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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第61期

第３四半期連結
累計期間

第62期
第３四半期連結

累計期間
第61期

会計期間
自平成28年４月１日
至平成28年12月31日

自平成29年４月１日
至平成29年12月31日

自平成28年４月１日
至平成29年３月31日

売上高 （千円） 41,921,562 47,950,863 60,260,143

経常利益 （千円） 1,353,092 1,961,592 2,215,867

親会社株主に帰属する四半期（当

期）純利益
（千円） 948,695 1,352,348 1,518,540

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 806,180 1,742,520 1,522,510

純資産額 （千円） 16,504,438 18,504,979 17,220,768

総資産額 （千円） 29,515,241 35,329,278 33,341,853

１株当たり四半期（当期）純利益

金額
（円） 82.81 118.04 132.55

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額
（円） － － －

自己資本比率 （％） 55.9 52.4 51.6

 

回次
第61期

第３四半期連結
会計期間

第62期
第３四半期連結

会計期間

会計期間
自平成28年10月１日
至平成28年12月31日

自平成29年10月１日
至平成29年12月31日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 34.60 52.65

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。

 

２【事業の内容】

　当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第３四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

　また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

 

２【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中における将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであり

ます。

(1) 業績の状況

　当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、雇用・所得環境や企業収益の改善が続くなど、緩やかな回復

基調で推移いたしました。世界経済につきましては、米国の政策運営や英国のEU離脱問題、北朝鮮を巡る地政学的

リスクなどの懸念が残るものの、北米やEU圏を中心に緩やかな回復が続いており、中国では政策効果もあり景気は

持ち直しの動きが続きました。

　当社グループの主要ユーザーである自動車関連企業におきましては、生産・販売台数が底堅く推移する中、省力

化や生産性向上に向けた設備投資に加え、将来の成長を見据えた研究開発投資は堅調に推移いたしました。電気・

電子・半導体関連企業におきましても、スマートフォンや自動車向けの販売が好調であることから設備投資の改善

基調が継続しており、また工作機械関連企業におきましては、自動車や半導体向けの需要が依然として好調である

など、総じて各ユーザーからの受注は堅調に推移いたしました。

　今後、各分野で一層の技術革新が想定される中、当社グループにおきましては、「次代に向けた経営基盤の強

化」を基本方針とした第９次中期経営計画（平成29年度～平成31年度）をスタートさせ、エンジニアリング力の強

化やグローバルビジネスの拡大、コンポ販売の領域拡大、商材づくりなどに取り組んでまいりました。

　この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は47,950百万円（前年同期比14.4％増）、営業利益は1,785百万

円（前年同期比53.8％増）、経常利益は1,961百万円（前年同期比45.0％増）、親会社株主に帰属する四半期純利

益は1,352百万円（前年同期比42.5％増）となりました。

　売上高の品目別内訳につきましては、次のとおりであります。なお、当社グループは主として制御機器、産業機

器、計測機器等の販売を営んでおり、事業区分としては単一セグメントであるため、品目別に記載しております。

①　制御機器

　制御機器は、当社グループの主力取扱商品で、自動車及び電気・電子・半導体、セラミック関連企業向けな

ど、全般に販売が増加したことから、売上高は16,448百万円（前年同期比19.8％増）となりました。

②　産業機器

　産業機器は、自動車関連企業向けの大型設備案件が増加し、売上高は16,102百万円（前年同期比11.9％増）と

なりました。

③　計測機器

　計測機器は、自動車関連企業向けの販売が増加し、売上高は5,221百万円（前年同期比1.9％増）となりまし

た。

④　電源機器

　電源機器は、自動車及び電気・電子・半導体関連企業向けの販売が増加し、売上高は2,278百万円（前年同期

比25.8％増）となりました。

⑤　実装機器

　実装機器は、自動車関連企業向けの大型設備案件が増加し、売上高は2,737百万円（前年同期比16.4％増）と

なりました。

⑥　その他

　上記５品目以外においては、売上高は5,162百万円（前年同期比14.2％増）となりました。
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(2) 経営方針・経営戦略等

　当第３四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はあ

りません。

 

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第３四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

(4) 研究開発活動

　該当事項はありません。

 

(5) 経営成績に重要な影響を与える要因について

　当社グループの主要顧客であります製造業の中で、販売先上位は自動車関連産業に属する企業であるため、自動

車業界の動向やそれらの企業の設備投資動向と密接な関係にあり、当社グループの経営成績に影響を与える可能性

があります。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 48,000,000

計 48,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末
現在発行数（株）
（平成29年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成30年２月13日）

上場金融商品取引所名又は登録
認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式 12,067,120 12,067,120 東京証券取引所　市場第一部 単元株式数100株

計 12,067,120 12,067,120 － －

 

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総数
増減数（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成29年10月１日～

平成29年12月31日
－ 12,067,120 － 1,311,778 － 1,371,950

 

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日（平成29年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。

①【発行済株式】

平成29年12月31日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式　　　　610,700 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式　　 11,455,300 114,553 －

単元未満株式 普通株式　　　　　1,120 － －

発行済株式総数 12,067,120 － －

総株主の議決権 － 114,553 －

（注）　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式76株が含まれております。

 

②【自己株式等】

平成29年12月31日現在
 

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

明治電機工業株式会社
愛知県名古屋市中村区

亀島二丁目13番８号
610,700 － 610,700 5.06

計 － 610,700 － 610,700 5.06

 

２【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について
　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（平成29年10月１日から平

成29年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成29年４月１日から平成29年12月31日まで）に係る四半期連

結財務諸表について有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【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 3,258,029 2,656,334

