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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期第2四半期 7,938 △21.4 455 △39.7 528 △36.9 240 △52.4

21年3月期第2四半期 10,096 ― 755 ― 837 ― 505 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

22年3月期第2四半期 8.02 8.02
21年3月期第2四半期 16.86 16.81

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年3月期第2四半期 18,573 11,569 62.1 383.89
21年3月期 18,913 11,344 59.8 377.39

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  11,541百万円 21年3月期  11,315百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 3.50 ― 3.50 7.00

22年3月期 ― 3.50

22年3月期 
（予想）

― 3.50 7.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 17,500 △9.5 1,000 △26.6 1,000 △22.7 630 △25.8 21.00
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4.  その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第2四半期 33,061,003株 21年3月期  33,061,003株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  2,996,734株 21年3月期  3,078,667株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 30,006,774株 21年3月期第2四半期 30,005,543株
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 当第２四半期連結会計期間におけるわが国経済は、政府の緊急経済対策の効果により一部で景気の減速感が下げ

止まる状況があるものの、依然として企業業績の低迷、雇用不安による個人消費の冷え込み及び設備投資抑制等の

影響により、厳しい経営環境が継続しました。 

  

 この様な経営環境のもと、当社グループのセグメント別売上高は以下の状況となりました。 

  

①コンデンサ・モジュール部門 

 自動車産業はエコカー減税や新型ハイブリッドカーの増産など明るい話題があるものの、産業機器用関連コンデ

ンサの需要は依然として低調に推移しており、当第２四半期連結累計期間の売上高は53億７千６百万円（前年同期

比18.7％減少）となりました。 

  

②電力機器システム部門 

 省エネ・クリーンエネルギー等の新規需要の動きはあるものの、工場建設・設備投資の低迷等により電力機器需

要も低調に推移し、売上高は24億４千４百万円（前年同期比28.1％減少）となりました。 

  

③情報機器システム部門 

 大型商談の端境期にありますが、「鉄道用表示装置」、「バス用表示装置」などの拡販活動の結果、売上高は１

億５千４百万円（前年同期比17.7％増加）となりました。 

  

 この様な経営環境のもと、当社グループは新市場・新製品の開発・拡販活動、原価低減活動及び経費削減活動に

一丸となり取組んでまいりました結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は79億３千８百万円（前年同期比

21.4％減少）となりました。損益につきましては、営業利益４億５千５百万円（前年同期比39.7％減少）、経常利

益５億２千８百万円（前年同期比36.9％減少）、四半期純利益は２億４千万円（前年同期比52.4％減少）となりま

した。 

  

 当第２四半期連結累計期間末における総資産は185億７千３百万円となり、前連結会計年度末に比べ３億３千９

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３億７千１百万円、受取手形及び売掛金の減

少２億８千７百万円、棚卸資産の減少１億４千３百万円、九州指月株式会社の新棟工場の建設等による建設仮勘定

の増加５億９千６百万円等であります。 

 負債は70億４百万円となり、前連結会計年度末に比べ５億６千４百万円の減少となりました。増減の主なもの

は、買掛金の減少２億９百万円、短期借入金の減少９億４百万円、未払費用の減少１億４百万円、長期借入金の増

加７億円等であります。 

 純資産は115億６千９百万円となり、自己資本比率は62.1％と2.3ポイント増加しました。 

  

  また、当第２四半期におけるキャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・フローは売上債権の減

少等により９億５千１百万円の資金の増加となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは設備投資の増加等

により10億４千４百万円の資金の減少となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは借入金の返済や配当金

の支払等により２億８千６百万円の資金の減少となりました。これらの結果、現金及び現金同等物の当第２四半期

末残高は36億８百万円となり、前連結会計年度末に比べ３億７千１百万円の資金の減少となりました。 

  

  

 現時点において、通期の連結業績予想につきましては、平成21年５月15日に公表した予想値に変更はございませ

ん。 

 なお、今後の見通しにつきましては引き続き検討を行い、業績予想に関し修正の必要が生じた場合には、速やか

に開示する予定であります。 

  

