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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69期

第３四半期連結
累計期間

第70期
第３四半期連結

累計期間
第69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） 12,487,888 13,845,724 20,959,512

経常利益又は経常損失（△） （千円） △712,209 △563,044 66,198

親会社株主に帰属する四半期(当

期)純損失(△)
（千円） △1,384,843 △447,748 △719,627

四半期包括利益又は包括利益 （千円） △1,283,475 △272,882 △547,656

純資産額 （千円） 8,503,968 8,845,991 9,239,787

総資産額 （千円） 20,649,790 26,062,558 23,241,800

１株当たり四半期（当期）純損失

金額(△)
（円) △114.53 △37.03 △59.51

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 （％） 41.1 33.9 39.7

 

回次
第69期

第３四半期連結
会計期間

第70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（当期）純利益

金額又は１株当たり四半期純損失

金額（△）

（円) △50.79 9.47

（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）において営まれている事業の内容

について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社の異動もありません。
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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。

EDINET提出書類

星和電機株式会社(E01984)

四半期報告書

 3/16



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】

文中の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（当社及び連結子会社）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、輸出の緩やかな増加基調が続くなか、企業業績や設備投資も堅

調に推移し、雇用・所得環境の改善により個人消費も回復の兆しをみせるなど、景気は緩やかな回復基調で推移しま

した。しかしながら、東アジア地域などの地政学的リスクは継続しており、景気の先行きは依然として不透明な状況

が続いています。

このようななか、当社グループにおきましては、設計開発力向上と製品リリースの迅速化、生産性向上などによる

競争力ある生産体制の確立、製品品質の向上を図るとともに、新商品企画の促進、ソリューション営業の実践により

収益体質の強化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138億45百万円（前年同四半期比10.9%増）となりました。営業損

失は５億60百万円（前年同四半期は７億20百万円の損失）、経常損失は５億63百万円（同　７億12百万円の損失）、

親会社株主に帰属する四半期純損失は４億47百万円（同　13億84百万円の損失）となりました。

なお、当社グループの情報機器事業及び照明機器事業の公共投資関連の売上高は通常の形態として、他の四半期に

比べ第４四半期に完成する工事の割合が大きいため、業績に季節的変動があります。

セグメント別の業績は次のとおりであります。

（情報機器事業）

主力製品であります道路情報機器において、高速道路向けの売上が前年同四半期に比べ減少しました。この結

果、売上高は42億８百万円（前年同四半期比5.6%減）となりました。利益面では、前年同四半期と比べ、売上の減

少による影響と、工事進行基準を適用する案件の売上原価率が上昇したことにより、セグメント損失は10億80百万

円（前年同四半期は２億98百万円の損失）となりました。

（照明機器事業）

民間設備投資関連の産業用照明器具においては、LED照明器具の売上が順調に推移し前年同四半期に比べ増加し

ました。また、公共投資関連においては、前期に工期延長となった高速道路会社向け案件の売上計上もあり、トン

ネル照明器具を中心に売上は前年同四半期に比べ増加しました。この結果、売上高は53億４百万円（前年同四半期

比40.7%増）となりました。利益面では、売上の増加により、セグメント利益は５億32百万円（前年同四半期比

1,453.1%増）と大幅な増加となりました。

（コンポーネント事業）

エアコン用の配管保護機材と配電盤や機械装置に用いる産業用配線保護機材は前年同四半期に比べ増加しました

が、監視カメラ関連製品は減少しました。また、電磁波環境部品は前年同四半期に比べ増加しました。この結果、

売上高は40億99百万円（前年同四半期比0.3%増）となりました。利益面では、電磁波環境部品の売上増加による影

響と、貸倒引当金繰入額の計上がないことにより、セグメント利益は８億72百万円（前年同四半期比75.0%増）と

なりました。

（その他の事業）

商品仕入販売は１億67百万円、情報サービスなどは64百万円となりました。この結果、その他の事業の売上高は

２億32百万円（前年同四半期比37.2%増)となりました。セグメント損失は40百万円（前年同四半期は29百万円の損

失）となりました。

(２）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、重要な変更はなく、また、新たに生

じた重要な対処すべき事項はありません。

(３）研究開発活動

当第３四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、１億90百万円であります。

なお、当第３四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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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 33,782,000

計 33,782,000

 

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９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 12,382,000 12,382,000
東京証券取引所

市場第二部

単元株式数は100株で

あります。

計 12,382,000 12,382,000 － －

 

