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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108期

第1四半期累計期間
第107期

会計期間
自 2020年4月1日
至 2020年6月30日

自 2019年4月1日
至 2020年3月31日

売上高 (千円) 981,889 8,105,320

経常利益又は経常損失(△) (千円) △188,462 585,990

四半期純損失(△)又は当期純利
益

(千円) △133,325 390,705

持分法を適用した場合の
投資利益

(千円) － －

資本金 (千円) 2,996,530 2,996,530

発行済株式総数 (株) 13,279,633 13,279,633

純資産額 (千円) 5,590,441 5,856,818

総資産額 (千円) 9,661,547 10,678,854

１株当たり四半期純損失(△)又
は１株当たり当期純利益

(円) △10.05 29.44

潜在株式調整後１株当たり四半
期（当期）純利益金額

(円) － －

１株当たり配当額 (円) － 10.00

自己資本比率 (％) 57.9 54.8
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(注) １．当社は前事業年度において連結子会社1社の解散決議を行い、当第1四半期に清算結了いたしております。

よって当第1四半期累計期間において四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかか

る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．第107期第１四半期累計期間については、四半期連結財務諸表を作成し、四半期財務諸表を作成していない

ため、記載しておりません。なお、第107期第１四半期連結累計期間における主要な経営指標等は次のとお

りであります。

回次
第107期
第1四半期

連結累計期間

会計期間
自 2019年4月1日
至 2019年6月30日

売上高 (千円) 987,548

経常損失(△) (千円) △71,245

親会社株主に帰属する
四半期純損失(△)

(千円) △53,662

四半期包括利益 (千円) △54,026

純資産額 (千円) 5,435,113

総資産額 (千円) 9,493,937

１株当たり四半期純損失(△) (円) △4.04

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 (円) －

自己資本比率 (％) 57.2

３．売上高には、消費税等は含まれておりません。

４．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。

　 ５．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。

２ 【事業の内容】

当第1四半期累計期間において、当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、

主要な関係会社については、連結子会社であった明星マネジメントサービス株式会社は、2020年6月17日付で清算結了

いたしました。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第1四半期累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資

者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は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」についての重要な変更はありません。

２ 【経営者による財政状態、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、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