受取手形及び売掛金 19,760,399 ※３ 18,925,619

電子記録債権 2,528,660 ※３ 4,184,484

商品及び製品 2,640,010 3,447,845

仕掛品 213,864 551,571

原材料及び貯蔵品 28,435 36,419

その他 612,955 610,930

貸倒引当金 △27,678 △30,903

流動資産合計 29,014,676 30,382,301

固定資産   

有形固定資産 1,898,827 1,919,849

無形固定資産 150,866 138,858

投資その他の資産 ※１ 2,277,483 ※１ 2,888,269

固定資産合計 4,327,176 4,946,977

資産合計 33,341,853 35,329,278

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 13,478,745 ※３ 10,102,893

電子記録債務 － 2,719,671

短期借入金 － 1,600,000

未払法人税等 379,754 286,886

賞与引当金 450,700 234,540

役員賞与引当金 8,250 41,850

その他 1,339,234 1,232,718

流動負債合計 15,656,684 16,218,560

固定負債   

役員退職慰労引当金 6,650 3,550

その他 457,750 602,188

固定負債合計 464,400 605,738

負債合計 16,121,085 16,824,298

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,311,778 1,311,778

資本剰余金 1,371,950 1,371,950

利益剰余金 14,317,519 15,211,613

自己株式 △303,907 △303,961

株主資本合計 16,697,340 17,591,379

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 691,440 1,096,012

繰延ヘッジ損益 △352 △19

為替換算調整勘定 △58,904 △77,283

退職給付に係る調整累計額 △108,755 △105,109

その他の包括利益累計額合計 523,428 913,600

純資産合計 17,220,768 18,504,979

負債純資産合計 33,341,853 35,329,278
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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 41,921,562 47,950,863

売上原価 36,191,797 41,323,827

売上総利益 5,729,764 6,627,035

販売費及び一般管理費 4,568,750 4,841,167

営業利益 1,161,014 1,785,868

営業外収益   

受取利息 1,705 1,675

受取配当金 39,524 38,696

仕入割引 115,072 117,727

為替差益 71,919 42,541

その他 14,169 17,670

営業外収益合計 242,391 218,311

営業外費用   

支払利息 1,563 2,100

売上割引 30,082 32,186

デリバティブ評価損 18,328 7,617

その他 338 682

営業外費用合計 50,313 42,587

経常利益 1,353,092 1,961,592

特別利益   

固定資産売却益 2,489 3,803

関係会社清算益 15,309 －

その他 2,020 －

特別利益合計 19,818 3,803

特別損失   

固定資産除却損 344 4

ゴルフ会員権評価損 － 798

特別損失合計 344 802

税金等調整前四半期純利益 1,372,567 1,964,593

法人税等 423,871 612,245

四半期純利益 948,695 1,352,348

親会社株主に帰属する四半期純利益 948,695 1,352,348
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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)

四半期純利益 948,695 1,352,348

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 180,467 404,572

繰延ヘッジ損益 － 332

為替換算調整勘定 △318,169 △18,378

退職給付に係る調整額 △4,812 3,645

その他の包括利益合計 △142,514 390,172

四半期包括利益 806,180 1,742,520

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 806,180 1,742,520
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【注記事項】

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

（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損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に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

 

（四半期連結貸借対照表関係）

※１．資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額

 
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）

投資その他の資産 38,766千円 38,766千円

 

　２．偶発債務

　下記会社の銀行借入に対して債務保証を行っております。

 
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）

明治電機商業（上海）有限公司 214,968千円 302,596千円

 

※３．四半期連結会計期間末日満期手形

　四半期連結会計期間末日満期手形等の会計処理については、手形交換日又は決済日をもって決済処理をしており

ます。なお、当四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形等

が四半期連結会計期間末日残高に含まれております。

 
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）

受取手形 －千円 102,683千円

電子記録債権 － 8,180

支払手形 － 8,960

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半

期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 
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）

減価償却費 103,044千円 107,612千円
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（株主資本等関係）

Ⅰ　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）

配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成28年５月30日

取締役会
普通株式 286,409 25.00 平成28年３月31日 平成28年６月７日 利益剰余金

平成28年10月31日

取締役会
普通株式 171,845 15.00 平成28年９月30日 平成28年11月28日 利益剰余金

 

Ⅱ　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）

配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成29年５月31日

取締役会
普通株式 286,409 25.00 平成29年３月31日 平成29年６月６日 利益剰余金

平成29年10月30日

取締役会
普通株式 171,845 15.00 平成29年９月30日 平成29年11月27日 利益剰余金

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

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）及び当第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）

　当社グループの事業は、制御機器、産業機器、計測機器等の販売及びこれらの付随業務の単一セグメントで

あるため、記載を省略しております。

 

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
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）

１株当たり四半期純利益金額 82.81円 118.04円

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益金額（千円） 948,695 1,352,348

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益

金額（千円）
948,695 1,352,348

普通株式の期中平均株式数（株） 11,456,375 11,456,363

（注）　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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２【その他】

　平成29年10月30日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

(イ) 配当金の総額………………………………………171,845千円

(ロ) １株当たりの金額…………………………………15円00銭

(ハ) 支払請求の効力発生日及び支払開始日…………平成29年11月27日

（注）　平成29年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成30年２月13日

明治電機工業株式会社

取締役会　御中

 

 有 限 責 任 あ ず さ 監 査 法 人 

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 宮　本　正　司

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 金　原　正　英

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている明治電機工業株

式会社の平成29年４月１日から平成30年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成29年10月１日から

平成29年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成29年４月１日から平成29年12月31日まで）に係る四半期連結

財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半

期レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、明治電機工業株式会社及び連結子会社の平成29年12月31日現在の財政

状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての

重要な点において認められなかった。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

　以　上

 

　（※）１　上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２　ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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