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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年6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 ％

25年3月期第1四半期 4,791 △3.1 253 △34.0 258 △32.3 68 △75.0

24年3月期第1四半期 4,946 18.2 384 100.9 381 107.8 275 65.0

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 64百万円 （△77.9％） 24年3月期第1四半期 290百万円 （76.3％）

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

25年3月期第1四半期 2.36 ―

24年3月期第1四半期 9.34 ―

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

25年3月期第1四半期 19,599 13,729 69.7 469.07
24年3月期 19,848 13,782 69.2 471.03

（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  13,668百万円 24年3月期  13,726百万円

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

24年3月期 ― 4.00 ― 4.00 8.00

25年3月期 ―

25年3月期（予想） 3.50 ― 3.50 7.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日） 
 

（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期(累計) 10,000 △4.5 710 △23.2 710 △22.5 430 △31.7 14.60
通期 21,500 0.8 1,740 △11.1 1,740 △15.2 1,030 △15.1 35.00



(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。 

※  注記事項

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   ：  有

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  有

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期1Q 33,061,003 株 24年3月期 33,061,003 株

② 期末自己株式数 25年3月期1Q 3,920,621 株 24年3月期 3,919,741 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 29,140,517 株 24年3月期1Q 29,482,165 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、復興関連需要などを背景に緩やかな回復基調にありまし

たが、欧州の財政金融危機の再燃、米国の景気回復の遅れ及びアジア地域における経済成長の鈍化、また国内

においては長引く円高傾向・株式市場の低迷など、依然として景気の下押しリスクが存在し、先行き不透明感

が払拭されない状況で推移いたしました。 

この様な経営環境のもと、当第１四半期連結累計期間につきましては、連結売上高は47億９千１百万円（前

年同期比3.1％減少）となりました。損益につきましては、営業利益２億５千３百万円（前年同期比34.0％減

少）、経常利益２億５千８百万円（前年同期比32.3％減少）、四半期純利益６千８百万円（前年同期比75.0％

減少）となりました。 

 なお、前年同期比で規模減の中、将来のための研究開発費や受注前活動費等が増加しておりますが、営業利

益率は5.3％、経常利益率は5.4％を確保しております。  

  

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 

空調機器分野は堅調に推移し伸長いたしましたが、電鉄車両分野が低調に推移いたしました。結果、売上高

は34億４千５百万円（前年同期比7.3％減少）となりました。 

②電力機器システム 

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12億９千６百万円（前年

同期比6.4％増加）となりました。 

③情報機器システム 

主力商品である「鉄道用表示装置」が堅調に推移いたしました。結果、売上高は４千９百万円（前年同期比

333.3％増加）となりました。   

     

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期における総資産は195億９千９百万円となり、前連結会計年度末に比べ２億４千８百万円の減少

となりました。増減の主なものは、現金及び預金の増加２億１百万円、受取手形及び売掛金の減少２億４千万

円、有形固定資産の減少１億６千５百万円等によるものであります。負債は58億６千９百万円となり、前連結

会計年度末に比べ１億９千６百万円の減少となりました。増減の主なものは、未払法人税等の減少３億９千３

百万円、未払費用の増加４億８千６百万円、賞与引当金の減少２億３百万円等であります。 

 純資産は137億２千９百万円となり、自己資本比率は69.7％と0.5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、４億７千万円の収入となり、前年同期比１億４千３百万円収入の

増加となりました。 

 投資活動におけるキャッシュ・フローは、１億４千８百万円の支出となり、前年同期比２億９千６百万円支

出の減少となりました。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、１億１千９百万円の支出となり、前年同期比１億５千万円支出の

減少となりました。主な支出の要因は、配当金の支払い等によるものです。 

 これらの結果、当第１四半期末の現金及び現金同等物の残高は28億７千２百万円となり、前連結会計年度末

に比べ２億１百万円の増加、前年同期比１億４千８百万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24年5月11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 

会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更 

 当社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した有

形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

 なお、これによる当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与

える影響は軽微であります。   

   

２．サマリー情報（注記事項）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24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,670,966 2,872,127

受取手形及び売掛金 4,363,243 4,122,450

商品及び製品 301,556 346,403

仕掛品 401,541 389,800

原材料及び貯蔵品 368,120 369,888

繰延税金資産 280,647 164,364

その他 43,419 81,004

貸倒引当金 △870 △410

流動資産合計 8,428,624 8,345,629

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,100,518 3,014,599

機械装置及び運搬具（純額） 2,236,183 2,149,013

土地 4,385,247 4,385,381

リース資産（純額） 12,573 10,672

建設仮勘定 202,876 231,570

その他（純額） 269,693 250,606

有形固定資産合計 10,207,094 10,041,844

無形固定資産   

リース資産 1,586 1,336

その他 52,007 50,921

無形固定資産合計 53,593 52,257

投資その他の資産   

投資有価証券 639,959 640,995

長期貸付金 1,130 896

繰延税金資産 450,827 456,758

その他 71,347 65,539

貸倒引当金 △4,500 △4,500

投資その他の資産合計 1,158,765 1,159,690

固定資産合計 11,419,453 11,253,792

資産合計 19,848,078 19,599,421
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 856,328 810,505

