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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年12月31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 ％

24年3月期第3四半期 15,704 13.9 1,336 29.6 1,390 35.6 848 30.5
23年3月期第3四半期 13,789 13.7 1,031 19.1 1,025 8.0 650 31.5

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 948百万円 （65.0％） 23年3月期第3四半期 574百万円 （―％）

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

24年3月期第3四半期 28.78 ―

23年3月期第3四半期 21.79 ―

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

24年3月期第3四半期 19,515 13,428 68.6 454.23
23年3月期 19,863 12,792 64.2 432.70

（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  13,390百万円 23年3月期  12,757百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

年間配当金

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

23年3月期 ― 3.50 ― 6.50 10.00
24年3月期 ― 4.00 ―

24年3月期（予想） 3.50 7.50

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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 20,450 6.3 1,720 8.2 1,720 7.5 1,100 9.1 37.31



(1) 当四半期連結累計期間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) 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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく
四半期財務諸表のレビュー手続きは終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料は記載されている業績の見通し等の将来に関する記述は、当社が現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、実際の業績は業況の変化な
どにより、この業績予想と異なる可能性があります。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期3Q 33,061,003 株 23年3月期 33,061,003 株

② 期末自己株式数 24年3月期3Q 3,580,840 株 23年3月期 3,578,110 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 29,481,037 株 23年3月期3Q 29,845,122 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

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、事業部門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）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期における総資産は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、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。  

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次の通りであります。 

 営業活動におけるキャッシュ・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。 

 投資活動におけるキャッシュ・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。 

 財務活動におけるキャッシュ・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。 

     

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 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23年10月21日に公表しま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。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

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の適用 

該当事項はありません。   

   

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当事項はありません。   

   

   

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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４．四半期連結財務諸表 
（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

株式会社指月電機製作所（6994）　平成24年３月期　第３四半期決算短信

－5－



（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 25,386

営業外収益合計 124,131 174,684

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 35,696

営業外費用合計 130,748 120,947

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
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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   

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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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）   

該当事項はありません。  

   

   

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 

  

（注）１．調整額の内容は以下のとおりであります。 

（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。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

  （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  9,898,483  3,808,015  83,347  13,789,846  －  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  9,914,136  3,808,015  83,347  13,805,499  △15,652  13,789,846

セグメント利益  1,122,374  1,082,477  5,096  2,209,948  △1,178,037  1,031,910

  （単位：千円）

  金額

全社費用（注）  △1,178,037

合計  △1,178,037
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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 

  

（注）１．調整額の内容は以下のとおりであります。 

（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。 

   

   

該当事項はありません。   

   

   

該当事項はありません。   

   

  （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  11,026,284  4,599,291  79,277  15,704,853  －  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  11,035,909  4,599,291  79,277  15,714,478  △9,625  15,704,853

セグメント利益  1,309,604  1,401,901  5,649  2,717,156  △1,380,177  1,336,979

  （単位：千円）

  金額

全社費用（注）  △1,380,177

合計  △1,380,177

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）重要な後発事象
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