 

（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
－ 12,382,000 － 3,380,000 － 3,613,665

 

（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）
(自己保有株式)

普通株式　 　290,600
－ －

完全議決権株式（その他） 普通株式　12,090,200 120,902 －

単元未満株式 普通株式      1,200 － －

発行済株式総数 12,382,000 － －

総株主の議決権 － 120,902 －

 

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(％)

（自己保有株式）

星和電機株式会社

京都府城陽市寺田

新池36番地
290,600 － 290,600 2.35

計 － 290,600 － 290,600 2.35

 

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、清友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 2,479,914 4,723,721

受取手形及び売掛金 9,264,992 ※ 6,968,792

有価証券 90,982 －

商品及び製品 927,455 2,377,393

仕掛品 377,998 772,143

原材料及び貯蔵品 2,698,121 2,791,070

その他 308,292 891,419

貸倒引当金 △110,769 △83,223

流動資産合計 16,036,987 18,441,316

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,981,330 5,416,300

減価償却累計額及び減損損失累計額 △3,446,973 △3,486,781

建物及び構築物（純額） 1,534,356 1,929,519

その他 6,878,094 6,335,528

減価償却累計額及び減損損失累計額 △5,461,237 △5,164,206

その他（純額） 1,416,857 1,171,321

有形固定資産合計 2,951,213 3,100,840

無形固定資産 645,138 587,348

投資その他の資産   

投資有価証券 2,307,477 2,665,136

退職給付に係る資産 190,785 188,630

長期未収入金 400,400 383,400

その他 1,178,111 1,112,762

貸倒引当金 △468,314 △416,876

投資その他の資産合計 3,608,460 3,933,052

固定資産合計 7,204,812 7,621,242

資産合計 23,241,800 26,062,558

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,157,840 4,744,520

短期借入金 2,381,384 4,878,653

1年内返済予定の長期借入金 1,250,684 1,281,484

未払法人税等 101,845 23,097

賞与引当金 272,561 101,659

受注損失引当金 91,883 278,223

その他 1,570,503 2,033,616

流動負債合計 10,826,703 13,341,255

固定負債   

長期借入金 2,243,219 2,875,006

役員退職慰労引当金 22,690 22,690

環境対策引当金 18,396 18,396

厚生年金基金解散損失引当金 509,746 509,746

退職給付に係る負債 2,058 2,058

その他 379,200 447,414

固定負債合計 3,175,310 3,875,311

負債合計 14,002,013 17,216,566
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  （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)

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,380,000 3,380,000

資本剰余金 3,675,014 3,675,014

利益剰余金 1,491,020 922,359

自己株式 △200,245 △200,245

株主資本合計 8,345,790 7,777,128

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 632,347 803,277

為替換算調整勘定 143,924 153,562

退職給付に係る調整累計額 100,768 92,628

その他の包括利益累計額合計 877,040 1,049,467

非支配株主持分 16,956 19,395

純資産合計 9,239,787 8,845,991

負債純資産合計 23,241,800 26,062,558
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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 ※１ 12,487,888 ※１ 13,845,724

売上原価 10,427,896 11,704,320

売上総利益 2,059,992 2,141,403

販売費及び一般管理費 2,780,923 2,701,438

営業損失（△） △720,930 △560,034

営業外収益   

受取利息 10,817 13,455

受取配当金 30,130 34,319

不動産賃貸料 26,038 26,038

為替差益 19,331 －

受取補償金 4,693 31,596

その他 31,759 21,889

営業外収益合計 122,772 127,300

営業外費用   

支払利息 29,698 40,259

売上割引 49,960 62,852

シンジケートローン手数料 17,500 14,869

為替差損 － 3,590

その他 16,892 8,737

営業外費用合計 114,050 130,309

経常損失（△） △712,209 △563,044

特別利益   

投資有価証券売却益 5,101 10,275

固定資産売却益 － ※２ 4,999

出資金売却益 － 3,529

特別利益合計 5,101 18,805

特別損失   

固定資産除却損 44,117 21,703

固定資産売却損 － 506

投資有価証券売却損 3,323 4,556

環境対策引当金繰入額 6,960 －

厚生年金基金解散損失引当金繰入額 ※３ 509,746 －

投資有価証券評価損 1,358 －

ゴルフ会員権貸倒引当金繰入額 － 100

特別損失合計 565,505 26,867

税金等調整前四半期純損失（△） △1,272,613 △571,106

法人税、住民税及び事業税 26,914 51,265

法人税等調整額 85,805 △177,063

法人税等合計 112,720 △125,797

四半期純損失（△） △1,385,334 △445,309

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主

に帰属する四半期純損失（△）
△490 2,438

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △1,384,843 △447,748
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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)

