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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90期

第３四半期
連結累計期間

第91期
第３四半期
連結累計期間

第90期

会計期間
自　2017年４月１日
至　2017年12月31日

自　2018年４月１日
至　2018年12月31日

自　2017年４月１日
至　2018年３月31日

売上高 （百万円） 14,945 15,966 20,168

経常利益 （百万円） 1,028 944 1,504

親会社株主に帰属する

四半期（当期）純利益
（百万円） 1,135 499 87

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 1,290 415 150

純資産額 （百万円） 23,522 22,422 22,382

総資産額 （百万円） 27,662 27,610 28,874

１株当たり四半期（当期）

純利益金額
（円） 34.41 15.13 2.64

自己資本比率 （％） 84.0 80.1 76.5

 

回次
第90期

第３四半期
連結会計期間

第91期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自　2017年10月１日
至　2017年12月31日

自　2018年10月１日
至　2018年12月31日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 8.99 1.99

（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。

４．「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　2018年２月16日）等を第１四半期連

結会計期間の期首から適用しており、前第３四半期連結累計期間及び前連結会計年度に係る主要な経営指標等に

ついては、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。

 

 

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。

　なお、第１四半期連結会計期間より報告セグメントの区分を変更しております。詳細は、「第４　経理の状

況　１　四半期連結財務諸表　注記事項（セグメント情報等）」に記載のとおりであります。
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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【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中における将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

　なお、「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　2018年２月16日）等を第１四

半期連結会計期間の期首から適用しており、財政状態については遡及処理後の前連結会計年度末の数値で比較

を行っております。

 

(1)財政状態及び経営成績の状況

　当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益や雇用環境の改善などを背景に、総じて穏やか

な回復基調で推移いたしましたが、米中間での貿易摩擦問題や米国政権の運営不安等の影響による世界経済の

下振れリスクの増大により、先行き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結果、コンデンサ・モ

ジュール、電力機器システムともに売上が増加し、当第３四半期連結累計期間の連結売上高は159億６千６百万

円（前年同期比6.8％増加）となりました。

　損益につきましては、商品構成変化や材料コスト増加等に伴う原価率上昇の影響により、営業利益は７億６

千５百万円（前年同期比1.4％減少）、経常利益は９億４千４百万円（前年同期比8.2％減少）、親会社株主に

帰属する四半期純利益は４億９千９百万円（前年同期比56.0％減少）となりました。

 

　セグメント別での結果は次のとおりであります。

　なお、第１四半期連結会計間より、報告セグメントの区分を変更しており、以下の前年同四半期比較につい

ては、前年同四半期の数値を変更後のセグメント区分に組み替えた数値で比較しております。

①コンデンサ・モジュール

　ハイブリッド自動車用コンデンサ及び海外市場の産業用が好調に推移いたしました。結果、売上高は前年

同期比7.3％増加の105億５千２百万円となりました。

②電力機器システム

　力率改善装置が堅調に推移したほか、鉄道用が伸長いたしました。結果、売上高は前年同期比9.0％増加の

54億３百万円となりました。

③その他

　前期事業譲渡いたしました情報機器システムの影響で、売上高は前年同期比92.5％減少の１千１百万円とな

りました。

 

　財政状態の分析は次のとおりであります。

　当第３四半期連結会計期間末における総資産は276億１千万円となり、前連結会計年度末に比べ12億６千３百

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22億６千６百万円、電子記録債権の増加５

億１千１百万円、建設仮勘定の増加７億１千７百万円等であります。

　負債は51億８千８百万円となり、前連結会計年度末に比べ13億３百万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、賞与引当金の減少１億５千９百万円、長期未払費用の減少１億３千５百万円

等であります。

　純資産は224億２千２百万円となり、自己資本比率は80.1％と3.6ポイント増加いたしました。

 

(2)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。

 

(3)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、２億８千５百万円であります。

　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。

 

３【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。
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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）
（2018年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（2019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】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

②【その他の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）【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）

2018年10月１日

～2018年12月31日
－ 33,061 － 5,001,745 － 1,300,000

 

（５）【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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（６）【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（2018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】

（2018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　　　　　63,700 － －

完全議決権株式

（その他）
普通株式　　　32,965,400 329,594 －

単元未満株式 普通株式　　　　　31,903 －
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 － 329,594 －

