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(百万円未満切捨て)

１．平成30年３月期第３四半期の連結業績（平成29年４月１日～平成29年12月31日）

（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
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

30年３月期第３四半期 3,324 △11.3 △651 － △652 － △460 －

29年３月期第３四半期 3,747 △22.9 △907 － △910 － △1,067 －
(注) 包括利益 30年３月期第３四半期 △468百万円( －％) 29年３月期第３四半期 △1,074百万円( －％)
　

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

30年３月期第３四半期 △3.47 －

29年３月期第３四半期 △8.04 －
　　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

30年３月期第３四半期 9,362 4,896 52.3

29年３月期 10,621 5,366 50.5
(参考) 自己資本 30年３月期第３四半期 4,896百万円 29年３月期 5,366百万円
　

　

２．配当の状況

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

29年３月期 － 0.00 － 0.00 0.00

30年３月期 － 0.00 －

30年３月期(予想) 0.00 0.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　

　

３．平成30年３月期の連結業績予想（平成29年４月１日～平成30年３月31日）

(％表示は、対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

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 6,630 △11.1 20 － 10 － 5 － 0.04
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)
　　

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有
　

四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用に関する注記

　 (注)詳細は、添付資料P.8「四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。

　

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

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
　　

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 30年３月期３Ｑ 132,796,338株 29年３月期 132,796,338株

② 期末自己株式数 30年３月期３Ｑ 57,145株 29年３月期 50,514株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年３月期３Ｑ 132,742,718株 29年３月期３Ｑ 132,749,477株

　　
※ 四半期決算短信は四半期レビューの対象外です

※ 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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

平成30年３月期第３四半期連結累計期間(平成29年４月１日～平成29年12月31日)におけるわが国経済は、企業収

益の改善傾向が持続するなか、人手不足を背景とした合理化・省力化に向けた設備投資の増加や良好な雇用環境に

よって個人消費にも持ち直し傾向が見られるなど、景気は緩やかな回復基調で推移しました。一方、海外において

は、欧州や米国の政治的不確実性や一部地域での地政学的リスクの高まりなどで、世界経済の先行きについては依

然として不透明な状況が続いています。

このような状況のもと、当社は、平成28年度をスタート年度とし平成30年度を最終年度とする「２０１６中期事

業計画」の２年目として、当初の中期事業計画の基本方針を踏まえながら、「工事損益悪化防止に向けたリスク管

理体制の強化」や「受注確保に向けた戦略的チーム活動展開」、さらには「厳しい市場環境に対応できるスリムで

筋肉質な体質の推進」などの新たな施策を加えて、競争環境が厳しく必ずしも売上が増加しない場合でも、利益改

善、業績の回復を図ることを最大の目標にして取り組んできました。

その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は前年同期比422百万円（11.3％）減少し、3,324百万円となりま

したが、営業損失は、前年同期に比べ 255百万円改善し△651百万円となりました。同じく、経常損失は前年同期に

比べ257百万円改善して△652百万円となりました。また、親会社株主に帰属する四半期純損失は前年同期に比べ607

百万円改善の△460百万円となっております。

セグメントごとの業績は次のとおりであります。

　 売上高（百万円） 営業損失(△)（百万円）

前第３四半期
連結累計期間

当第３四半期
連結累計期間

増減
前第３四半期
連結累計期間

当第３四半期
連結累計期間

増減

気象防災事業 2,445 2,070 △375 △708 △425 283

宇宙防衛事業 1,301 1,254 △47 △217 △242 △25

調整額(注) ― ― ― 18 16 △2

合計 3,747 3,324 △422 △907 △651 255

（注）営業損失の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。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、予算と実績の調整差額であります。

