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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】

回次
第83期
第３四半期
連結累計期間

第84期
第３四半期
連結累計期間

第83期

会計期間
自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31日

自　平成23年４月１日
至　平成23年12月31日

自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日

売上高（百万円） 13,789 15,704 19,246

経常利益（百万円） 1,025 1,390 1,600

四半期（当期）純利益（百万円） 650 848 1,007

四半期包括利益又は包括利益

（百万円）
574 948 953

純資産額（百万円） 12,414 13,428 12,792

総資産額（百万円） 19,222 19,515 19,863

１株当たり四半期（当期）

純利益金額（円）
21.79 28.78 33.88

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（％） 64.4 68.6 64.2

営業活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
932 672 1,551

投資活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△824 △1,398 △1,383

財務活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△666 △616 △839

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（百万円）
3,525 2,057 3,408

　

回次
第83期
第３四半期
連結会計期間

第84期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自　平成22年10月１日
至　平成22年12月31日

自　平成23年10月１日
至　平成23年12月31日

１株当たり四半期純利益金額

（円）
9.87 7.42

（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、消費税等は含んでおりません。

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、希薄化効果を有している潜在株式

が存在していないため記載しておりません。 

４．第83期第３四半期連結累計期間の四半期包括利益の算定にあたり、「包括利益の表示に関する会計基

準」（企業会計基準第25号　平成22年６月30日）を適用し、遡及処理しております。　

５．四半期連結財務諸表規則第５条の２第３項により、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成して

おります。　
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２【事業の内容】

　当第３四半期連結累計期間において、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。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

  当第３四半期連結累計期間において、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は重要な変更はありません。

 

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又は締結等はありません。

 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

  当社グループに関する財政状態及び経営成績の分析は以下の通りであります。

なお、文中における将来に関する事項は、当四半期連結会計期間末日において当社グループが判断したものであ

ります。

　

(1)業績の状況

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、平成23年３月11日に発生した東日本大震災を契機とした

電力不足や放射能物質への不安感が続くなか、長期化する円高問題や株価の低迷、欧州の財政不安、米中経済の不

透明感等により、景気の回復感も乏しく、日本の経済情勢はデフレ基調を残したまま、今後においても不透明な状

況が続くものと予測されます。

この様な経営環境のもと、当第３四半期連結累計期間につきましては、連結売上高は157億４百万円（前年同

期比13.9％増加）となりました。損益につきましては、拡販及び原価低減活動に取組んだ結果、営業利益13億３千

６百万円（前年同期比29.6％増加）、経常利益13億９千万円（前年同期比35.6％増加）、四半期純利益８億４千

８百万円（前年同期比30.5％増加）となりました。

　

なお、セグメント別での結果は次の通りであります。

①コンデンサ・モジュール

　震災影響により自動車産業分野で在庫調整による減産がありましたが、鉄道車両分野を含めたパワーエレクト

ロニクス分野が堅調に推移し伸長いたしました。結果、売上高は110億２千６百万円（前年同期比11.4％増加）と

なりました。

　

②電力機器システム

　震災後、以前にまして省エネへの関心が高まったことなどにより、省エネ・インバーター用関連機器が堅調に推

移し伸長いたしました。結果、売上高45億９千９百万円（前年同期比20.8％増加）となりました。

　

③情報機器

　主力商品である「バス用表示装置」及び「鉄道用表示装置」が低調に推移いたしました。結果、売上高は７千９

百万円（前年同期比4.9％減少）に留まりました。

　

(2)財政状態の分析

　当第３四半期連結会計期間末における総資産は195億１千５百万円となり、前連結会計年度末に比べ３億４千８

百万円の減少となりました。増減の主なものは、現金及び預金の減少13億５千１百万円、たな卸資産の増加２億６

百万円、有形固定資産の増加５億８千４百万円等によるものであります。

　負債は60億８千７百万円となり、前連結会計年度末に比べ９億８千４百万円の減少となりました。増減の主なも

のは、短期借入金の減少３億円、未払法人税等の減少３億１千３百万円、賞与引当金の減少２億２千９百万円等で

あります。 

　純資産は134億２千８百万円となり、自己資本比率は68.6％と4.4ポイント増加しました。　
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(3)キャッシュ・フローの状況

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当第３四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、６億７百２千万円の収入となり、前

年同期比２億５千９百万円収入の減少となりました。主な支出の要因は、税金等調整前四半期純利益、売上債権、

仕入債務、法人税等の支払額等の増減によるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当第３四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、13億９千８百万円の支出となり、前