（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】

（2018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
63,700 － 63,700 0.19

計 　　　　　－ 63,700 － 63,700 0.19

 

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

（1）執行役の状況

　　①退任執行役

役名 職名 氏名 退任年月日

執行役 秋田指月㈱　取締役工場長 藤原　健吾 2018年10月15日

 

（2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性10名　女性－名（役員のうち女性の比率－％）
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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」（2007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（2018年10月１日から

2018年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（2018年４月１日から2018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
(2018年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2018年12月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,594,182 4,327,218

受取手形及び売掛金 ※１ 5,286,348 ※１ 5,422,341

電子記録債権 ※１ 1,765,087 ※１ 2,276,281

商品及び製品 541,711 653,133

仕掛品 390,612 437,479

原材料及び貯蔵品 586,837 693,049

その他 266,126 100,646

貸倒引当金 △6,559 △6,627

流動資産合計 15,424,346 13,903,523

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,277,385 4,107,412

機械装置及び運搬具（純額） 2,304,415 2,294,592

土地 4,095,860 4,095,878

建設仮勘定 326,796 1,044,564

その他（純額） 249,265 243,714

有形固定資産合計 11,253,723 11,786,162

無形固定資産   

ソフトウエア 55,144 72,628

その他 31,353 20,000

無形固定資産合計 86,497 92,629

投資その他の資産   

投資有価証券 1,463,502 1,313,405

長期貸付金 390,209 338,796

繰延税金資産 154,641 90,644

退職給付に係る資産 42,598 27,364

その他 63,564 62,818

貸倒引当金 △4,530 △4,530

投資その他の資産合計 2,109,985 1,828,499

固定資産合計 13,450,206 13,707,291

資産合計 28,874,553 27,610,814
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度
(2018年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2018年12月31日)

負債の部   

流動負債   

買掛金 891,786 933,157

短期借入金 900,000 -

未払費用 1,448,413 1,373,016

未払法人税等 39,802 211,406

賞与引当金 350,199 190,376

役員賞与引当金 - 29,700

製品保証引当金 24,519 24,519

その他 640,716 475,831

流動負債合計 4,295,436 3,238,007

固定負債   

長期未払費用 753,693 618,336

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 305,426 282,260

その他 135,783 47,831

固定負債合計 2,196,868 1,950,393

負債合計 6,492,304 5,188,401

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 10,631,115 10,767,424

自己株式 △20,864 △21,099

株主資本合計 19,888,003 20,024,078

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 720,458 612,489

土地再評価差額金 1,971,993 1,971,993

為替換算調整勘定 △605,947 △605,073

退職給付に係る調整累計額 119,992 112,678

その他の包括利益累計額合計 2,206,496 2,092,087

非支配株主持分 287,747 306,248

純資産合計 22,382,248 22,422,413

負債純資産合計 28,874,553 27,610,814
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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　2017年４月１日
　至　2017年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2018年４月１日
　至　2018年12月31日)

売上高 14,945,474 15,966,944

売上原価 10,759,934 11,867,023

売上総利益 4,185,539 4,099,920

販売費及び一般管理費   

給料及び賃金 777,671 787,879

賞与引当金繰入額 55,648 52,990

役員賞与引当金繰入額 29,400 29,700

退職給付費用 35,524 33,205

その他 2,510,626 2,430,447

販売費及び一般管理費合計 3,408,870 3,334,223

営業利益 776,669 765,697

営業外収益   

受取利息 3,829 6,263

受取配当金 26,261 28,911

固定資産賃貸料 35,010 33,323

為替差益 7,086 -

スクラップ売却益 104,520 118,380

売電収入 23,882 23,993

助成金収入 135,014 94,678

その他 11,086 19,016

営業外収益合計 346,690 324,567

営業外費用   

支払利息 1,442 406

持分法による投資損失 38,447 88,023

債権売却損 13,311 9,478

為替差損 - 6,311

売電費用 17,457 15,765

その他 24,382 25,862

営業外費用合計 95,041 145,847

経常利益 1,028,318 944,416

特別利益   

固定資産売却益 309,536 -

投資有価証券売却益 32,397 -

事業譲渡益 56,910 -

受取解決金 - 66,755

特別利益合計 398,844 66,755

特別損失   

支払補償費 50,862 -

和解金 - 80,056

特別損失合計 50,862 80,056

税金等調整前四半期純利益 1,376,300 931,115

法人税、住民税及び事業税 124,130 293,365

法人税等調整額 88,869 108,694

法人税等合計 212,999 402,059

四半期純利益 1,163,300 529,055

非支配株主に帰属する四半期純利益 27,977 29,775

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,135,322 499,279
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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　2017年４月１日
　至　2017年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2018年４月１日
　至　2018年12月31日)

