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

2023年3月期第3四半期 19,492 12.2 501 △30.7 675 △29.8 384 △43.7

2022年3月期第3四半期 17,373 10.1 722 108.1 963 53.2 683 68.0

（注）包括利益 2023年3月期第3四半期　　607百万円 （△20.3％） 2022年3月期第3四半期　　763百万円 （△10.1％）

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3四半期 11.65 ―

2022年3月期第3四半期 20.70 ―

(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3四半期 35,807 25,253 69.4 753.32

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3四半期 24,856百万円 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 ： 無



※ 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3Q 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3Q 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3Q 32,996,470 株 2022年3月期3Q 32,996,629 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３四半期連結累計期間

2023年３月期

第３四半期連結累計期間
増減率

売上高 17,373 19,492 12.2％

営業利益 722 501 △30.7％

経常利益 963 675 △29.8％

親会社株主に帰属する

四半期純利益
683 384 △43.7％

2022年３月期

第３四半期連結累計期間

2023年３月期

第３四半期連結累計期間
増減率

コンデンサ・モジュール 13,039 14,510 11.3％

電力機器システム 4,334 4,982 14.9％

売上高計 17,373 19,492 12.2％

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３四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

で若干の減収となりました。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３四半期連結累計期間の連結売上高は、前年同期比12.2％増加の19,492百万円となり、第３四

半期連結累計期間としては過去最高を更新しました。

　しかしながら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501百万円（前年同期比30.7％の減

少）となりました。これに伴い、経常利益は675百万円（前年同期比29.8％の減少）、親会社株主に帰属する四

半期純利益は384百万円（前年同期比43.7％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、若干の減収となりました。一方で、産業機器用コ

ンデンサはパワエレ市場を中心に伸長した結果、売上高は前年同期比11.3％増加の14,510百万円となりまし

た。

②電力機器システム

　瞬低補償装置を中心に、環境省エネ市場の売上が伸長いたしました。結果、売上高は前年同期比14.9％増加

の4,982百万円となりました。

（単位：百万円）
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（２）財政状態に関する説明

　当第３四半期連結会計期間末における総資産は35,807百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,663百万円の

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2,198百万円、受取手形及び売掛金の増加737百万

円、電子記録債権の増加543百万円等であります。

　負債は10,554百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,374百万円の増加となりました。増減の主なものは、

買掛金の増加503百万円、長期借入金の増加2,900百万円等であります。

　純資産は25,253百万円となり、自己資本比率は69.4％と7.1ポイント減少いたしました。

（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、2022年11月４日の公表値から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。
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2022年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,051,529 6,250,362

受取手形及び売掛金 6,657,903 7,395,002

電子記録債権 2,361,174 2,904,523

商品及び製品 760,580 942,455

仕掛品 763,763 753,111

原材料及び貯蔵品 1,022,861 1,260,616

その他 264,363 226,387

貸倒引当金 △920 △1,040

流動資産合計 15,881,257 19,731,419

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 4,777,559 4,742,748

機械装置及び運搬具（純額） 2,996,720 2,886,408

土地 4,123,126 4,124,024

建設仮勘定 987,511 861,101

その他（純額） 333,272 308,397

有形固定資産合計 13,218,190 12,922,680

無形固定資産

ソフトウエア 282,194 229,656

その他 227,078 255,975

無形固定資産合計 509,273 485,631

投資その他の資産

投資有価証券 1,663,958 1,474,324

長期貸付金 410,313 811,876

繰延税金資産 392,690 316,243

その他 68,646 65,699

貸倒引当金 △40 △80

投資その他の資産合計 2,535,569 2,668,064

固定資産合計 16,263,033 16,076,376

資産合計 32,144,291 35,807,795

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３四半期連結会計期間
(2022年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 1,324,196 1,827,587

短期借入金 500,000 500,000

未払費用 706,099 871,786

未払法人税等 194,911 87,767

賞与引当金 477,978 254,302

役員賞与引当金 43,000 28,000

製品保証引当金 186,823 176,365

その他 384,896 590,766

流動負債合計 3,817,905 4,336,576

固定負債

長期借入金 1,800,000 4,700,000

長期未払費用 137,783 137,536

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 273,114 271,582

その他 148,872 106,555

固定負債合計 3,361,734 6,217,639

負債合計 7,179,640 10,554,216

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 12,951,351

自己株式 △21,512 △21,536

株主資本合計 22,136,756 22,207,567

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 891,046 757,875

土地再評価差額金 1,971,993 1,971,993

為替換算調整勘定 △492,715 △142,163

退職給付に係る調整累計額 75,362 61,659

その他の包括利益累計額合計 2,445,687 2,649,364

非支配株主持分 382,207 396,647

純資産合計 24,964,651 25,253,579

負債純資産合計 32,144,291 35,807,795
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