(1) 経営成績の状況

当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の拡大により緊急事態宣言が発令され、

経済活動が大きく制限されるなか企業収益は急速に減少し極めて厳しい状況に陥りました。緊急事態宣言が解除さ

れた後も、雇用・所得環境の悪化は続いており、個人消費や企業収益の回復も先行きの見えない不透明な状態とな

っています。また、海外においても新型コロナウイルス感染症の拡大は収束の兆しもないまま更に拡大を続けてお

り、経済活動への影響も予断を許さない状況となっております。

　当社の主要事業であります気象防災事業におきましては、近年の自然災害の増加により被害も激甚化しており、

突然の豪雨や気温変動などの異常気象から、環境問題を日常で感じる事も多くなってきています。防災や減災の一

端を担う当社に期待される役割はますます高まっております。また、宇宙防衛事業では、宇宙開発そのものがフロ

ンティアへの挑戦といった科学技術の世界から、地上に住む人々の生活をより豊かにするために、社会を支える実

用・商業利用の場へと姿を変えてきている中、長年の経験を活かした当社の取り組みは今後の可能性を広げていく

ものと期待されています。

　このような状況のもと、当社は「２０１９中期事業計画」（2019年度～2021年度）の２年目として、初年度に明

らかになった問題点を踏まえながら、２０２０年度の経営方針を、「『変える』を実践し、強靭かつ柔軟で収益力

のある体質を実現しよう！」と設定し、大きく次の４つのテーマを掲げております。

１．ビジネスモデルの変革等による市場拡大と生産性の向上

２．働き方改革と業務改革によるコスト、納期の最適化

３．品質・コンプライアンスの継続的向上

４．競争力を維持・増強するための技術力向上

これらを成し遂げるために、付加価値を高めたサービスの提供を加速し、契約の包括化による間接費の削減と負

荷の平準化を図り、技術力の向上によって後戻りの撲滅を進め、更なる業績向上を目指して全社一丸で取り組んで

おります。

また、当社は当事業年度より（収益認識に関する会計基準等の適用）、（たな卸資産の評価方法の変更）及び

（有形固定資産の減価償却方法の変更及び残存価額の変更）を実施しております。それぞれの変更理由は、第4（経

理の状況）（注記事項）（会計方針の変更）、（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更及

び会計上の見積りの変更）を参照ください。

その結果、当第１四半期累計期間の売上高は981百万円となり、営業損失は△187百万円となりました。また、経

常損失は△188百万円となり、四半期純損失は、△133百万円となっております。

なお、前述のとおり、当社は前第1四半期連結累計期間では四半期連結財務諸表を作成しておりましたが、当社の

連結子会社でありました明星マネジメントサービス株式会社が、2020年6月17日に清算を結了したことにより、当第

1四半期累計期間より財務諸表作成会社となりました。従いまして、当第1四半期累計期間より四半期財務諸表を作

成しているため、前年同四半期との比較は行っておりません。
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　 セグメントごとの経営成績は次のとおりであります。

売上高（百万円） 営業損失(△)（百万円）

当第1四半期累計期間 当第1四半期累計期間

気象防災事業 619 △181

宇宙防衛事業 362 △1

調整額(注) － △4

合計 981 △187

（注）営業損失（△）の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。

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、予算と実績の調整差額であります。

＜気象防災事業＞

気象防災事業については、受注高は更新需要の回復傾向にあるものの、防災分野での多機能型地震計など前期

に多年度分を受注した影響で減少しております。売上高は、航空管制分野でのＥＶＡ非常用管制塔システムや三

次元レーザーレーダー（３ＤＬＲ、踏切障害物検知装置）などが増加しているものの、防災分野で前期での多機

能型地震計の反動を受けて減少しており、合計で619百万円となりました。売上高全体に占める割合は63.1％とな

っております。営業損失は、売上高の減少に加えて会計方針の変更の影響などで△181百万円となっております。

＜宇宙防衛事業＞

宇宙防衛事業については、受注高は火星衛星探査計画が全体的に遅れていることから、比較的大口の契約が遅

れていることなどで減少しております。売上高は、テレメーター送信機や国際宇宙ステ－ション（ＩＳＳ）の日

本実験棟「きぼう」(ＪＥＭ）に係わる搭載機器などが増加したことで、合計で362百万円となりました。売上高

全体に占める割合は36.9％となっています。営業損失は、売上高増加の影響はあるものの、会計方針の変更の影

響や受注減に伴う操業損の発生などから、△1百万円となっております。
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(2) 財政状態の状況

（イ）資産

流動資産は、前事業年度末に比べて1,408百万円（19.4％）減少し5,846百万円となりました。主な増加の内訳は、

その他（短期貸付金）506百万円、仕掛品110百万円で、主な減少の内訳は、受取手形、売掛金及び契約資産2,190百

万円（前事業年度末の受取手形及び売掛金との比較）です。

固定資産は、前事業年度末に比べて32百万円（0.8％）減少し3,814百万円となりました。主な増加の内訳は、無

形固定資産（ソフトウエア）87百万円、主な減少の内訳はその他（建物及び構築物）37百万円、無形固定資産（ソ

フトウエア仮勘定）32百万円、その他（機械装置及び運搬具）27百万円です。

この結果、総資産は、前事業年度末に比べて1,441百万円（13.0％）減少し9,661百万円となりました。

（ロ）負債

流動負債は、前事業年度末に比べて1,170百万円（37.2％）減少し1,972百万円となりました。主な減少の内訳は

買掛金361百万円、その他（未払消費税等）173百万円です。

固定負債は、前事業年度末に比べて4百万円（0.2％）減少し2,098百万円となりました。主な減少の内訳はその他

（リース債務）3百万円です。

この結果、負債合計は、前事業年度末に比べて1,175百万円（22.4％）減少し4,071百万円となりました。

（ハ）純資産

純資産合計は、前事業年度末に比べて266百万円（4.5％）減少し5,590百万円となりました。主として、四半期純

損失133百万円の計上及び配当の実施132百万円により利益剰余金が266百万円減少したことによる影響です。純資産

が減少したものの、総資産も同じく減少したため、自己資本比率は前事業年度末の52.7％から5.2ポイント上昇し

57.9％となっております。

(3) 経営方針・経営戦略等

当第1四半期累計期間において、有価証券報告書（2020年7月1日提出）に記載した経営方針・経営戦略等について

重要な変更はありません。

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第1四半期累計期間において、有価証券報告書（2020年7月1日提出）に記載した対処すべき課題等について重要