＜気象防災事業＞

気象防災事業の売上高は、前年同期に比べて気象管制分野、防災分野ともに減少しています。気象管制分野に

おいては、前期において山地災害予知施設関係が多かったことの反動で地上気象分野が減少したことに加え、火

山観測関連工事や水管理等防災分野および３ＤＬＲ（３次元レーザーレーダー）も減少しており、合計で375百万

円減少して2,070百万円となりました。売上高全体に占める割合は62.3%となっております。売上高減少ではあり

ますが、営業利益は、前年同期に大きく業績悪化の要因となった火山観測関連工事等が収束したことで283百万円

損失幅が減少し、425百万円の営業損失となっております。

＜宇宙防衛事業＞

宇宙防衛事業の売上高は、前年同期に比べて工事進行基準案件の売上が減少しており、特にアビオニクス関係

が下回ることで、47百万円減少の1,254百万円となりました。売上高全体に占める割合は37.7％となっています。

営業利益は、売上高減少や一部案件での不具合発生による原価悪化の影響により、前年同期に比べて25百万円減

少の242百万円の営業損失となりました。
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明星電気株式会社(6709) 平成30年３月期 第３四半期決算短信

（２）財政状態に関する説明

資産、負債及び純資産の状況

　（イ）資産

流動資産は、前連結会計年度末に比べて1,211百万円（18.0％）減少し5,514百万円となりました。主な増加の内

訳は、現金及び預金112百万円、仕掛品787百万円、原材料及び貯蔵品18百万円、繰延税金資産201百万円で、主な減

少の内訳は、受取手形及び売掛金2,318百万円、製品22百万円、前渡金12百万円です。

　固定資産は、前連結会計年度末に比べて48百万円（1.2％）減少し3,847百万円となりました。主な増加の内訳は、

建物及び構築物10百万円、機械装置及び運搬具13百万円、有形リース資産40百万円で、主な減少の内訳は建設仮勘

定31百万円です。

　この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて1,259百万円（11.9％）減少し9,362百万円となりました。

　（ロ）負債

流動負債は、前連結会計年度末に比べて854百万円（27.0％）減少し2,314百万円となりました。主な増加の内訳

は未払金22百万円、リース債務10百万円、受注損失引当金120百万円、製品保証引当金12百万円で、主な減少の内訳

は買掛金448百万円、短期借入金402百万円、未払消費税等182百万円、賞与引当金75百万円です。

　固定負債は、前連結会計年度末に比べて63百万円（3.1％）増加し、2,151百万円となりました。主な増加の内訳

はリース債務28百万円、退職給付に係る負債35百万円です。

　この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて790百万円（15.0％）減少し4,465百万円となりました。

　（ハ）純資産

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて469百万円（8.8％）減少し4,896百万円となりました。主として、四半

期純損失の計上により利益剰余金が460百万円減少したことによる影響です。純資産は減少したものの、総資産が大

きく減少したため、自己資本比率は前連結会計年度末の50.5％から1.8ポイント上昇し52.3％となっております。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

一部案件の次年度への期ずれが発生していることや宇宙防衛事業におけるアビオニクス分野での受注の伸び悩み

などで売上高が前回予想値を下回る見込みとなり、その影響から利益についても下回る見込みとなりました。こう

した状況を踏まえ、平成29年10月31日に公表いたしました平成30年３月期の連結業績予想を修正いたしました。

詳細につきましては、平成30年２月１日付で発表しております「通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参

照ください。
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明星電気株式会社(6709) 平成30年３月期 第３四半期決算短信

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（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 151,183 264,083

受取手形及び売掛金 5,197,398 2,878,660

製品 137,319 115,302

仕掛品 487,125 1,274,614

原材料及び貯蔵品 512,082 530,848

前渡金 12,472 －

繰延税金資産 186,983 388,008

その他 42,365 62,913

貸倒引当金 △764 －

流動資産合計 6,726,166 5,514,432

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 318,276 329,008

機械装置及び運搬具（純額） 322,449 336,357

土地 2,546,772 2,546,772

リース資産（純額） 52,671 93,447

建設仮勘定 99,390 68,022

その他（純額） 349,258 272,333

有形固定資産合計 3,688,819 3,645,941

無形固定資産

リース資産 2,829 1,228

その他 30,642 21,989

無形固定資産合計 33,472 23,217

投資その他の資産

投資有価証券 107,038 106,519

長期貸付金 76 76

退職給付に係る資産 20,661 27,222

繰延税金資産 11,897 14,210

その他 52,717 49,352

貸倒引当金 △18,870 △18,870

投資その他の資産合計 173,521 178,512

固定資産合計 3,895,813 3,847,671

資産合計 10,621,979 9,362,104
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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 1,521,492 1,072,587

