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1. 2023年3月期第2四半期の連結業績（2022年4月1日～2022年9月30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 ％

2023年3月期第2四半期 12,457 14.0 135 △55.7 353 △4.1 191 △22.2

2022年3月期第2四半期 10,927 10.6 305 233.0 369 148.5 245 ―

（注）包括利益 2023年3月期第2四半期　　303百万円 （△19.5％） 2022年3月期第2四半期　　376百万円 （162.6％）

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

2023年3月期第2四半期 5.79 ―

2022年3月期第2四半期 7.44 ―

(2) 連結財政状態

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

2023年3月期第2四半期 32,650 25,080 75.6 748.27

2022年3月期 32,144 24,964 76.5 745.00

（参考）自己資本 2023年3月期第2四半期 24,690百万円 2022年3月期 24,582百万円

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

2022年3月期 ― 3.00 ― 5.50 8.50

2023年3月期 ― 4.00

2023年3月期（予想） ― 5.00 9.00

（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. 2023年 3月期の連結業績予想（2022年 4月 1日～2023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 25,500 6.8 1,000 0.3 1,000 △26.7 600 △36.6 18.18

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有



※ 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（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無

新規 ― 社 （社名） 、 除外 ― 社 （社名）

(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

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） 2023年3月期2Q 33,061,003 株 2022年3月期 33,061,003 株

② 期末自己株式数 2023年3月期2Q 64,559 株 2022年3月期 64,512 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年3月期2Q 32,996,483 株 2022年3月期2Q 32,996,699 株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の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

（将来に関する記述等についてのご注意）

　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情報に基づいており、

実際の業績等は様々な要因により異なる可能性があります。

（四半期決算説明資料の入手方法）

　決算説明資料は当社ウェブサイトに掲載する予定です。
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2022年３月期

第２四半期連結累計期間

2023年３月期

第２四半期連結累計期間
増減率

売上高 10,927 12,457 14.0%

営業利益 305 135 △55.7%

経常利益 369 353 △4.1%

親会社株主に帰属する

四半期純利益
245 191 △22.2%

2022年３月期

第２四半期連結累計期間

2023年３月期

第２四半期連結累計期間
増減率

コンデンサ・モジュール 8,265 9,213 11.5%

電力機器システム 2,661 3,244 21.9%

売上高計 10,927 12,457 14.0%

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

　当第２四半期連結累計期間における経済環境は、新型コロナウイルス感染症の断続的な感染拡大、電子部品の

需給逼迫、ウクライナ情勢の悪化等による素材やエネルギー価格の高騰により、先行きが不透明な状況が続いて

おります。

　このような経済状況の中、当社グループの市場では、中国での新型コロナウイルスの感染拡大に伴うロックダ

ウンによる下押しや、依然継続している半導体を中心とした電子部品の供給問題の影響により、ｘＥＶ用コンデ

ンサは前年同期比で減収となりました。一方、産業／電力・環境省エネの市場では、脱炭素への社会的な要請を

背景にインフラ設備向けの需要が高まり、増収となりました。

　この結果、当第２四半期連結累計期間の連結売上高は、前年同期比14.0％増加の12,457百万円となりました。

　損益につきましては、素材高騰の影響が継続していることに加え、電力料金の高騰が重なる一方、製品への価

格転嫁が後追いにならざるを得ないことから、営業利益は135百万円（前年同期比55.7％の減少）となりまし

た。これに伴い、経常利益は353百万円（前年同期比4.1％の減少）、親会社株主に帰属する四半期純利益は191

百万円（前年同期比22.2％の減少）となりました。

（単位：百万円）

　なお、セグメント別での結果は次のとおりであります。

①コンデンサ・モジュール

　ｘＥＶ用コンデンサは客先の生産調整による影響により、減収となりました。一方で、産業機器用コンデ

ンサがパワエレ市場を中心に伸長した結果、売上高は9,213百万円（前年同期比11.5％増加）となりました。

②電力機器システム

　瞬低補償装置を中心に環境省エネ市場が伸長した結果、売上高は3,244百万円（前年同期比21.9％増加）と

なりました。

（単位：百万円）
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（２）財政状態に関する説明

　当第２四半期連結会計期間末における総資産は32,650百万円となり、前連結会計年度末に比べ505百万円の増

加となりました。増減の主なものは、現金及び預金の増加675百万円、投資有価証券の減少220百万円等によるも

のであります。

　負債は7,569百万円となり、前連結会計年度末に比べ389百万円の増加となりました。増減の主なものは、買

掛金の増加467百万円、賞与引当金の減少104百万円等であります。

　純資産は25,080百万円となり、自己資本比率は75.6％と0.9ポイント減少いたしました。

　当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、4,727百万円となり、前連結会計年度末に比べ675百