四半期純利益 1,163,300 529,055

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 96,536 △107,969

為替換算調整勘定 29,574 1,704

退職給付に係る調整額 1,190 △7,313

その他の包括利益合計 127,302 △113,578

四半期包括利益 1,290,602 415,476

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,248,079 384,870

非支配株主に係る四半期包括利益 42,522 30,605
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【注記事項】

（追加情報）

（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用）

　「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　2018年２月16日）等を第１四半期連結

会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分

に表示しております。

 

（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等

　　　　四半期連結会計期間末日満期手形等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

形等の金額は、次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（2018年３月31日）
当第３四半期連結会計期間

（2018年12月31日）

受取手形 69,120千円 87,247千円

電子記録債権 11,643 13,635

 

（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　2017年４月１日
至　2017年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　2018年４月１日
至　2018年12月31日）

減価償却費 718,507千円 800,381千円

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　2017年４月１日　至　2017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

2017年５月11日

取締役会
普通株式 197,987 6.0 2017年３月31日 2017年６月９日 利益剰余金

2017年10月30日

取締役会
普通株式 164,988 5.0 2017年９月30日 2017年11月27日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　2018年４月１日　至　2018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

2018年５月14日

取締役会
普通株式 197,984 6.0 2018年３月31日 2018年６月８日 利益剰余金

2018年10月31日

取締役会
普通株式 164,986 5.0 2018年９月30日 2018年11月30日 利益剰余金
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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2017年４月１日 至2017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
その他
（注）１

合計
調整額
（注）２

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）３

 
コンデンサ・
モジュール

電力機器
システム

計

売上高        

外部顧客への売上高 9,836,039 4,957,622 14,793,661 151,812 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 △127 －

計 9,836,166 4,957,622 14,793,789 151,812 14,945,602 △127 14,945,474

セグメント利益 548,191 1,350,508 1,898,700 22,071 1,920,771 △1,144,102 776,669

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、情報機器システム事

業であります。

（注）２．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）３．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。

 

 

EDINET提出書類

株式会社指月電機製作所(E01899)

四半期報告書

12/16



Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自2018年４月１日 至2018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
その他
（注）１

合計
調整額
（注）２

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）３

 
コンデンサ・
モジュール

電力機器
システム

計

売上高        

外部顧客への売上高 10,552,432 5,403,118 15,955,551 11,393 15,966,944 － 15,966,944

セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ － － － － － －

計 10,552,432 5,403,118 15,955,551 11,393 15,966,944 － 15,966,944

セグメント利益 513,345 1,389,004 1,902,349 5,039 1,907,389 △1,141,691 765,697

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、情報機器システム事

業であります。

（注）２．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） △1,141,691

合計 △1,141,691

（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）３．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．報告セグメントの変更等に関する事項

　前連結会計年度において報告セグメントとしていた「情報機器システム事業」は、重要性が低下したことによ

り、「その他」として記載する方法に変更しております。

　なお、前第３四半期連結累計期間のセグメント情報は、変更後の報告セグメントの区分に基づき作成したもの

を開示しております。

 

（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　2017年４月１日
至　2017年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　2018年４月１日
至　2018年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額 34円41銭 15円13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）
1,135,322 499,279

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）
1,135,322 499,279

普通株式の期中平均株式数（千株） 32,997 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。

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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２【その他】

2018年10月31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………………………………………164,986千円

(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…………2018年11月30日

(注）2018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。

 

EDINET提出書類

株式会社指月電機製作所(E01899)

四半期報告書

14/16



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
 

 

 2019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 中田　 明　　 印  

 

 
 
指定有限責任社員
業務執行社員

 
 
公認会計士 千原　徹也　　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2018年4月1日から2019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（2018年10月1日から2018年

12月31日まで）及び第3四半期連結累計期間（2018年4月1日から2018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2018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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