年同期比５億７千４百万円支出の増加となりました。主な支出の要因は、有形固定資産の取得による支出等によ

るものです。

 （財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当第３四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、６億１千６百万円の支出となり、前

年同期比５千万円支出の減少となりました。主な支出の要因は、借入金の返済と配当金の支払い等によるもので

す。

　これらの結果、当第３四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は20億５千７百万円となり、前連結会

計年度末に比べ13億５千１百万円の減少、前年同期比14億６千７百万円の減少となりました。

 　　

(4)事業上及び財務上の対処すべき課題

  当第３四半期連結累計期間において、新たに発生した事実及び財務上の対処すべき課題はありません。　

　 

(5)研究開発活動

　当第３四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発費は、５億円であります。

なお、当第３四半期連結累計期間において、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【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 128,503,000

計 128,503,000

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23年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成24年２月10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 33,061,003 33,061,003

東京証券取引所

(市場第二部)

大阪証券取引所

(市場第二部)

単元株式数は

1,000株で

あります。　

計 33,061,003 33,061,003 ― ―

 

（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
（千株）

発行済株式
総数残高
（千株）

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23年10月１日

～平成23年12月31日　
－ 33,061 － 5,001,745 － 1,300,000

 

（６）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【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、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23年９月30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23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    3,580,000 － －

完全議決権株式（その他）
普通株式   29,197,000

　
29,191 －

単元未満株式 普通株式      284,003 －
一単元（1,000株）

未満の株式

発行済株式総数 33,061,003 － －

総株主の議決権 － 29,191 －

（注）「完全議決権株式（その他）」の中には、証券保管振替機構名義の株式が6,000株含まれております。

　また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数６個が含まれておりませ

ん。

 

②【自己株式等】

　 （平成23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（％）

㈱指月電機製作所
兵庫県西宮市大社町

10番45号
3,580,000 － 3,580,000 10.83

計  3,580,000 － 3,580,000 10.83

 

２【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４【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）に基づいて作成しております。

　なお、四半期連結財務諸表規則第５条の２第３項により、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成して

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、第３四半期連結会計期間（平成23年10月１日か

ら平成23年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成23年４月１日から平成23年12月31日まで）に

係る四半期連結財務諸表について、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。
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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）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,408,819 2,057,530

受取手形及び売掛金 ※
 4,063,505

※
 4,537,292

商品及び製品 299,612 320,796

仕掛品 331,503 450,542

原材料及び貯蔵品 311,374 377,931

繰延税金資産 299,778 169,376

その他 165,068 121,599

貸倒引当金 △1,430 △910

流動資産合計 8,878,232 8,034,158

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,500,293 3,107,208

機械装置及び運搬具（純額） 1,905,457 1,887,315

土地 4,403,984 4,391,214

リース資産（純額） 20,179 14,475

建設仮勘定 649,240 616,643

その他（純額） 251,236 297,677

有形固定資産合計 9,730,391 10,314,534

無形固定資産

のれん 4,639 1,029

リース資産 2,588 1,837

その他 42,654 54,322

無形固定資産合計 49,882 57,188

投資その他の資産

投資有価証券 591,658 525,534

長期貸付金 1,580 1,365

繰延税金資産 547,384 518,005

その他 69,266 69,424

貸倒引当金 △4,500 △4,500

投資その他の資産合計 1,205,389 1,109,830

固定資産合計 10,985,664 11,481,553

資産合計 19,863,897 19,515,711
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 884,282 915,414

短期借入金 1,538,799 1,237,845

リース債務 8,607 8,607

未払法人税等 462,245 148,792

未払費用 1,044,679 1,119,339

賞与引当金 428,350 199,172

役員賞与引当金 72,000 54,000

その他 241,814 259,373

流動負債合計 4,680,780 3,942,545

固定負債

リース債務 14,160 7,704

再評価に係る繰延税金負債 1,378,935 1,204,969

退職給付引当金 946,905 881,976

その他 50,430 49,978

固定負債合計 2,390,432 2,144,629

負債合計 7,071,212 6,087,174

純資産の部

株主資本

資本金 5,001,745 5,001,745

資本剰余金 3,308,285 3,308,285

利益剰余金 5,456,826 6,002,751

自己株式 △1,115,488 △1,116,379

株主資本合計 12,651,369 13,196,403

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 94,767 58,167

土地再評価差額金 859,485 1,021,805

為替換算調整勘定 △848,335 △885,714

その他の包括利益累計額合計 105,917 194,258

少数株主持分 35,397 37,874

純資産合計 12,792,684 13,428,536

負債純資産合計 19,863,897 19,515,711
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【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）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年12月31日)