万円の増加、前年同期比265百万円の減少となりました。

　当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当第２四半期連結累計期間における営業活動におけるキャッシュ・フローは、1,211百万円の収入となり、前

年同期比677百万円の収入の増加となりました。これは主に、仕入債務の増加等によるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当第２四半期連結累計期間における投資活動におけるキャッシュ・フローは、382百万円の支出となり、前年

同期比629百万円の支出の減少となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出の減少等によるもの

です。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当第２四半期連結累計期間における財務活動におけるキャッシュ・フローは、187百万円の支出となり、前年

同期比44百万円の支出の増加となりました。これは主に、長期借入れによる収入の減少等によるものです。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

通期の連結業績予想につきましては、本日公表いたしました「2023年３月期第２四半期連結業績予想値と実績

値の差異及び通期連結業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。

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。

- 3 -

株式会社指月電機製作所（6994）　2023年3月期　第２四半期決算短信



（単位：千円）

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2022年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,051,529 4,727,262

受取手形及び売掛金 6,657,903 6,779,287

電子記録債権 2,361,174 2,175,327

商品及び製品 760,580 886,876

仕掛品 763,763 792,533

原材料及び貯蔵品 1,022,861 1,170,207

その他 264,363 184,393

貸倒引当金 △920 △900

流動資産合計 15,881,257 16,714,988

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 4,777,559 4,695,184

機械装置及び運搬具（純額） 2,996,720 2,702,813

土地 4,123,126 4,123,779

建設仮勘定 987,511 1,212,850

その他（純額） 333,272 312,391

有形固定資産合計 13,218,190 13,047,019

無形固定資産

ソフトウエア 282,194 247,107

その他 227,078 246,320

無形固定資産合計 509,273 493,427

投資その他の資産

投資有価証券 1,663,958 1,442,960

長期貸付金 410,313 514,854

繰延税金資産 392,690 371,238

その他 68,646 65,730

貸倒引当金 △40 △50

投資その他の資産合計 2,535,569 2,394,734

固定資産合計 16,263,033 15,935,181

資産合計 32,144,291 32,650,169

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
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2022年９月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 1,324,196 1,792,175

短期借入金 500,000 500,000

未払費用 706,099 735,462

未払法人税等 194,911 173,742

賞与引当金 477,978 373,206

役員賞与引当金 43,000 8,000

製品保証引当金 186,823 176,365

その他 384,896 469,426

流動負債合計 3,817,905 4,228,378

固定負債

長期借入金 1,800,000 1,800,000

長期未払費用 137,783 137,569

再評価に係る繰延税金負債 1,001,965 1,001,965

退職給付に係る負債 273,114 283,644

その他 148,872 117,762

固定負債合計 3,361,734 3,340,941

負債合計 7,179,640 7,569,319

純資産の部

株主資本

資本金 5,001,745 5,001,745

資本剰余金 4,276,006 4,276,006

利益剰余金 12,880,516 12,890,198

自己株式 △21,512 △21,536

株主資本合計 22,136,756 22,146,414

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 891,046 735,652

土地再評価差額金 1,971,993 1,971,993

為替換算調整勘定 △492,715 △230,139

退職給付に係る調整累計額 75,362 66,227

その他の包括利益累計額合計 2,445,687 2,543,733

非支配株主持分 382,207 390,702

純資産合計 24,964,651 25,080,849

負債純資産合計 32,144,291 32,650,169
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