短期借入金 816,515 413,854

未払金 130,653 153,226

リース債務 16,312 26,855

未払法人税等 24,376 25,414

未払消費税等 184,526 1,769

製品保証引当金 109,542 121,557

賞与引当金 170,718 95,257

受注損失引当金 73,622 193,866

その他 120,844 210,180

流動負債合計 3,168,604 2,314,569

固定負債

リース債務 38,746 67,453

退職給付に係る負債 1,301,040 1,336,177

環境対策引当金 15,400 15,400

再評価に係る繰延税金負債 732,011 732,011

固定負債合計 2,087,198 2,151,041

負債合計 5,255,803 4,465,611

純資産の部

株主資本

資本金 2,996,530 2,996,530

利益剰余金 681,849 221,335

自己株式 △5,590 △6,273

株主資本合計 3,672,789 3,211,592

その他の包括利益累計額

繰延ヘッジ損益 － △3,202

土地再評価差額金 1,671,177 1,671,177

退職給付に係る調整累計額 22,208 16,926

その他の包括利益累計額合計 1,693,385 1,684,901

純資産合計 5,366,175 4,896,493

負債純資産合計 10,621,979 9,362,104
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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 3,747,188 3,324,393

売上原価 3,597,391 3,036,070

売上総利益 149,797 288,323

販売費及び一般管理費 1,056,843 939,777

営業損失（△） △907,045 △651,454

営業外収益

受取利息 1,148 1,168

受取配当金 － 6

受取賃貸料 12,321 12,459

為替差益 3,841 1,728

その他 4,871 3,362

営業外収益合計 22,182 18,725

営業外費用

支払利息 3,442 3,250

支払手数料 8,261 4,517

株式管理費用 8,560 7,313

その他 5,395 4,738

営業外費用合計 25,660 19,820

経常損失（△） △910,524 △652,548

特別損失

減損損失 703 －

特別損失合計 703 －

税金等調整前四半期純損失（△） △911,228 △652,548

法人税等 156,349 △192,034

四半期純損失（△） △1,067,577 △460,514

非支配株主に帰属する四半期純利益 － －

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △1,067,577 △460,514
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明星電気株式会社(6709) 平成30年３月期 第３四半期決算短信

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)

四半期純損失（△） △1,067,577 △460,514

その他の包括利益

繰延ヘッジ損益 － △3,202

退職給付に係る調整額 △6,995 △5,282

その他の包括利益合計 △6,995 △8,484

四半期包括利益 △1,074,572 △468,999

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,074,572 △468,999

非支配株主に係る四半期包括利益 － －
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明星電気株式会社(6709) 平成30年３月期 第３四半期決算短信

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

　 該当事項はありません。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

（税金費用の計算）

税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計

適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益または税引前四半期純損失に当該見積実効税率を乗じ

て計算しております。

ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効

　 税率を使用する方法によっております。
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３．その他

（１）生産、受注及び販売の状況

　

　①生産実績

当第３四半期連結累計期間における生産実績は、次のとおりです。

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) 前年同期比(％)

金額(千円)

4,089,865 0.1

（注）１.金額は販売価格によっております。

２.上記の金額には消費税等は含まれておりません。

　②受注実績

当第３四半期連結累計期間における受注実績は、次のとおりです。

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)

受注高(千円) 前年同期比(％) 受注残高(千円) 前年同期比(％)

4,793,247 0.5 3,823,701 △2.6

（注）上記の金額には消費税等は含まれておりません。

　③販売実績

当第３四半期連結累計期間における販売実績は、次のとおりです。

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) 前年同期比(％)

金額(千円)

3,324,393 △11.3

（注）上記の金額に消費税等は含まれておりません。
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