定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

２．連結財政状態に関する定性的情報

３．連結業績予想に関する定性的情報
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 該当事項はありません。  

  

  

①簡便な会計処理 

該当事項はありません。 

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

該当事項はありません。 

  

  

 該当事項はありません。   

４．その他

（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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５．四半期連結財務諸表 
（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21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,708,512 4,080,058

受取手形及び売掛金 3,146,811 3,434,792

商品及び製品 254,916 270,778

仕掛品 253,594 353,973

原材料及び貯蔵品 279,807 306,810

繰延税金資産 232,909 298,401

その他 199,367 300,719

貸倒引当金 △1,050 △1,230

流動資産合計 8,074,868 9,044,304

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,025,923 2,107,247

機械装置及び運搬具（純額） 1,730,653 1,578,768

土地 4,404,598 4,404,388

リース資産（純額） 31,587 35,390

建設仮勘定 843,970 247,155

その他（純額） 220,394 241,774

有形固定資産合計 9,257,128 8,614,724

無形固定資産   

のれん 11,294 18,811

リース資産 4,091 4,592

その他 32,363 35,073

無形固定資産合計 47,749 58,477

投資その他の資産   

投資有価証券 567,741 545,394

長期貸付金 21,563 28,000

繰延税金資産 561,033 585,881

その他 69,257 69,018

貸倒引当金 △25,500 △32,500

投資その他の資産合計 1,194,096 1,195,794

固定資産合計 10,498,974 9,868,995

資産合計 18,573,843 18,913,299
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 593,678 803,483

短期借入金 1,095,091 1,999,092

リース債務 8,607 8,716

未払法人税等 195,613 250,954

未払費用 1,098,854 1,203,850

賞与引当金 369,294 373,801

役員賞与引当金 36,000 47,000

その他 218,118 167,660

流動負債合計 3,615,258 4,854,558

固定負債   

長期借入金 1,000,000 300,000

リース債務 27,071 31,266

再評価に係る繰延税金負債 1,378,935 1,378,935

退職給付引当金 930,073 949,914

その他 53,418 54,414

固定負債合計 3,389,498 2,714,530

負債合計 7,004,757 7,569,089

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,001,745 5,001,745

資本剰余金 3,306,938 3,302,089

利益剰余金 4,017,777 3,882,053

自己株式 △952,113 △977,921

株主資本合計 11,374,348 11,207,967

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 60,905 48,190

土地再評価差額金 859,485 859,485

為替換算調整勘定 △753,284 △800,537

評価・換算差額等合計 167,106 107,139

少数株主持分 27,630 29,104

純資産合計 11,569,085 11,344,210

負債純資産合計 18,573,843 18,913,299
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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20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第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) 

売上高 10,096,595 7,938,215

売上原価 7,252,928 5,570,524

売上総利益 2,843,666 2,367,690

販売費及び一般管理費   

給料及び賃金 489,062 475,203

賞与引当金繰入額 96,292 97,297

役員賞与引当金繰入額 27,648 36,000

退職給付費用 14,963 16,893

運搬費 199,848 161,344

その他 1,259,933 1,125,071

販売費及び一般管理費合計 2,087,748 1,911,810

営業利益 755,918 455,879

営業外収益   

受取利息 1,497 700

受取配当金 9,063 5,737

為替差益 20,355 －

スクラップ売却代 46,642 17,384

受取保険金 － 50,187

その他 76,231 81,931

営業外収益合計 153,789 155,941

営業外費用   

支払利息 23,677 19,457

債権売却損 31,304 23,219

為替差損 － 17,274

支払補償費 － 13,963

その他 17,329 9,252

営業外費用合計 72,311 83,166

経常利益 837,396 528,655

特別損失   

固定資産廃棄損 － 33,654

特別損失合計 － 33,654

税金等調整前四半期純利益 837,396 495,000

法人税、住民税及び事業税 74,154 170,480

法人税等調整額 253,099 83,273

法人税等合計 327,254 253,754

少数株主利益 4,146 583

四半期純利益 505,995 240,662
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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20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第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) 

