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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75期

第３四半期連結
累計期間

第76期
第３四半期連結
累計期間

第75期
第３四半期連結
会計期間

第76期
第３四半期連結
会計期間

第75期

会計期間

自平成20年
４月１日
至平成20年
12月31日

自平成21年
４月１日
至平成21年
12月31日

自平成20年
10月１日
至平成20年
12月31日

自平成21年
10月１日
至平成21年
12月31日

自平成20年
４月１日
至平成21年
３月31日

売上高 (千円) 58,571,79647,105,65816,861,76016,531,99172,478,932

経常損失（△） (千円) △382,106△336,659△864,468△59,281△504,798

四半期（当期）純損失

（△）
(千円) △277,443△606,615△495,767△84,871△602,676

純資産額 (千円) － － 12,822,08111,936,01112,358,025

総資産額 (千円) － － 40,178,10237,822,10732,912,275

１株当たり純資産額 (円) － － 417.31 388.52 402.24

１株当たり四半期（当期）

純損失（△）
(円) △8.93 △19.74 △16.06 △2.76 △19.46

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 (％) － － 31.9 31.6 37.5

営業活動による

キャッシュ・フロー
(千円) 2,697,2804,893,343 － － 1,299,368

投資活動による

キャッシュ・フロー
(千円) △167,514△104,060 － － △203,479

財務活動による

キャッシュ・フロー
(千円) △290,455△997,990 － － △534,091

現金及び現金同等物の

四半期末（期末）残高
(千円) － － 6,144,8818,249,0194,461,422

従業員数 (人) － － 1,337 1,300 1,310

　（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．第75期第３四半期連結累計（会計）期間、第76期第３四半期連結累計（会計）期間及び第75期連結会計年度の潜

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、１株当たり四半期（当期）純損失であり、

また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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２【事業の内容】

　当第３四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の子会社）が営む事業の内容について、重要な変

更はありません。

 

３【関係会社の状況】

　当第３四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

 

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

 平成21年12月31日現在

従業員数（人） 1,300 　

　（注）従業員数は、当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者を含む就業

人員であります。

(2）提出会社の状況

 平成21年12月31日現在

従業員数（人） 1,037 　

　（注）従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員であります。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

(1）生産実績

当第３四半期連結会計期間の生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

なお、生産実績中、商事部門の生産実績は、技術商社として、商事部門内にマイコンソフト開発に係る製造部門を

有しており、これの生産実績であります。

事業の種類別セグメントの名称
当第３四半期連結会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

前年同四半期比（％）

商事部門　（千円） 60,901 64.7

ＩＴ部門　（千円） 1,337,974 87.8

製造部門　（千円） 1,574,645 80.1

合計　（千円） 2,973,521 83.0

　（注）１．金額は販売価格によっており、セグメント間の内部取引高にかかる生産高が含まれております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 

(2）受注状況

商事部門の一部及びＩＴ部門、製造部門については受注生産を行っており、これらの当第３四半期連結会計期間

の受注状況を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

なお、受注状況中、商事部門の受注状況は、技術商社として、商事部門内にマイコンソフト開発に係る製造部門を

有しており、これの受注状況であります。

事業の種類別セグメントの名称 受注高（千円）
前年同四半期比
（％）　

受注残高（千円）
前年同四半期比
（％）　

商事部門 40,085 95.8 82,041 65.0

ＩＴ部門 1,702,673 87.8 1,722,559 90.6

製造部門 1,521,913 84.3 998,848 88.1

合計 3,264,671 86.2 2,803,449 88.7

　（注）上記金額には、消費税等は含まれておりません。

(3）販売実績

当第３四半期連結会計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称
当第３四半期連結会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

前年同四半期比（％）

商事部門　（千円） 13,761,026 102.6

ＩＴ部門　（千円） 1,223,051 85.7

製造部門　（千円） 1,555,539 75.7

計　（千円） 16,539,616 97.9

消去又は全社　（千円） △7,624 －

合計　（千円） 16,531,991 98.0

　（注）１．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

２．主な相手先別の販売実績及び当該販売実績に対する割合は、当該割合が100分の10未満のため記載を省略し

ております。
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２【事業等のリスク】

　当第３四半期連結会計期間において、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。　

　

３【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。

 

４【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、当四半期報告書提出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３四半期連結会計期間の国内経済は、一部で景況回復の兆しも見られますが、不安定な為替相場や雇用状況の