売上高 13,789,846 15,704,853

売上原価 9,615,754 11,005,167

売上総利益 4,174,092 4,699,685

販売費及び一般管理費

給料及び賃金 709,178 718,004

賞与引当金繰入額 45,530 47,263

役員賞与引当金繰入額 54,000 54,000

退職給付費用 31,005 37,338

運搬費 257,688 277,269

その他 2,044,779 2,228,829

販売費及び一般管理費合計 3,142,181 3,362,706

営業利益 1,031,910 1,336,979

営業外収益

受取利息 713 352

受取配当金 7,144 7,849

固定資産賃貸料 34,560 36,312

スクラップ売却代 45,057 57,383

保険収入 － 47,400

その他 36,655 25,186

営業外収益合計 124,131 174,484

営業外費用

支払利息 14,230 7,583

債権売却損 36,191 42,691

為替差損 60,107 34,975

その他 20,219 35,496

営業外費用合計 130,748 120,747

経常利益 1,025,293 1,390,716

特別利益

固定資産売却益 － 49,248

特別利益合計 － 49,248

特別損失

投資有価証券評価損 7,796 －

固定資産廃棄損 37,959 －

減損損失 － 16,551

特別損失合計 45,755 16,551

税金等調整前四半期純利益 979,537 1,423,413

法人税、住民税及び事業税 244,562 386,339

法人税等調整額 78,597 180,212

法人税等合計 323,159 566,552

少数株主損益調整前四半期純利益 656,377 856,861

少数株主利益 5,912 8,294

四半期純利益 650,464 848,567

EDINET提出書類

株式会社指月電機製作所(E01899)

四半期報告書

11/20



【四半期連結包括利益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 656,377 856,861

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △30,883 △36,600

為替換算調整勘定 △50,646 △41,165

土地再評価差額金 － 169,237

その他の包括利益合計 △81,530 91,471

四半期包括利益 574,847 948,333

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 570,899 943,825

少数株主に係る四半期包括利益 3,947 4,507
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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３四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23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利益 979,537 1,423,413

減価償却費 729,338 813,701

減損損失 － 16,551

のれん償却額 3,414 3,088

貸倒引当金の増減額（△は減少） △14,870 △520

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,589 △64,929

賞与引当金の増減額（△は減少） △146,184 △228,880

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △6,000 △18,000

受取利息及び受取配当金 △7,858 △8,202

支払利息 14,230 7,583

有形固定資産売却損益（△は益） － △49,248

売上債権の増減額（△は増加） △404,390 △499,653

たな卸資産の増減額（△は増加） △156,770 △221,794

仕入債務の増減額（△は減少） 390,459 50,051

その他 △146,391 122,230

小計 1,240,103 1,345,392

利息及び配当金の受取額 7,858 8,202

利息の支払額 △14,230 △7,583

法人税等の支払額 △301,661 △673,217

営業活動によるキャッシュ・フロー 932,069 672,793

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出 △1,034 △1,152

有形固定資産の取得による支出 △843,393 △1,440,892

有形固定資産の売却による収入 － 59,672

無形固定資産の取得による支出 △4,930 △19,883

その他 25,322 3,356

投資活動によるキャッシュ・フロー △824,036 △1,398,898

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） △181,291 902,862

長期借入れによる収入 200,000 －

長期借入金の返済による支出 △300,000 △1,200,000

自己株式の取得による支出 △169,146 △890

配当金の支払額 △208,951 △309,560

少数株主への配当金の支払額 △964 △2,029

その他 △6,455 △6,455

財務活動によるキャッシュ・フロー △666,810 △616,074

現金及び現金同等物に係る換算差額 △9,965 △9,110

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △568,743 △1,351,289

現金及び現金同等物の期首残高 4,094,109 3,408,819

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 3,525,366

※
 2,057,530
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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】

該当事項はありません。

　

 

【追加情報】

　

当第３四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年12月31日）

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用）

　第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂

正に関する会計基準」（企業会計基準第24号　平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基

準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号　平成21年12月４日）を適用しております。

　

　

　

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成23年３月31日）

当第３四半期連結会計期間
（平成23年12月31日）

※　　手形債権信託契約に基づく手

形譲渡高

 

290,065千円

※　　手形債権信託契約に基づく手

形譲渡高

 

28,632千円

（四半期連結損益計算書関係）

該当事項はありません。

　

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第３四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23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