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 837,396 495,000

減価償却費 369,623 387,186

のれん償却額 2,994 2,258

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,800 △7,180

退職給付引当金の増減額（△は減少） △26,580 △19,841

賞与引当金の増減額（△は減少） 19,502 △4,416

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △34,000 △11,000

受取利息及び受取配当金 △10,560 △6,437

支払利息 23,677 19,457

売上債権の増減額（△は増加） 81,867 299,932

たな卸資産の増減額（△は増加） 87,588 151,472

仕入債務の増減額（△は減少） 58,510 △220,185

その他 284,750 114,035

小計 1,692,969 1,200,283

利息及び配当金の受取額 12,048 6,437

利息の支払額 △31,034 △19,969

法人税等の支払額 △42,450 △235,085

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,631,532 951,666

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 △894 △642

投資有価証券の売却による収入 1,000 －

有形固定資産の取得による支出 △540,599 △1,048,584

その他 1,258 5,068

投資活動によるキャッシュ・フロー △539,236 △1,044,158

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） △320,253 393,582

長期借入れによる収入 300,000 1,000,000

長期借入金の返済による支出 △400,000 △1,600,000

自己株式の取得による支出 △10,708 △2,629

自己株式の売却による収入 37,278 33,286

配当金の支払額 △104,885 △104,938

少数株主への配当金の支払額 － △1,225

その他 － △4,303

財務活動によるキャッシュ・フロー △498,569 △286,228

現金及び現金同等物に係る換算差額 △7,655 7,174

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 586,071 △371,545

現金及び現金同等物の期首残高 2,747,967 3,980,058

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,334,038 3,608,512
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 該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

当第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） 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
コンデンサ・
モジュール
（百万円） 

電力システム
(百万円) 

情報機器
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全
社(百万円) 

連結
（百万円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高 6,564 3,400 131 10,096 － 10,096 

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
51 － － 51 (51) － 

計 6,616 3,400 131 10,148 (51) 10,096 

営業利益 651 852 16 1,520      (764) 755 

  
コンデンサ・
モジュール
（百万円） 

電力システム
(百万円) 

情報機器
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全
社(百万円) 

連結
（百万円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  5,338  2,444  154  7,938 －  7,938

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 38 － － 38 (38) － 

計  5,376  2,444  154  7,976 (38) 7,938

営業利益  555  584  14  1,154 (698)  455

㈱指月電機製作所（6994）　平成22年3月期　第2四半期決算短信

－9－



前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

当第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） 

  

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

当第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） 

  

 該当事項はありません。 

  

  該当事項はありません。 

  

  

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本 

（百万円） 
北米

（百万円） 
その他

（百万円） 
計

（百万円）  
消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する

売上高 
 8,555  865  674  10,096 －  10,096

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 550  55 －  605 (605) － 

計  9,106  921  674  10,702 (605)  10,096

営業利益  1,436  36  47  1,520 (764)  755

  
日本 

（百万円） 
北米

（百万円） 
その他

（百万円） 
計

（百万円）  
消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する

売上高 
7,022 582           333 7,938 －         7,938

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
265            39 － 304 (304) － 

計 7,287 621           333 8,242 (304)  7,938

営業利益 1,153            14          (13) 1,154 (698)          455

〔海外売上高〕

  
北米

（百万円） 
アジア

（百万円） 
計

（百万円） 

Ⅰ 海外売上高  865         1,063  1,929

Ⅱ 連結売上高 － － 10,096 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合

（％） 
         8.6 10.5 19.1 

  
北米

（百万円） 
アジア

（百万円） 
計

（百万円） 

Ⅰ 海外売上高                  582 589 1,172 

Ⅱ 連結売上高 － － 7,938 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合

（％） 
                 7.3 7.4 14.8 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

６．その他の情報
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