悪化などで、企業の設備投資や個人消費が低迷し、景況回復への先行き不透明感は強く、厳しい環境が続きました。

　このような情勢の下で、当社グループが持つそれぞれの機能の融合と、グループ間及び部門間相互の連携により、

積極的な営業活動を推進するとともに、厳しい経営環境に対応するため、人件費や経費削減などにより収益改善に

引き続き努めました。

 

　以上の結果、第３四半期は、概ね予想通りでしたが、やや弱含みの推移となりました。第３四半期連結会計期間で

は、売上高は165億３千１百万円、前年同期に比べて2.0％の減収、営業損失は３千７百万円（前年同期営業損失７億

３千６百万円）、経常損失は５千９百万円（前年同期経常損失８億６千４百万円）、四半期純損失は８千４百万円

（前年同期四半期純損失４億９千５百万円）の損失という成績になりました。

 

事業の種類別セグメントの概況は次のとおりです。

（商事部門）

①半導体事業

　半導体事業では、マイコン、ASICは、自動車関連向けが、環境対応車や中国市場への販売が好調で引き続き回復基

調となりました。デジタル家電向けも、日欧米・中国市場が好調で回復してきましたが、価格は下落傾向が続きま

した。PC周辺向けは、単価が急落しましたが、堅調に推移いたしました。白物家電、電源関連向けも堅調に推移いた

しました。

　パソコン用DVDレコーダ向けレーザーダイオードは、好調を持続いたしました。パワーデバイスも白物家電向け

は、冷蔵庫、洗濯機などが堅調に推移し、低調だった国内用エアコン、産業機器向けも回復いたしました。

②電子デバイス事業

　電子デバイス事業は、EMS事業のデジタルカメラ等電池保護モジュール基板、各種産業及び民生用向け電子部品

などは、回復基調で推移いたしました。携帯電話カメラモジュール向けなどの希土類マグネットが低迷し、監視用

液晶モニターも低調に推移いたしました。 

③電子材料事業

　電子材料事業は、銅地金の価格が堅調に推移する中で、デジタルテレビ、パソコン、デジタルカメラ、自動車用コ

ネクター向け並びに半導体向けなどの金属材料は、回復基調で推移いたしました。 

④FAシステム事業

　FAシステム事業は、設備投資全般の抑制などの影響を受けましたが、太陽電池装置、半導体製造装置、液晶製造装

置向けFAシステム機器が堅調に推移いたしました。NC装置、配電制御機器も堅調に推移いたしましたが、放電加工

機、レーザ加工機並びにFA-ITソリューションは低調に推移いたしました。 

⑤その他

　北海道と西日本地区を拠点とする協栄マリンテクノロジ株式会社が行う救命いかだの整備サービス事業は、順

調に推移いたしました。

 

　この結果、商事部門では、半導体、電子材料、FAシステム機器などが予想通り回復基調で推移し、売上高137億６千１

百万円（前年同期比2.6％増）、営業利益３億２千１百万円（前年同期営業損失２億１千万円）となりました。
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（ＩＴ部門）

①ビジネスソリューション事業

　ビジネスソリューション事業は、IT事業環境の厳しい状況が続く中で、ソリューション系は、自社開発の通信制

御装置、運輸業向けサービス提供は堅調に推移いたしました。建設業向けシステムはやや低調となり、積算・見積

業務パッケージソフトも低調に推移いたしました。

　ビジネスシステム系は、流通、販売業務関連向けが順調に推移いたしましたが、金融業務関連向けは低調に推移

しました。電力業務関連向けは新規開発案件に参入いたしました。

②エンベデッドシステム事業

　エンベデッドシステム事業は、エンベデッドシステム系（特定機能を実現するための組込みシステム）では、

カーナビ関連が順調に推移し、専用ボードシステム、専用装置システムも堅調に推移いたしました。装置制御を中

心としたFAシステム系は、引き続き設備投資の抑制などで低調に推移いたしました。

③IC設計事業

　IC設計事業は、アナログ技術を強みとして新規開拓分野での受注の拡大につとめていますが、厳しい環境下の半

導体業界の影響を受け、引き続き苦戦が続いております。

 

　この結果、ＩＴ部門は、企業のIT投資の先送りや縮小など事業環境の厳しさが続いている中で、予想よりやや弱含

みで推移し、売上高12億２千３百万円（前年同期比14.3％減）、営業損失０百万円（前年同期営業損失８千７百万

円）となりました。

 