な変更はありません。

(5) 研究開発活動

当第1四半期累計期間の研究開発費の総額は50百万円であります。

なお、当第1四半期累計期間において当社の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

３ 【経営上の重要な契約等】

当第1四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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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 23,556,000

計 23,556,000

② 【発行済株式】

種類
第1四半期会計期間
末現在発行数(株)
(2020年6月30日)

提出日現在
発行数(株)

(2020年8月31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 13,279,633 13,279,633
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 13,279,633 13,279,633 ― ―

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

② 【その他の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) 【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)

2020年6月30日 ― 13,279,633 ― 2,996,530 ― ―

(5) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

決算短信（宝印刷） 2020年08月31日 11時47分 7ページ（Tess 1.50(64) 20191218_01）



8

(6) 【議決権の状況】

当第1四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（2020年3月31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】

2020年6月30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）

―
権利内容に何ら限定のない当
社における標準となる株式普通株式 7,600

完全議決権株式(その他) 普通株式 13,228,400 132,284 同上

単元未満株式 普通株式 43,633 ― 同上

発行済株式総数 13,279,633 ― ―

総株主の議決権 ― 132,284 ―

(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式64株が含まれています。

② 【自己株式等】

2020年6月30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)
明星電気株式会社

群馬県伊勢崎市長沼町
2223番地

7,600 ― 7,600 0.05

計 ― 7,600 ― 7,600 0.05

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】

１．四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63号

以下、「四半期財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、当社は当第1四半期会計期間より四半期財務諸表を作成しているため、四半期損益計算書に係る比較情報を記

載しておりません。

また、当第1四半期会計期間(2020年4月1日から2020年6月30日まで)及び当第1四半期累計期間(2020年4月1日から

2020年6月30日まで)は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(令和2

年6月12日内閣府令第46号)附則第3条第1項ただし書きにより、改正後の四半期財務諸表等規則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1四半期会計期間(2020年4月1日から2020年6月30日

まで)及び第1四半期累計期間(2020年4月1日から2020年6月30日まで)に係る四半期財務諸表について、EY新日本有限責

任監査法人よる四半期レビューを受けております。

３．四半期財務諸表について

当社は、前事業年度に連結子会社でありました明星マネジメントサービス株式会社が当第1四半期において清算結了

したことに伴い、当第1四半期会計期間（2020年4月1日から2020年6月30日まで）及び当第1四半期累計期間（2020年4

月1日から2020年6月30日まで）については四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１ 【四半期財務諸表】

(1) 【四半期貸借対照表】

(単位：千円)

前事業年度
(2020年3月31日)

当第1四半期会計期間
(2020年6月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 118,410 223,022

受取手形及び売掛金（純額） ※1 5,656,965 －

受取手形、売掛金及び契約資産（純額） － ※1 3,466,868

製品 270,727 254,908

仕掛品 545,377 655,636

原材料及び貯蔵品 634,189 710,477

その他 56,609 559,986

貸倒引当金 △26,623 △24,134

流動資産合計 7,255,655 5,846,765

固定資産

有形固定資産

土地 2,537,889 2,537,889

その他（純額） 835,617 709,001

有形固定資産合計 3,373,506 3,246,890

無形固定資産 49,692 104,020

投資その他の資産

その他 443,129 482,740

貸倒引当金 △18,870 △18,870

投資その他の資産合計 424,259 463,870

固定資産合計 3,847,458 3,814,782

資産合計 11,103,113 9,661,547
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(単位：千円)

前事業年度
(2020年3月31日)

当第1四半期会計期間
(2020年6月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 1,337,191 975,829

