)

売上高 12,152,217 16,045,436

売上原価 11,050,767 14,473,982

売上総利益 1,101,450 1,571,454

販売費及び一般管理費 ※１
 1,232,749

※１
 1,357,846

営業利益又は営業損失（△） △131,299 213,607

営業外収益

受取利息 1,738 1,529

受取配当金 3,045 2,370

仕入割引 12,622 18,392

受取地代家賃 416 271

その他 20,933 17,029

営業外収益合計 38,757 39,593

営業外費用

支払利息 31,220 38,559

手形売却損 1,618 2,188

為替差損 16,811 75,095

その他 2,850 1,147

営業外費用合計 52,500 116,991

経常利益又は経常損失（△） △145,042 136,209

特別利益

固定資産売却益 － 1,699

貸倒引当金戻入額 － 2,922

特別利益合計 － 4,621

特別損失

固定資産除却損 2,978 －

投資有価証券売却損 － 1,748

投資有価証券評価損 － 10,664

特別退職金 22,708 －

特別損失合計 25,687 12,413

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（△）

△170,729 128,417

法人税等 ※２
 455,849

※２
 8,091

少数株主損益調整前四半期純利益 － 120,325

少数株主利益又は少数株主損失（△） △5,094 18,933

四半期純利益又は四半期純損失（△） △621,484 101,392
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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２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年９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（△）

△620,737 303,820

減価償却費 82,447 82,114

のれん償却額 16,389 7,268

貸倒引当金の増減額（△は減少） △26,598 △25,823

受取利息及び受取配当金 △13,526 △18,477

支払利息 56,296 67,660

社債利息 3,137 3,137

為替差損益（△は益） 17,792 46,035

固定資産除却損 2,978 －

有形固定資産売却損益（△は益） △332 △1,713

投資有価証券売却損益（△は益） △15,050 1,748

投資有価証券評価損益（△は益） － 10,664

特別退職金 22,708 －

売上債権の増減額（△は増加） 7,418,577 125,454

たな卸資産の増減額（△は増加） △23,716 △362,132

仕入債務の増減額（△は減少） △3,721,305 △1,534,914

未払又は未収消費税等の増減額 △94,730 △5,851

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） △511 △139,365

その他の負債の増減額（△は減少） △300,671 62,549

小計 2,803,148 △1,353,455

利息及び配当金の受取額 13,526 19,752

利息の支払額 △59,434 △72,684

法人税等の支払額 △58,477 △51,380

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,698,762 △1,457,767

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 △22,889 △6,244

定期預金の払戻による収入 58,966 1,000

有形固定資産の取得による支出 △15,095 △25,823

有形固定資産の売却による収入 29,209 3,170

無形固定資産の取得による支出 △4,240 △4,939

投資有価証券の取得による支出 △235,262 △9,735

投資有価証券の売却による収入 78,000 2,151

貸付けによる支出 △4,600 －

貸付金の回収による収入 9,667 12,068

その他 15,940 8,962

投資活動によるキャッシュ・フロー △90,304 △19,390
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(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年９月30日)

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） △3,000,000 851,600

長期借入れによる収入 － 800,000

長期借入金の返済による支出 △419,240 △365,590

社債の償還による支出 － △250,000

リース債務の返済による支出 △310 △631

自己株式の取得による支出 △103 △86

配当金の支払額 △78,846 △39,893

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,498,500 995,398

現金及び現金同等物に係る換算差額 16,988 △38,931

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △873,053 △520,690

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
 2,704,905

※１
 2,885,020
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【継続企業の前提に関する事項】

　　当第２四半期連結会計期間（自　平成22年７月１日　至　平成22年９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２四半期連結累計期間

(自　平成22年４月１日　至　平成22年９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」等の適用

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3,270千円減少し、税金等調整前

四半期純利益は27,640千円減少しております。

　
【表示方法の変更】

　

当第２四半期連結累計期間

(自　平成22年４月１日　至　平成22年９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）に基づく財務諸表等規

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）の適用により、当第２四半期連

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。
　

　
当第２四半期連結会計期間

(自　平成22年７月１日　至　平成22年９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）に基づく財務諸表等規

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）の適用により、当第２四半期連

結会計期間では、「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２四半期連結累計期間

(自　平成22年４月１日

　至　平成22年９月30日)

１　一般債権の貸倒見積高の算定方法

　当第２四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

　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額を見積

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。
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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２四半期連結累計期間(自　平成22年４月１日　至　平成22年９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２四半期連結会計期間末

(平成22年９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　　　　　　　　1,623,736千円 ※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)

第２四半期連結累計期間

　

前第２四半期連結累計期間

(自　平成21年４月１日

　至　平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　平成22年４月１日

　至　平成22年９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 89,637千円

給与手当 1,240,434千円

賞与 74,794千円

退職給付費用 18,509千円

貸倒引当金繰入額 4,477千円

 

※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 70,672千円

給与手当 1,022,954千円

賞与 230,305千円

退職給付費用 18,247千円

 

 

※２　当第２四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　　　　――――――――――――

 

　 　

　

第２四半期連結会計期間

　

前第２四半期連結会計期間

(自　平成21年７月１日

　至　平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間

(自　平成22年７月１日

　至　平成22年９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 44,058千円

給与手当 601,884千円

退職給付費用 8,732千円

 