売上高 17,373,739 19,492,918

売上原価 13,543,464 15,616,552

売上総利益 3,830,274 3,876,366

販売費及び一般管理費

給料及び賃金 819,088 875,790

賞与引当金繰入額 65,658 65,143

役員賞与引当金繰入額 30,000 28,000

退職給付費用 27,146 31,099

その他 2,165,458 2,375,017

販売費及び一般管理費合計 3,107,351 3,375,050

営業利益 722,923 501,316

営業外収益

受取利息 4,564 6,400

受取配当金 29,839 35,810

受取保険金 34,729 -

固定資産賃貸料 32,966 33,000

為替差益 17,784 29,478

スクラップ売却益 150,421 183,170

売電収入 15,751 24,290

助成金収入 125,923 40,251

その他 26,037 21,119

営業外収益合計 438,019 373,523

営業外費用

支払利息 7,981 9,420

持分法による投資損失 110,774 139,388

債権売却損 2,314 1,750

売電費用 12,669 9,562

その他 63,743 38,719

営業外費用合計 197,483 198,840

経常利益 963,458 675,998

税金等調整前四半期純利益 963,458 675,998

法人税、住民税及び事業税 138,994 195,915

法人税等調整額 129,302 88,631

法人税等合計 268,296 284,547

四半期純利益 695,162 391,451

非支配株主に帰属する四半期純利益 12,113 7,149

親会社株主に帰属する四半期純利益 683,049 384,301

（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）
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

四半期純利益 695,162 391,451

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 18,485 △133,171

為替換算調整勘定 63,217 363,350

退職給付に係る調整額 △13,648 △13,703

その他の包括利益合計 68,054 216,475

四半期包括利益 763,217 607,926

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 762,537 587,979

非支配株主に係る四半期包括利益 679 19,947

（四半期連結包括利益計算書）

（第３四半期連結累計期間）
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（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。

（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 13,039,397 4,334,341 17,373,739 － 17,373,739

セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ － － － －

計 13,039,397 4,334,341 17,373,739 － 17,373,739

セグメント利益 1,064,456 1,006,777 2,071,234 △1,348,311 722,923

（単位：千円）

金額

全社費用（注） △1,348,311

合計 △1,348,311

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自2021年４月１日 至2021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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（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 14,510,848 4,982,070 19,492,918 － 19,492,918

セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ － － － －

計 14,510,848 4,982,070 19,492,918 － 19,492,918

セグメント利益 867,920 1,085,370 1,953,290 △1,451,974 501,316

（単位：千円）

金額

全社費用（注） △1,451,974

合計 △1,451,974

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自2022年４月１日 至2022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。

（１） 社債の名称 株式会社指月電機製作所第１回無担保社債（適格機関投資家限定）

（２） 発行総額 1,500,000千円

（３） 利率 固定金利

（４） 払込金額 元本100円につき金100円

（５） 償還価額 元本100円につき金100円

（６） 社債の期間 ５年

（７） 償還方法 満期一括

（８） 払込期日（発効日） 2023年１月27日

（９） 終償還期日 2028年１月27日

（10） 担保等の有無 無担保・無保証

（11） 財務代理人 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

（12） 総額引受人 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

（13） 振替機関 株式会社証券保管振替機構

（１） 借入先 株式会社商工組合中央金庫

（２） 借入金額 600,000千円

（３） 借入金利 固定金利

（４） 借入実行日 2023年１月13日

（５） 返済方法 満期一括

（６） 終返済期日 2028年１月12日

（７） 担保等の有無 無担保・無保証

（重要な後発事象）

（私募債の発行と資金の借入）

　当社は、2022年12月21日開催の取締役会において、将来の事業運営の拡大を見据え、私募債の発行と資金の借

入を行うことを決議し、実行しております。その概要は以下のとおりであります。

１．私募債発行の概要

２．借入の概要
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