短期借入金 906,753 907,171

リース債務 8,607 8,423

未払法人税等 469,096 75,551

未払費用 1,043,356 1,529,930

賞与引当金 396,677 192,763

役員賞与引当金 72,000 18,000

その他 170,762 188,015

流動負債合計 3,923,583 3,730,363

固定負債   

リース債務 5,552 3,584

再評価に係る繰延税金負債 1,204,782 1,204,782

退職給付引当金 876,766 875,812

その他 55,200 55,200

固定負債合計 2,142,302 2,139,380

負債合計 6,065,886 5,869,743

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 6,367,034 6,319,217

自己株式 △1,226,856 △1,227,169

株主資本合計 13,450,209 13,402,079

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 127,047 93,217

土地再評価差額金 1,021,467 1,021,467

為替換算調整勘定 △872,171 △847,914

その他の包括利益累計額合計 276,344 266,771

少数株主持分 55,638 60,826

純資産合計 13,782,192 13,729,677

負債純資産合計 19,848,078 19,599,421
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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１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 4,946,429 4,791,144

売上原価 3,494,248 3,395,237

売上総利益 1,452,181 1,395,907

販売費及び一般管理費   

給料及び賃金 229,363 238,152

賞与引当金繰入額 53,403 45,121

役員賞与引当金繰入額 18,000 18,000

退職給付費用 13,237 12,136

運搬費 92,924 83,346

その他 660,265 745,241

販売費及び一般管理費合計 1,067,193 1,141,997

営業利益 384,987 253,909

営業外収益   

受取利息 110 99

受取配当金 3,678 3,835

固定資産賃貸料 12,200 11,226

スクラップ売却代 15,809 19,566

その他 7,428 13,104

営業外収益合計 39,226 47,833

営業外費用   

支払利息 3,644 1,546

債権売却損 14,603 13,444

為替差損 17,772 19,660

その他 6,232 8,440

営業外費用合計 42,252 43,091

経常利益 381,960 258,651

特別利益   

固定資産売却益 53,591 －

特別利益合計 53,591 －

税金等調整前四半期純利益 435,551 258,651

法人税、住民税及び事業税 35,045 53,336

法人税等調整額 118,683 127,510

法人税等合計 153,729 180,847

少数株主損益調整前四半期純利益 281,822 77,803

少数株主利益 6,538 9,055

四半期純利益 275,283 68,748
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 281,822 77,803

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 3,797 △33,830

為替換算調整勘定 5,019 20,390

その他の包括利益合計 8,816 △13,439

四半期包括利益 290,639 64,363

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 285,824 59,175

少数株主に係る四半期包括利益 4,815 5,188
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６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 435,551 258,651

減価償却費 248,663 277,418

のれん償却額 1,103 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △560 △460

退職給付引当金の増減額（△は減少） △25,133 △954

賞与引当金の増減額（△は減少） △201,641 △203,614

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △54,000 △54,000

受取利息及び受取配当金 △3,788 △3,934

支払利息 3,644 1,546

有形固定資産売却損益（△は益） △53,591 －

売上債権の増減額（△は増加） 158,264 239,171

たな卸資産の増減額（△は増加） △136,321 △27,282

仕入債務の増減額（△は減少） △121,782 △46,718

その他 473,365 391,769

小計 723,773 831,591

利息及び配当金の受取額 3,788 3,934

利息の支払額 △3,644 △1,546

法人税等の支払額 △397,143 △363,958

営業活動によるキャッシュ・フロー 326,774 470,020

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 △270 △49,462

有形固定資産の取得による支出 △501,980 △97,146

有形固定資産の売却による収入 55,755 －

無形固定資産の取得による支出 △808 △1,990

その他 2,236 161

投資活動によるキャッシュ・フロー △445,066 △148,437

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） 1,125,239 －

長期借入金の返済による支出 △1,200,000 －

自己株式の取得による支出 △483 △313

配当金の支払額 △191,638 △116,565

その他 △2,151 △2,151

財務活動によるキャッシュ・フロー △269,034 △119,030

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,233 △1,392

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △388,560 201,160

現金及び現金同等物の期首残高 3,408,819 2,670,966

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,020,259 2,872,127

株式会社指月電機製作所（6994）　平成25年３月期　第１四半期決算短信

－8－



当第１四半期累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年６月30日）   

 該当事項はありません。   

   

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年６月30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通りであります。 

（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
システム 

合計 

売上高             

外部顧客への売上高  3,716,976  1,218,029  11,423  4,946,429  －  4,946,429

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 1,179  －  －  1,179  △1,179  －

計  3,718,155  1,218,029  11,423  4,947,608  △1,179  4,946,429

セグメント利益  441,324  369,534  1,010  811,870  △426,882  384,987

  （単位：千円）

  金額

全社費用（注）  △426,882

合計  △426,882
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Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24年６月30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通りであります。 

（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
システム 

合計 

売上高             

外部顧客への売上高  3,445,430  1,296,217  49,497  4,791,144  －  4,791,144

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 3,780  －  －  3,780  △3,780  －

計  3,449,210  1,296,217  49,497  4,794,925  △3,780  4,791,144

セグメント利益  378,013  338,997  1,742  718,752  △464,843  253,909

  （単位：千円）

  金額

全社費用（注）  △464,843

合計  △464,843

（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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