四半期純損失（△） △1,385,334 △445,309

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 133,457 170,929

為替換算調整勘定 △25,169 9,638

退職給付に係る調整額 △6,429 △8,140

その他の包括利益合計 101,858 172,427

四半期包括利益 △1,283,475 △272,882

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,282,985 △275,320

非支配株主に係る四半期包括利益 △490 2,438
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

※　四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換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の満期手形が四半

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 52,355千円

 

 

 

（四半期連結損益計算書関係）

※１ 売上高の季節的変動

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）

当社グループの情報機器事業の売上高は、受注状況から年度末に向けて完成する工事の割合が多くなる傾向にある

ため、季節的変動があります。

※２　固定資産売却益

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）

固定資産売却益の主なものは、その他（機械装置及び運搬具）の売却によるものであります。

※３　厚生年金基金解散損失引当金繰入額

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）

厚生年金基金解散損失引当金繰入額は、厚生年金基金の解散に伴い発生が見込まれる損失に備えるための費用であ

ります。

（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資産を含む。）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 363,454千円 351,187千円

 

（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12日

取締役会
普通株式 120,913 10 平成28年３月31日 平成28年６月13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11日

取締役会
普通株式 120,913 10 平成29年３月31日 平成29年６月12日 利益剰余金
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（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（自平成28年４月１日　至平成28年12月31日)

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

       （単位：千円）

 報告セグメント
その他
（注）１

合計
調整額
（注）２

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）３

 情報機器 照明機器
コンポーネ

ント
計

売上高         

外部顧客への

売上高
4,460,393 3,771,419 4,086,708 12,318,521 169,367 12,487,888 － 12,487,888

セグメント間
の内部売上高
又は振替高

－ 878 4,945 5,824 237,196 243,020 △243,020 －

計 4,460,393 3,772,298 4,091,654 12,324,345 406,563 12,730,909 △243,020 12,487,888

セグメント利益

又は損失（△）
△298,373 34,314 498,417 234,358 △29,742 204,615 △925,546 △720,930

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、メカトロニクス製品、商品仕入

販売、情報サービス等を含んでおります。

２．セグメント利益又は損失の調整額△925,546千円には、セグメント間取引消去△17,980千円、各報告セグメ

ントに配分していない全社費用△907,566千円が含まれております。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及び研究開発費であります。

３．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

 

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)

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

       （単位：千円）

 報告セグメント
その他
（注）１

合計
調整額
（注）２

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）３

 情報機器 照明機器
コンポーネ

ント
計

売上高         

外部顧客へ

の売上高
4,208,906 5,304,801 4,099,666 13,613,374 232,349 13,845,724 － 13,845,724

セグメント
間の内部売
上高又は振
替高

－ 30 4,027 4,058 132,043 136,102 △136,102 －

計 4,208,906 5,304,832 4,103,694 13,617,433 364,393 13,981,826 △136,102 13,845,724

セグメント利

益又は損失

（△）

△1,080,804 532,929 872,230 324,355 △40,662 283,692 △843,727 △560,034

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、メカトロニクス製品、商品仕入

販売、情報サービス等を含んでおります。

２．セグメント利益又は損失の調整額△843,727千円には、セグメント間取引消去39,374千円、各報告セグメン

トに配分していない全社費用△883,101千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属

しない一般管理費及び研究開発費であります。

３．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
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（１株当たり情報）

１株当たり四半期純損失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株当たり四半期純損失金額 114円53銭 37円03銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純損失金額（千円） 1,384,843 447,748

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損

失金額（千円）
1,384,843 447,748

普通株式の期中平均株式数（株） 12,091,335 12,091,335

（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。

２【その他】

該当事項はありません。
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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。

EDINET提出書類

星和電機株式会社(E01984)

四半期報告書

15/16



 

 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

  平成30年２月９日
 
星和電機株式会社
 

取締役会　　　御中
  

 

 清友監査法人  

 

 指定社員
業務執行社員

 
公認会計士 人見　敏之　　印

 

 指定社員
業務執行社員

 
公認会計士 三牧　潔　　　印

 

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」に掲げられている星和電機株式会

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、星和電機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
 
　（注）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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