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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89期

第３四半期
連結累計期間

第90期
第３四半期
連結累計期間

第89期

会計期間
自　平成28年４月１日
至　平成28年12月31日

自　平成29年４月１日
至　平成29年12月31日

自　平成28年４月１日
至　平成29年３月31日

売上高 （百万円） 15,029 14,945 20,933

経常利益 （百万円） 1,130 1,028 1,766

親会社株主に帰属する

四半期（当期）純利益
（百万円） 607 1,135 925

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 697 1,290 1,175

純資産額 （百万円） 22,132 23,522 22,609

総資産額 （百万円） 27,681 27,723 28,249

１株当たり四半期（当期）

純利益金額
（円） 20.00 34.41 29.84

自己資本比率 （％） 79.1 83.8 79.1

 

回次
第89期

第３四半期
連結会計期間

第90期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自　平成28年10月１日
至　平成28年12月31日

自　平成29年10月１日
至　平成29年12月31日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 11.16 8.99

（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、潜在株式が存在しないため記載

しておりません。

 

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）は、選択と集中の観点か

ら、中核事業であるコンデンサ・モジュール事業及び電力機器システム事業に経営資源を集中し、商品力強

化による今後の継続的な成長を図るため、情報機器システム事業を譲渡いたしました。
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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とおりであります。

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、所得や雇用の改善により、個人消費、設備投資などにも

持ち直しの動きがみられ、景気は回復基調で推移いたしましたが、米国の政策動向や地政学リスクなどの影響

が懸念され、景気の先行きは不透明な状況が続きました。

　この様な経営環境のもと、受注・売上の確保、原価低減活動に努めてまいりましたが、ハイブリッド自動車

（ＨＥＶ）用コンデンサは増加したものの、新エネルギー用のコンデンサが減少いたしました結果、売上高は

前年同期比で0.6％減少の149億４千５百万円となりました。

　損益につきましては、販売費及び一般管理費の増加により、営業利益は前年同期比で13.3％減少の７億７千

６百万円、経常利益は前年同期比で9.0％減少の10億２千８百万円となりました。また、特定顧客に納入した一

部製品に関する不具合の補償費用を特別損失に計上した一方、情報機器システム事業の事業譲渡に伴う譲渡益

や、支店移転に伴う固定資産売却益等を特別利益に計上したことにより、親会社株主に帰属する四半期純利益

は前年同期比で86.9％増加の11億３千５百万円となりました。

　なお、セグメント別での結果は次のとおりであります。

①コンデンサ・モジュール

　ハイブリッド自動車（ＨＥＶ）用コンデンサは好調に推移いたしましたが、新エネルギー関連が減少いた

しました。結果、売上高は前年同期比0.7％減少の98億３千６百万円となりました。

②電力機器システム

　瞬時電圧低下補償装置は前年同期比で減少いたしましたが、力率改善装置が堅調に推移いたしました。

結果、売上高は前年同期比0.7％増加の49億５千７百万円となりました。

③情報機器システム

　第２四半期連結会計期間に情報機器システム事業を事業譲渡いたしましたが、事業譲渡前に受けた注文等

の売上が当第３四半期連結会計期間にも計上されております。売上高は前年同期比25.4％減少の１億５千１

百万円となりました。

 

(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277億２千３百万円となり、前連結会計年度末に比べ５億２千

６百万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18億１千６百万円、電子記録債権の増

加２億７千万円、建物及び構築物の増加８億８百万円等であります。

　負債は42億１百万円となり、前連結会計年度末に比べ14億３千９百万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９億円、未払法人税等の減少２億３千４百万円、賞与引当金の減少２億１千５百万円

等であります。

　純資産は235億２千２百万円となり、自己資本比率は83.8％と4.7ポイント増加しました。

 

(3)事業上及び財務上の対処すべき課題

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

 

(4)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活動の金額は、３億７百万円であります。

　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29年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成30年２月14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)

単元株式数は

100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29年10月１日

～平成29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29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29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　　 63,200 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式　32,965,000           329,590 －

単元未満株式 普通株式　　 32,803 －
一単元（100株）未

満の株式

発行済株式総数 　　　　　33,061,003 － －

総株主の議決権 －          329,590 －

（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60個が含まれておりません。

 

②【自己株式等】

（平成29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
63,200 － 63,200 0.19

計  － 63,200 － 63,200 0.19

 

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。

 

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29年10月１

日から平成29年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成29年４月１日から平成29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29年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成29年12月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,901,659 5,085,396