 

 

※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 35,039千円

給与手当 512,984千円

賞与 195,527千円

退職給付費用 9,151千円

 

※２　当第２四半期連結会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　　　　――――――――――――
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　

前第２四半期連結累計期間

(自　平成21年４月１日

　至　平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　平成22年４月１日

　至　平成22年９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９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９月30日現在)

現金及び預金勘定 2,749,561千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △44,656千円

現金及び現金同等物 2,704,905千円
　

現金及び預金勘定 2,911,743千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △26,723千円

現金及び現金同等物 2,885,020千円
　

　

(株主資本等関係)

当第２四半期連結会計期間末（平成22年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自　平成22年４月１

日　至　平成22年９月30日）

１　発行済株式の種類及び総数

株式の種類
当第２四半期

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２四半期

連結会計期間末(株)

　普通株式 29,336

　

３　新株予約権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２四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２四半期連結会計

期間の末日後となるもの

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11月12日
取締役会

普通株式 54,947 7 平成22年９月30日平成22年12月10日利益剰余金

　

５　株主資本の著しい変動に関する事項

　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２四半期連結会計期間（自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30日）及び前第２四半期連結累計期

間（自　平成21年４月１日　至　平成21年９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２四半期連結会計期間（自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30日）及び前第２四半期連結累計期

間（自　平成21年４月１日　至　平成21年９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２四半期連結会計期間（自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30日）及び前第２四半期連結累計期

間（自　平成21年４月１日　至　平成21年９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】

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又は損失の金額に関する情報

当第２四半期連結累計期間（自  平成22年４月１日  至  平成22年９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 25,971,7661,191,762 860,937 28,024,467

  セグメント間の内部売上高
又は振替高

1,374,753 125,201 31,698 1,531,653

計 27,346,5191,316,964 892,636 29,556,120

セグメント利益 717,321 49,291 24,982 791,596

(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直接売上高に

ついては、外部顧客への売上高において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

　

当第２四半期連結会計期間（自  平成22年７月１日  至  平成22年９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 15,006,437 595,947 443,050 16,045,436

  セグメント間の内部売上高
又は振替高

709,420 76,331 21,125 806,877

計 15,715,858 672,279 464,175 16,852,314

セグメント利益 345,518 25,733 20,451 391,703

(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直接売上高に

ついては、外部顧客への売上高において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
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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）

　

当第２四半期連結累計期間（自  平成22年４月１日  至  平成22年９月30日）
　

（単位：千円）

利    益 金    額

報告セグメント計 791,596

セグメント間取引消去 8,158

棚卸資産の調整額 △7,880

全社費用(注) △340,170

四半期連結損益計算書の営業利益 451,703

(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。

　

当第２四半期連結会計期間（自  平成22年７月１日  至  平成22年９月30日）
　

（単位：千円）

利    益 金    額

報告セグメント計 391,703

セグメント間取引消去 8,822

棚卸資産の調整額 △6,790

全社費用(注) △180,128

四半期連結損益計算書の営業利益 213,607

(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２四半期連結会計期間末（平成22年９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２四半期連結会計期間末（平成22年９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２四半期連結会計期間末（平成22年９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２四半期連結会計期間末

(平成22年９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 759.39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。

項　目
当第２四半期連結会計期間末

(平成22年９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） 6,040,007 5,914,593

普通株式に係る純資産額（千円） 5,960,971 5,859,117

差額の主な内訳
　少数株主持分（千円）

79,035 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

第２四半期連結累計期間

　

前第２四半期連結累計期間

(自　平成21年４月１日

　至　平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　平成22年４月１日

　至　平成22年９月30日)

 

１株当たり四半期純損失金額（△） △117.43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 33.25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。

項　目

前第２四半期連結累計期間

(自　平成21年４月１日

　至　平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　平成22年４月１日

　至　平成22年９月30日)

四半期純利益金額又は四半期純損失金額（△）（千円） △921,816 261,006

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）

△921,816 261,006

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
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第２四半期連結会計期間

　

前第２四半期連結会計期間

(自　平成21年７月１日

　至　平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間

(自　平成22年７月１日

　至　平成22年９月30日)

 

１株当たり四半期純損失金額（△） △79.17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 12.92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。

項　目

前第２四半期連結会計期間

(自　平成21年７月１日

　至　平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間

(自　平成22年７月１日

　至　平成22年９月30日)

四半期純利益金額又は四半期純損失金額（△）（千円） △621,484 101,392

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）

△621,484 101,392

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)

当第２四半期連結会計期間末(平成22年９月30日)

当第２四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の末日と比較して著しい変動が

ありません。

　

２ 【その他】

第66期(平成22年４月１日から平成23年３月31日まで)中間配当については、平成22年11月12日開催の取

締役会において、平成22年９月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、次のとおり中間配

当を行うことを決議いたしました。

　

①配当金の総額　　　　　　　　　　　　　　　　　54,947千円

②１株当たりの金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　７円

③支払請求権の効力発生日及び支払開始日　　平成22年12月10日
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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11月13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２四半期連結会計期間(平

成21年７月１日から平成21年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21年９

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

９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経

営成績並びに第２四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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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成22年11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２四半期連結会計期間(平

成22年７月１日から平成22年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成22年４月１日から平成22年９

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

９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経

営成績並びに第２四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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