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

25年3月期第3四半期 15,364 △2.2 1,294 △3.2 1,322 △4.9 657 △22.5
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

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 706百万円 （△25.5％） 24年3月期第3四半期 948百万円 （65.0％）

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3四半期 22.58 ―
24年3月期第3四半期 28.78 ―

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3四半期 19,866 14,264 71.4 486.69
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3四半期  14,181百万円 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 ― 3.50 ―
25年3月期（予想） 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、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 20,600 △3.4 1,470 △24.9 1,470 △28.4 900 △25.8 30.88



(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3Q 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3Q 3,922,606 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3Q 29,139,660 株 24年3月期3Q 29,481,037 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、東日本大震災の復興需要を背景として、一部で穏やかな

景気回復の動きが見られましたが、欧州の財政金融危機の再燃、中国の経済成長の減速、アジア地域における

経済成長の鈍化等の影響が大きく、国内においては12月後半になって円高修正局面に入ったものの、尚、先行

きに対する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３四半期連結累計期間につきましては、連結売上高は153億６千４百万円（前

年同期比2.2％減少）となりました。損益は、営業利益12億９千４百万円（前年同期比3.2％減少）、経常利益

13億２千２百万円（前年同期比4.9％減少）、四半期純利益６億５千７百万円（前年同期比22.5％減少）となり

ました。 

  

セグメント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 

空調機器分野は好調に推移し大幅に伸長いたしましたが、電鉄車両分野等が低調に推移いたしました。結

果、売上高は100億７千５百万円（前年同期比8.6％減少）となりました。 

②電力機器システム 

省エネ・電力品質改善機器等が堅調に推移し伸長いたしました。結果、売上高49億８千４百万円（前年同期

比8.4％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やバス車内表示装置等が堅調に推移し伸長いたしました。結果、売上高は３

億４百万円（前年同期比284.0％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３四半期における総資産は198億６千６百万円となり、前連結会計年度末に比べ１千８百万円の増加とな

りました。増減の主なものは、現金及び預金の増加４千２百万円、受取手形及び売掛金の増加７千７百万円、

繰延税金資産の減少１億４千１百万円、有形固定資産の減少１億９千９百万円、投資有価証券の増加２億１千

６百万円等によるものであります。 

 負債は56億２百万円となり、前連結会計年度末に比べ４億６千３百万円の減少となりました。増減の主なも

のは、買掛金の減少１億９百万円、未払法人税等の減少３億２千４百万円、賞与引当金の減少２億７百万円、

流動負債その他の増加２億４百万円等であります。 

 純資産は142億６千４百万円となり、自己資本比率は71.4％と2.2ポイント上昇し、財務体質の改善が着実に

進みました。 

  

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、９億８千４百万円の収入となり、前年同期比３億１千２百万円の

収入増加となりました。 

 投資活動におけるキャッシュ・フローは、７億１千１百万円の支出となり、前年同期比６億８千７百万円の

支出の減少となりました。 

 財務活動におけるキャッシュ・フローは、２億３千４百万円の支出となり、前年同期比３億８千１百万円の

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３四半期末の現金及び現金同等物の残高は27億１千３百万円となり、前連結会計年度末

に比べ４千２百万円の増加、前年同期比６億５千６百万円の増加となりました。 

   

（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10月30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分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、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以降に取得した有形

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３四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

株式会社指月電機製作所（6994）　平成25年３月期　第３四半期決算短信

－3－



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３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,670,966 2,713,569

受取手形及び売掛金 4,363,243 4,440,819

商品及び製品 301,556 285,261

仕掛品 401,541 394,313

原材料及び貯蔵品 368,120 352,230

繰延税金資産 280,647 139,153

その他 43,419 153,999

貸倒引当金 △870 △440

流動資産合計 8,428,624 8,478,908

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,100,518 3,229,049

機械装置及び運搬具（純額） 2,236,183 1,996,280

土地 4,385,247 4,346,043

リース資産（純額） 12,573 10,804

建設仮勘定 202,876 181,945

その他（純額） 269,693 243,180

有形固定資産合計 10,207,094 10,007,304

無形固定資産   

リース資産 1,586 835

その他 52,007 45,609

無形固定資産合計 53,593 46,444

投資その他の資産   

投資有価証券 639,959 856,002

長期貸付金 1,130 766

繰延税金資産 450,827 411,558

その他 71,347 70,106

貸倒引当金 △4,500 △4,500

投資その他の資産合計 1,158,765 1,333,934

固定資産合計 11,419,453 11,387,683

資産合計 19,848,078 19,866,591
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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３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 856,328 747,089