※　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12月31日現在） （平成23年12月31日現在）

  

現金及び預金勘定 3,525,366千円

現金及び現金同等物 3,525,366千円

 

  

現金及び預金勘定 2,057,530千円

現金及び現金同等物 2,057,530千円
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年12月31日）

 

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５月14日

取締役会
普通株式 105,292 3.5平成22年３月31日平成22年６月11日利益剰余金

平成22年10月29日

取締役会
普通株式 103,659 3.5平成22年９月30日平成22年11月25日利益剰余金

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年12月31日）

 

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23年５月13日

取締役会
普通株式 191,638 6.5平成23年３月31日平成23年６月10日利益剰余金

平成23年10月28日

取締役会
普通株式 117,921 4.0平成23年９月30日平成23年11月25日利益剰余金

　　

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年12月31日）

１．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

　 （単位：千円）

 

報告セグメント
調整額
（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２　

コンデンサ・
モジュール

電力機器
システム

情報機器 合計

売上高       

外部顧客への売上高 9,898,4833,808,01583,34713,789,846－ 13,789,846

セグメント間の内部売上高

又は振替高
15,652 － － 15,652△15,652 －

計 9,914,1363,808,01583,34713,805,499△15,65213,789,846

セグメント利益 1,122,3741,082,4775,0962,209,948△1,178,0371,031,910

　

（注）１．セグメント利益の調整額の内容は以下のとおりであります。

　 （単位：千円）

　 金額

全社費用（注） △1,178,037

合計 △1,178,037

（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。

　

（注）２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　　　該当事項はありません。
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Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年12月31日）

１．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

　 （単位：千円）

 

報告セグメント
調整額
（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２　

コンデンサ・
モジュール

電力機器
システム

情報機器 合計

売上高       

外部顧客への売上高 11,026,2844,599,29179,27715,704,853－ 15,704,853

セグメント間の内部売上高

又は振替高
9,625 － － 9,625△9,625 －

計 11,035,9094,599,29179,27715,714,478△9,62515,704,853

セグメント利益 1,309,6041,401,9015,6492,717,156△1,380,1771,336,979

　

（注）１．セグメント利益の調整額の内容は以下のとおりであります。

　 （単位：千円）

　 金額

全社費用（注） △1,380,177

合計 △1,380,177

（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。

　

（注）２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　　　該当事項はありません。

　

（金融商品関係）

　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べて著しい変動が認め

られないため、記載を省略しております。　

　　

（企業結合等関係）

該当事項はありません。　
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下の通りであります。

　
前第３四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年12月31日）

　　１株当たり四半期純利益金額 21円79銭 28円78銭

（算定上の基礎） 　  

四半期純利益金額（千円） 650,464 848,567

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利益金額（千円） 650,464 848,567

普通株式の期中平均株式数（千株） 29,845 29,481

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要

－ －

（注）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、希薄化効果を有している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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（重要な後発事象）

当社は平成24年２月７日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される 

同法第156条の規定に基づき、自己株式を取得すること及びその具体的な取得方法について決議し、自己株式の

取得を以下の通り実施いたしました。

(1）自己株式取得に関する取締役会の決議内容

①理由

経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため　

②取得する株式の種類

当社普通株式

③取得する株式の総数

350,000株（上限）

④取得する期間

平成24年２月８日

⑤取得価額の総額

114,100千円（上限）

⑥取得の方法

東京証券取引所の自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）による取得

(2）取得日

    平成24年２月８日

(3）その他

上記立会外取引による取得の結果、当社普通株式337,000株（取得価額109,862千円）を取得いたしました。

　

２【その他】

当社は平成23年10月28日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次の通り決議しております。

①中間配当による配当金の総額・・・・・・・・・・・・・・・117,921千円

②１株当たりの金額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４円00銭

③支払請求の効力発生日及び支払開始日・・・・・・・・・・・平成23年11月25日

(注）平成23年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行いました。
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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24年２月８日

株式会社指月電機製作所  

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 矢吹　幸二　　印  

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 中田　明　　　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」に掲げられている株式会社指月

電機製作所の平成23年４月１日から平成24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23年10月

１日から平成23年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成23年４月１日から平成23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、四半期連結包括利益計算書、四半期連

結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

　

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、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四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。　

　

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、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。

四半期レビューにおいては、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が実施される。四半期レビュー手続は、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て限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論　

　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、株式会社指月電機製作所及び連結子会社の平成23年12月31日現在の

財政状態並びに同日をもって終了する第３四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。　

　

利害関係

　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。

（注）　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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