未払法人税等 137,364 13,153

製品保証引当金 149,792 141,512

受注損失引当金 34,816 20,907

賞与引当金 220,374 103,336

その他 1,263,673 717,830

流動負債合計 3,143,212 1,972,570

固定負債

退職給付引当金 1,284,269 1,283,575

環境対策引当金 16,177 16,177

その他 802,635 798,783

固定負債合計 2,103,081 2,098,536

負債合計 5,246,294 4,071,106

純資産の部

株主資本

資本金 2,996,530 2,996,530

利益剰余金 1,203,236 936,867

自己株式 △7,947 △7,956

株主資本合計 4,191,819 3,925,441

評価・換算差額等

土地再評価差額金 1,664,999 1,664,999

評価・換算差額等合計 1,664,999 1,664,999

純資産合計 5,856,818 5,590,441

負債純資産合計 11,103,113 9,661,547
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(2) 【四半期損益計算書】

【第１四半期累計期間】

(単位：千円)
当第1四半期累計期間
(自 2020年4月1日

　至 2020年6月30日)

売上高 ※1 981,889

売上原価 863,792

売上総利益 118,096

販売費及び一般管理費 305,398

営業損失（△） △187,302

営業外収益

受取利息 512

受取賃貸料 5,028

その他 1,313

営業外収益合計 6,854

営業外費用

支払利息 4,045

株式管理費用 2,704

その他 1,265

営業外費用合計 8,015

経常損失（△） △188,462

特別損失

関係会社清算損 2,441

特別損失合計 2,441

税引前四半期純損失（△） △190,904

法人税等合計 △57,578

四半期純損失（△） △133,325
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【注記事項】

（会計方針の変更）

1.（収益認識に関する会計基準等の適用）

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」という。）

等を当第１四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財

又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しています。

この適用により、従来は、工事完成基準を適用していた契約のうち、一定期間にわたり履行義務が充足される

契約については、工事進行基準を適用して収益を認識する方法に変更しています。なお、履行義務の充足に係る

進捗度を合理的に見積もることができないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準

にて収益を認識しています。また、少額または短期の工事については、一時点で収益を認識しています。さら

に、従来は、据付等を伴わない物品販売については、工場から出荷した時点で収益を認識していましたが、顧客

による検収が完了した時点あるいは物品が顧客の手許に到着した時点で収益を認識することとしました。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って

おり、当第１四半期会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第１四半

期会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しています。

この結果、当第１四半期累計期間の売上高が2,155千円、売上原価が1,699千円それぞれ増加し、営業損失、経

常損失及び税引前四半期純損失がそれぞれ456千円減少しています。また、利益剰余金の当期首残高は323千円減

少しています。収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示し

ていた「受取手形及び売掛金」は、当第1四半期会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示

することとしました。

なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法によ

り組替えを行なっていません。また、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号2020年３月31

日）第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第１四半期累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を

分解した情報を記載していません。

2.（たな卸資産の評価方法の変更）

たな卸資産のうち、製品、原材料及び貯蔵品の評価方法は、従来、主として先入先出法による原価法を採用し

ておりましたが、当第1四半期会計期間の期首より移動平均法による原価法に変更しました。

この評価方法の変更は、近年の仕入価格の変動及び生産管理システムの当第1四半期会計期間期首からの稼働

を契機として、移動平均法による原価法にてたな卸資産の評価を行う方が、より適切にたな卸資産の評価及び期

間損益計算を行うことができると判断したことによります。

なお、過去の事業年度については、生産管理システムが当事業年度の期首から稼働したことにより、過年度に

関する必要なデータが蓄積されていないため、移動平均法による原価法にてたな卸資産の評価を行うことが実務

上不可能であり、遡及適用した場合の累積的影響額を算定することができないため、前事業年度末の帳簿価額を

当第1四半期会計期間の期首残高として計算しております。

また、この会計方針の変更による影響額は軽微であります。
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（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更及び会計上の見積りの変更）