売上高 10,927,599 12,457,543

売上原価 8,594,819 10,106,207

売上総利益 2,332,780 2,351,336

販売費及び一般管理費

給料及び賃金 540,558 574,650

賞与引当金繰入額 90,507 86,599

役員賞与引当金繰入額 10,000 8,000

退職給付費用 18,705 20,302

その他 1,367,388 1,526,320

販売費及び一般管理費合計 2,027,160 2,215,872

営業利益 305,619 135,463

営業外収益

受取利息 2,795 3,575

受取配当金 17,448 20,709

固定資産賃貸料 22,231 22,255

為替差益 2,346 121,899

スクラップ売却益 90,980 123,941

売電収入 12,968 17,706

助成金収入 21,133 26,433

その他 23,977 9,694

営業外収益合計 193,880 346,215

営業外費用

支払利息 5,906 6,270

持分法による投資損失 74,221 86,237

債権売却損 1,949 1,318

売電費用 7,603 6,436

その他 40,782 27,443

営業外費用合計 130,462 127,705

経常利益 369,037 353,972

税金等調整前四半期純利益 369,037 353,972

法人税、住民税及び事業税 32,101 124,227

法人税等調整額 85,756 38,425

法人税等合計 117,858 162,652

四半期純利益 251,179 191,319

非支配株主に帰属する四半期純利益 5,554 157

親会社株主に帰属する四半期純利益 245,625 191,162

（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２四半期連結累計期間）
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

四半期純利益 251,179 191,319

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 127,405 △155,394

為替換算調整勘定 7,189 276,420

退職給付に係る調整額 △9,098 △9,135

その他の包括利益合計 125,495 111,891

四半期包括利益 376,675 303,211

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 395,792 289,208

非支配株主に係る四半期包括利益 △19,117 14,002

（四半期連結包括利益計算書）

（第２四半期連結累計期間）
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日

　至　2022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 369,037 353,972

減価償却費 615,594 653,637

貸倒引当金の増減額（△は減少） △70 △10

賞与引当金の増減額（△は減少） △92,360 △105,014

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △30,000 △35,000

製品保証引当金の増減額（△は減少） △28,697 △10,457

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 11,807 △2,633

受取利息及び受取配当金 △20,243 △24,284

支払利息 5,906 6,270

持分法による投資損益（△は益） 74,221 86,237

有形固定資産売却損益（△は益） － △2,120

売上債権の増減額（△は増加） 303,978 151,650

棚卸資産の増減額（△は増加） △93,691 △202,331

仕入債務の増減額（△は減少） 4,895 418,103

未払金の増減額（△は減少） △169,578 39,109

その他 △308,046 13,694

小計 642,752 1,340,823

利息及び配当金の受取額 20,243 24,284

利息の支払額 △5,906 △6,270

法人税等の支払額 △122,333 △146,998

営業活動によるキャッシュ・フロー 534,756 1,211,838

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 △944,537 △303,772

有形固定資産の売却による収入 － 2,120

無形固定資産の取得による支出 △70,210 △18,437

投資有価証券の取得による支出 △801 △796

投資有価証券の売却による収入 300 －

助成金の受取額 42,560 130,699

貸付けによる支出 △40,220 △192,500

その他 1,099 609

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,011,809 △382,078

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入 93,539 －

自己株式の取得による支出 △150 △24

配当金の支払額 △230,977 △181,480

非支配株主への配当金の支払額 △4,783 △5,507

その他 △686 △686

財務活動によるキャッシュ・フロー △143,057 △187,699

現金及び現金同等物に係る換算差額 △69,122 33,671

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △689,233 675,732

現金及び現金同等物の期首残高 5,682,017 4,051,529

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,992,784 4,727,262

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
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（４）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。

（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

合計

売上高

外部顧客への売上高 8,265,944 2,661,654 10,927,599 － 10,927,599

セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ － － － －

計 8,265,944 2,661,654 10,927,599 － 10,927,599

セグメント利益 616,579 573,135 1,189,714 △884,095 305,619

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　2021年４月１日　至　2021年９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
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（単位：千円）

金額

全社費用（注） △884,095

合計 △884,095

（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

合計

売上高

外部顧客への売上高 9,213,477 3,244,065 12,457,543 － 12,457,543

セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ － － － －

計 9,213,477 3,244,065 12,457,543 － 12,457,543

セグメント利益 397,080 690,459 1,087,540 △952,076 135,463

（単位：千円）

金額

全社費用（注） △952,076

合計 △952,076

（注）１．セグメント利益の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。

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　2022年４月１日　至　2022年９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．セグメント利益の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。
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