短期借入金 906,753 903,435

リース債務 8,607 8,579

未払法人税等 469,096 144,975

未払費用 1,043,356 1,069,142

賞与引当金 396,677 189,396

役員賞与引当金 72,000 54,000

その他 170,762 375,103

流動負債合計 3,923,583 3,491,721

固定負債   

リース債務 5,552 3,060

再評価に係る繰延税金負債 1,204,782 1,191,590

退職給付引当金 876,766 860,731

その他 55,200 55,200

固定負債合計 2,142,302 2,110,582

負債合計 6,065,886 5,602,304

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 6,830,318

自己株式 △1,226,856 △1,227,803

株主資本合計 13,450,209 13,912,546

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 127,047 139,336

土地再評価差額金 1,021,467 997,602

為替換算調整勘定 △872,171 △868,087

その他の包括利益累計額合計 276,344 268,851

少数株主持分 55,638 82,889

純資産合計 13,782,192 14,264,287

負債純資産合計 19,848,078 19,866,591
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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23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 15,704,853 15,364,792

売上原価 11,005,167 10,636,131

売上総利益 4,699,685 4,728,661

販売費及び一般管理費   

給料及び賃金 718,004 733,102

賞与引当金繰入額 47,263 51,238

役員賞与引当金繰入額 54,000 54,000

退職給付費用 37,338 35,705

運搬費 277,269 263,906

その他 2,228,829 2,296,545

販売費及び一般管理費合計 3,362,706 3,434,498

営業利益 1,336,979 1,294,162

営業外収益   

受取利息 352 311

受取配当金 7,849 10,376

固定資産賃貸料 36,312 33,525

為替差益 － 26,715

スクラップ売却代 57,383 60,297

保険収入 47,400 29,124

その他 25,186 28,009

営業外収益合計 174,484 188,359

営業外費用   

支払利息 7,583 3,780

債権売却損 42,691 38,971

為替差損 34,975 －

支払補償費 3,437 41,374

寄付金 － 39,199

その他 32,059 36,385

営業外費用合計 120,747 159,711

経常利益 1,390,716 1,322,810

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   

減損損失 16,551 －

特別損失合計 16,551 －

税金等調整前四半期純利益 1,423,413 1,322,810

法人税、住民税及び事業税 386,339 476,485

法人税等調整額 180,212 158,752

法人税等合計 566,552 635,237

少数株主損益調整前四半期純利益 856,861 687,572

少数株主利益 8,294 29,601

四半期純利益 848,567 657,971
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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23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 856,861 687,572

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △36,600 12,288

為替換算調整勘定 △41,165 6,849

土地再評価差額金 169,237 －

その他の包括利益合計 91,471 19,138

四半期包括利益 948,333 706,710

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 943,825 674,343

少数株主に係る四半期包括利益 4,507 32,367
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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23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24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 1,423,413 1,322,810

減価償却費 813,701 816,928

減損損失 16,551 －

のれん償却額 3,088 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △520 △430

退職給付引当金の増減額（△は減少） △64,929 △16,035

賞与引当金の増減額（△は減少） △228,880 △207,530

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △18,000 △18,000

受取利息及び受取配当金 △8,202 △10,687

支払利息 7,583 3,780

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） △499,653 △65,262

たな卸資産の増減額（△は増加） △221,794 43,635

仕入債務の増減額（△は減少） 50,051 △118,025

その他 122,230 12,593

小計 1,345,392 1,763,776

利息及び配当金の受取額 8,202 10,687

利息の支払額 △7,583 △3,780

法人税等の支払額 △673,217 △785,832

営業活動によるキャッシュ・フロー 672,793 984,851

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △1,440,892 △644,309

有形固定資産の売却による収入 59,672 54,102

無形固定資産の取得による支出 △19,883 △1,990

投資有価証券の取得による支出 △1,152 △201,696

収用補償金の受取による収入 － 81,656

その他 3,356 345

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,398,898 △711,892

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） 902,862 △3,386

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 △890 △947

配当金の支払額 △309,560 △218,551

少数株主への配当金の支払額 △2,029 △5,116

その他 △6,455 △6,892

財務活動によるキャッシュ・フロー △616,074 △234,895

現金及び現金同等物に係る換算差額 △9,110 4,539

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,351,289 42,603

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 2,057,530 2,713,569
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当第３四半期累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24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．セグメント利益の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  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
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Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24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．セグメント利益の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  10,075,603  4,984,739  304,450  15,364,792  －  15,364,792

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 3,571  －  －  3,571  △3,571  －

計  10,079,174  4,984,739  304,450  15,368,363  △3,571  15,364,792

セグメント利益  1,140,758  1,487,489  16,524  2,644,773  △1,350,610  1,294,162

  （単位：千円）

  金額 

全社費用（注）  △1,350,610

合計  △1,350,610

（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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