（有形固定資産の減価償却方法の変更及び残存価額の変更）

当社では、従来、有形固定資産の減価償却方法について、主として定率法を採用しておりましたが、当第1四

半期会計期間より定額法に変更しました。

当社を取り巻く事業環境は、自然災害の増加や激甚化などにより、近年大きく変化しており、それに対応すべ

く、保有する有形固定資産が製造設備から計量・計測関連機器に変わりつつあります。また、労働基準法に代表

される労働関連法規の改正により、従業員の働き方が変わりつつあること、さらに、2019年度を初年度とする中

期事業計画では生産作業の平準化と整流化を重要施策と位置付け、2020年度より生産管理システムや固定資産管

理システムを更新し、重点施策を実現すべく具体的な取り組みを進めております。このような状況から有形固定

資産の使用実態や使用方針の再検討を行ないました。

その結果、汎用的な機械設備の割合が増加していること、生産作業の標準化と整流化により、今後の有形固定

資産の安定稼働が見込まれることが判明し、定額法による費用配分が当社の実態を反映する償却方法であると判

断しました。

併せて、有形固定資産の使用見込期間及び処分価値の再検討を行った結果、当第1四半期会計期間より、有形

固定資産の残存価額を備忘価額の１円に変更しております。

以上の変更により、従来の方法に比べて、当第１四半期累計期間の売上総利益は43,468千円減少し、営業損

失、経常損失及び税引前四半期純損失はそれぞれ47,942千円増加しております。

(四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

当第1四半期累計期間
(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)

税金費用の計算 税金費用については、当第1四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純

利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。

ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を

欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用する方法によっております。

（追加情報）

前事業年度の有価証券報告書の（追加情報）に記載した新型コロナウイルス感染症の今後の広がり方や収束時期等

を含む仮定について重要な変更はありません。

(四半期貸借対照表関係)

※１ 受取手形割引高

前事業年度
(2020年3月31日)

当第1四半期会計期間
(2020年6月30日)

受取手形割引高 103,327千円 10,029千円

(四半期損益計算書関係)

※１ 売上高の季節的変動

当第1四半期累計期間（自 2020年4月1日　至 2020年6月30日）

当社の売上高は、通常の営業の形態として、事業年度の第4四半期会計期間に納期を迎える受注の割合が大きいた

め、第4四半期会計期間の売上高が他の四半期会計期間と比較して著しく多くなる傾向にあります。
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(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期累計期間

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。

当第1四半期累計期間
(自 2020年4月1日
至 2020年6月30日)

減価償却費 142,069千円

(株主資本等関係)

当第1四半期累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)

１．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

2020年6月24日
定時株主総会

普通株式 132,719 10.0 2020年3月31日 2020年6月25日 利益剰余金

２．基準日が当第1四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期会計期間の末日後となるも

の

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

　

Ⅰ 当第1四半期累計期間（自 2020年4月1日　至 2020年6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
(単位：千円)

気象防災
事業

宇宙防衛
事業

合計
調整額
(注)１

四半期損
益計算書
計上額
(注)２

売上高

外部顧客への売上高 619,422 362,466 981,889 － 981,889

セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ － － － －

計 619,422 362,466 981,889 － 981,889

営業損失(△) △181,250 △1,142 △182,393 △4,909 △187,302

(注) １．営業損失（△）の調整額△4,909千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。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、予算と実績の調整差額であります。

２．報告セグメントの営業損失(△)は、四半期損益計算書の営業損失と調整を行っております。

(参考情報)

第107期第1四半期累計期間については、四半期財務諸表を作成していないため、記載しておりません。

なお、第107期第１四半期連結累計期間におけるセグメントごとの業績は次とおりであります。

(単位：千円)

気象防災
事業

宇宙防衛
事業

合計
調整額
(注)１

四半期連
結損益計
算書計上
額(注)２

売上高

外部顧客への売上高 683,212 304,335 987,548 － 987,548

セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ － － － －

計 683,212 304,335 987,548 － 987,548

営業利益又は営業損失
(△)

△71,227 9,547 △61,680 △10,230 △71,910

(注) １．営業利益又は営業損失（△）の調整額△10,230千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。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、予算と実績の調整差額であります。

２．報告セグメントの営業利益又は営業損失(△)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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２．報告セグメントの変更等に関する事項