受取手形及び売掛金 ※１ 5,716,304 ※１ 5,551,237

電子記録債権 ※１ 1,370,128 ※１ 1,641,114

商品及び製品 419,471 445,429

仕掛品 290,901 373,090

原材料及び貯蔵品 518,517 594,057

繰延税金資産 279,111 217,504

その他 100,984 337,987

貸倒引当金 △6,413 △6,667

流動資産合計 15,590,664 14,239,149

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,512,859 4,321,646

機械装置及び運搬具（純額） 1,960,594 1,940,863

土地 4,283,296 4,095,852

リース資産（純額） 218 -

建設仮勘定 831,929 617,798

その他（純額） 269,717 255,279

有形固定資産合計 10,858,615 11,231,440

無形固定資産   

ソフトウエア 42,965 55,606

その他 9,137 31,018

無形固定資産合計 52,103 86,625

投資その他の資産   

投資有価証券 1,622,047 1,669,867

繰延税金資産 58,215 62,651

退職給付に係る資産 41,159 21,863

その他 31,464 416,460

貸倒引当金 △4,500 △4,530

投資その他の資産合計 1,748,386 2,166,313

固定資産合計 12,659,105 13,484,378

資産合計 28,249,769 27,723,528
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(平成29年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成29年12月31日)

負債の部   

流動負債   

買掛金 895,334 841,349

短期借入金 900,000 -

リース債務 218 -

未払費用 675,367 759,139

未払法人税等 246,801 12,067

賞与引当金 404,674 189,175

役員賞与引当金 45,000 29,400

製品保証引当金 38,064 25,892

その他 316,040 404,555

流動負債合計 3,521,501 2,261,579

固定負債   

長期未払費用 272,504 175,127

繰延税金負債 206,995 282,060

再評価に係る繰延税金負債 1,001,965 1,001,965

退職給付に係る負債 383,438 318,829

その他 253,912 161,674

固定負債合計 2,118,815 1,939,657

負債合計 5,640,317 4,201,236

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,001,745 5,001,745

資本剰余金 4,276,006 4,276,006

利益剰余金 11,731,516 11,679,338

自己株式 △20,540 △20,812

株主資本合計 20,988,727 20,936,278

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 726,672 823,209

土地再評価差額金 1,147,468 1,971,993

為替換算調整勘定 △602,675 △587,646

退職給付に係る調整累計額 99,462 100,653

その他の包括利益累計額合計 1,370,928 2,308,209

非支配株主持分 249,796 277,803

純資産合計 22,609,452 23,522,292

負債純資産合計 28,249,769 27,723,528
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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28年４月１日
　至　平成28年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成29年４月１日
　至　平成29年12月31日)

売上高 15,029,059 14,945,474

売上原価 10,897,063 10,759,934

売上総利益 4,131,996 4,185,539

販売費及び一般管理費   

給料及び賃金 729,356 777,671

賞与引当金繰入額 48,569 55,648

役員賞与引当金繰入額 26,500 29,400

製品保証引当金繰入額 35,578 -

退職給付費用 37,331 35,524

その他 2,358,546 2,510,626

販売費及び一般管理費合計 3,235,881 3,408,870

営業利益 896,115 776,669

営業外収益   

受取利息 2,503 3,829

受取配当金 23,277 26,261

固定資産賃貸料 34,343 35,010

為替差益 - 7,086

スクラップ売却代 66,725 104,520

売電収入 23,060 23,882

助成金収入 150,344 135,014

その他 31,104 11,086

営業外収益合計 331,359 346,690

営業外費用   

支払利息 1,996 1,442

持分法による投資損失 4,162 38,447

債権売却損 28,132 13,311

為替差損 8,406 -

売電費用 19,875 17,457

その他 34,364 24,382

営業外費用合計 96,936 95,041

経常利益 1,130,537 1,028,318

特別利益   

固定資産売却益 - 309,536

投資有価証券売却益 21,598 32,397

事業譲渡益 - 56,910

特別利益合計 21,598 398,844

特別損失   

支払補償費 - 50,862

減損損失 75,840 -

製品不具合対策費用 190,000 -

特別損失合計 265,840 50,862

税金等調整前四半期純利益 886,296 1,376,300

法人税、住民税及び事業税 241,820 124,130

法人税等調整額 1,134 88,869

法人税等合計 242,954 212,999

四半期純利益 643,341 1,163,300

非支配株主に帰属する四半期純利益 35,792 27,977

親会社株主に帰属する四半期純利益 607,549 1,135,322
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【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28年４月１日
　至　平成28年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成29年４月１日
　至　平成29年12月31日)