（収益認識に関する会計基準等の適用）

　「（会計方針の変更）（収益認識に関する会計基準等の適用）」に記載のとおり、当第1四半期会計期間の

期首から収益認識会計基準等を適用し、収益認識に関する会計処理方法を変更したため、事業セグメントの

利益又は損失の測定方法を同様に変更しております。

　これにより、従来の方法に比べて、当第1四半期累計期間の「外部顧客への売上高」は、気象防災事業で

15,238千円減少、宇宙防衛事業で17,393千円増加しております。また、「営業損失（△）」は、気象防災事

業で456千円減少しております。

（有形固定資産の減価償却方法の変更及び残存価額の変更）

　「（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更及び会計上の見積りの変更）（有形固

定資産の減価償却方法の変更及び残存価額の変更）」に記載のとおり、当第1四半期会計期間より、当社の有

形固定資産の減価償却方法を定額法に変更するとともに、有形固定資産の残存価額の変更を行っておりま

す。

　これにより、従来の方法に比べて、当第1四半期累計期間の「営業損失（△）」は、気象防災事業で32,336

千円、宇宙防衛事業で15,606千円増加しております。

３．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。

（収益認識関係）

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当社の売上高は、主に顧客との契約から認識された収益であり、当社の報告セグメントを財又はサービス

の種類別に分解した場合の内訳は、以下のとおりです。

当第1四半期累計期間（自 2020年4月1日 至 2020年6月30日）

(単位：千円)
気象防災
事業

宇宙防衛
事業

合計

気象関連製品 183,095 － 183,095

防災関連製品 266,396 － 266,396

衛星・宇宙利用製品 － 171,969 171,969

その他の製品 169,930 190,496 360,427

顧客との契約から生じる
収益

619,422 362,466 981,889

その他の収益 － － －

外部顧客への売上高 619,422 362,466 981,889
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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。

項目
当第1四半期累計期間
(自 2020年4月1日
至 2020年6月30日)

１株当たり四半期純損失 10円05銭

(算定上の基礎)

四半期純損失(千円) 133,325

普通株主に帰属しない金額(千円) －

普通株式に係る四半期純損失(千円) 133,325

普通株式の期中平均株式数(株) 13,271,953

(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。

２ 【その他】

当該事項はありません。
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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。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

2020年8月31日

明星電気株式会社

取締役会 御中

ＥＹ新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 大 屋 浩 孝 印

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 髙 梨 洋 一 印

　監査人の結論

　 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星電

　 気株式会社の２０２０年４月１日から２０２１年３月３１日までの第１０８期事業年度の第１四半期会計期間

　 （２０２０年４月１日から２０２０年６月３０日まで）及び第１四半期累計期間（２０２０年４月１日から

　 ２０２０年６月３０日まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記に

　 ついて四半期レビューを行った。

　 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

　められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、明星電気株式会社の２０２０年６月３０日現在の財政状態及び同

　日をもって終了する第１四半期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全ての重要な点に

　おいて認められなかった。

　 監査人の結論の根拠

　 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。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人

　の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお

　り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。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。

強調事項

　 注記事項（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更及び会計上の見積りの変更）に記載さ

　れているとおり、会社は、有形固定資産の減価償却方法について、主として定率法を採用していたが、当第１四半

　期会計期間より定額法に変更している。併せて、有形固定資産の残存価額を備忘価額に変更している。

　 当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。

四半期財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

　 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財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務

　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。

　 四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成することが適切

　であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に基づいて継続

　企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに

　ある。
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四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

　 監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から

　四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。

　 監査人は、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従って、四半期レビューの過程

　を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

　 ・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する質問、分析的手続その他の四半期レ

　ビュー手続を実施する。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。

　 ・継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が

　認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期財務諸表において、我が国において一般に公正妥

　当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められない

　かどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書

　において四半期財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期財務諸表の注記事

　項が適切でない場合は、四半期財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監

　査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は

　継続企業として存続できなくなる可能性がある。

　 ・四半期財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準

　に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期財務諸表

　の表示、構成及び内容、並びに四半期財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる

　事項が認められないかどうかを評価する。

　 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の

　重要な発見事項について報告を行う。

　 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ

　と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するために

　セーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

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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