四半期純利益 643,341 1,163,300

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 177,489 96,536

為替換算調整勘定 △122,915 29,574

退職給付に係る調整額 25 1,190

その他の包括利益合計 54,600 127,302

四半期包括利益 697,942 1,290,602

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 659,989 1,248,079

非支配株主に係る四半期包括利益 37,953 42,522
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

※１　四半期連結会計期間末日満期手形

　　　　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、当四半期連結会計期間末日が金融機関の休日

でしたが、満期日に決済が行なわれたものとして処理しております。当四半期連結会計期間末日満期手形

の金額は、次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（平成29年３月31日）
当第３四半期連結会計期間
（平成29年12月31日）

受取手形 －千円 47,594千円

電子記録債権 －千円 17,616千円

 

※２　偶発債務

　特定顧客に納入した、当社グループの一部製品において不具合が発生しており、顧客での不具合対応費用

の一部を負担する可能性がありますが、現時点では金額の合理的見積りが困難であるため、その影響を当第

３四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表に反映しておりません。

 

（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に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四

半期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自　平成28年４月１日
至　平成28年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成29年４月１日
至　平成29年12月31日）

減価償却費 692,704千円 718,507千円

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成28年４月１日　至　平成28年12月31日）

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28年５月13日

取締役会
普通株式 174,615 6.0 平成28年３月31日 平成28年６月10日 利益剰余金

平成28年10月28日

取締役会
普通株式 145,499 5.0 平成28年９月30日 平成28年11月28日 利益剰余金

 

２．株主資本の金額の著しい変動

当社は、平成28年10月３日付で、株式会社村田製作所を引受先とした第三者割当による自己株式の処分を

行っております。この結果、当第３四半期連結累計期間において資本剰余金が967,720千円増加、自己株式

が1,227,979千円減少し、当第３四半期連結会計期間末において資本剰余金が4,276,006千円、自己株式が

20,327千円となっております。

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成29年４月１日　至　平成29年12月31日）

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29年５月11日

取締役会
普通株式 197,987 6.0 平成29年３月31日 平成29年６月９日 利益剰余金

平成29年10月30日

取締役会
普通株式 164,988 5.0 平成29年９月30日 平成29年11月27日 利益剰余金

 

２．株主資本の金額の著しい変動

該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自平成28年４月１日 至平成28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
システム

合計

売上高       

外部顧客への売上高 9,900,648 4,924,786 203,624 15,029,059 － 15,029,059

セグメント間の内部売上高

又は振替高
11,182 － － 11,182 △11,182 －

計 9,911,831 4,924,786 203,624 15,040,242 △11,182 15,029,059

セグメント利益 559,587 1,424,298 24,293 2,008,179 △1,112,064 896,115

 

（注）１．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） △1,112,064

合計 △1,112,064

（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

　（固定資産に係る重要な減損損失）

　当社子会社が保有する一部の建物については、第１四半期連結会計期間に取壊し決議を行ったことから、

帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額及び解体費用を減損損失として特別損失に計上しておりま

す。

　その結果、コンデンサ・モジュールにおいて75,840千円を減損損失として計上しております。
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Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自平成29年４月１日 至平成29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
システム

合計

売上高       

外部顧客への売上高 9,836,039 4,957,622 151,812 14,945,474 － 14,945,474

セグメント間の内部売上高

又は振替高
127 － － 127 △127 －

計 9,836,166 4,957,622 151,812 14,945,602 △127 14,945,474

セグメント利益 548,191 1,350,508 22,071 1,920,771 △1,144,102 776,669

 

（注）１．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） △1,144,102

合計 △1,144,102

（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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（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、以下のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自　平成28年４月１日
至　平成28年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成29年４月１日
至　平成29年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額 20円00銭 34円41銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益金額

（千円）
607,549 1,135,322

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する

四半期純利益金額（千円）
607,549 1,135,322

普通株式の期中平均株式数（千株） 30,376 32,997

（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、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

２【その他】

平成29年10月30日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議しております。

(イ）配当金の総額………………………………………164,988千円

(ロ）１株当たりの金額…………………………………５円00銭

(ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日…………平成29年11月27日

(注）平成29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30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 木村　文彦　　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29年４月１日から平成30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29年

10月１日から平成29年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成29年４月１日から平成29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

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29年12月31日

現在の財政状態及び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。

　　　　２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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