（製造部門）

プリント配線板事業

　プリント配線板事業は、受注面では、両面、多層基板ともにアミューズメント、車載向けが堅調に推移いたしまし

た。超短納期試作基板、メタルコア基板なども堅調に推移いたしましたが、携帯電話用モジュール基板などは低調

に推移いたしました。

　福島協栄株式会社と連携しながら、相模原工場の生産規模を縮小し、超短納期試作基板など高付加価値品の受注

に努めておりますが、なお受注、利益はともに厳しい状況が続いております。

 

　この結果、製造部門は、利益は改善基調となりましたが、売上高15億５千５百万円（前年同期比24.3％減）、営業損

失２千万円（前年同期営業損失７千３百万円）となりました。

(2）財政状態の分析

　当第３四半期連結会計期間末の総資産は、第２四半期連結会計期間末に比べて37億２千２百万円増加し、378億２

千２百万円となりました。

・流動資産は、現金及び預金の増加17億８千４百万円等により、37億９千８百万円増加し、311億３千２百万円とな

りました。

・固定資産は、有形固定資産の減少１億２千９百万円等により、７千６百万円減少し、66億８千９百万円となりまし

た。

・流動負債は、支払手形及び買掛金の増加38億６千７百万円等により、41億円増加し、206億２千８百万円となりま

した。

・固定負債は、長期借入金の返済による減少等により、２億２千３百万円減少し、52億５千７百万円となりました。

　　この結果、純資産は１億５千４百万円減少し、119億３千６百万円となり、自己資本比率は第２四半期連結会計期間

末の35.5％から3.9ポイント減少し31.6％となりました。

(3）キャッシュ・フローの状況

　当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、第２四半期連結会計期間

末に比べ17億８千４百万円増加し、82億４千９百万円（前年同期は61億４千４百万円）となりました。

　当第３四半期連結会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以下のとおりです。
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（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果、増加した資金は19億５千８百万円（前年同期は22億４千１百万円の増加）となりました。これ

は主として次の要因によるものです。

資金増加要因： 減価償却費 １億４千７百万円

　 仕入債務の増加 38億７千２百万円

　

資金減少要因： 賞与引当金の減少 ２億２千４百万円

　 売上債権の増加 12億９千７百万円

　 たな卸資産の増加　 ５億８千４百万円　

　

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果、減少した資金は５千７百万円（前年同期は２億７百万円の減少）となりました。これは主と

して有形固定資産、投資有価証券の取得等によるものです。

　

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果、減少した資金は１億円（前年同期は４億２千９百万円の減少）となりました。これは主とし

て借入金、ファイナンス・リース債務の返済等による支出によるものです。

 

(4）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第３四半期連結会計期間において、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。

 
 
(5）研究開発活動

　当第３四半期連結会計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、22,059千円であります。

　なお、当第３四半期連結会計期間において、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【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　当第３四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

 

(2）設備の新設、除却等の計画

　当第３四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありま

せん。
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第４【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 100,000,000

計 100,000,000

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21年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成22年２月10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 31,935,458 31,935,458
東京証券取引所

市場第一部

単元株式数

1,000株　

計 31,935,458 31,935,458 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

 

（３）【ライツプランの内容】

　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）

平成21年10月１日～

平成21年12月31日
－ 31,935,458 － 3,161,819 － 3,065,210

 

（５）【大株主の状況】

　当第３四半期会計期間において、バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社及びその共同保有者

から平成21年６月29日付で提出された大量保有報告書（変更報告書）の写しにより、平成21年６月22日現在で

それぞれ以下のとおり株式を保有している旨の報告を受けておりますが、株主名簿の記載内容が確認できない

ため、当社として実質所有株式数の確認ができません。

氏名又は名称 住所
保有株券等の数
（株）

株券等保有割合
（％）

バークレイズ・グローバル・

インベスターズ株式会社

東京都千代田区丸の内１丁目８番

３号
株式　1,365,000 4.27

バークレイズ・グローバル・

インベスターズ・リミテッド

英国　ロンドン市　ロイヤル・ミン

ト・コート１
株式　　210,000 0.66

計 － 株式　1,575,000 4.93

 

（６）【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21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。
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①【発行済株式】

 平成21年９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）

普通株式    1,211,000
－ －

完全議決権株式（その他） 普通株式   30,465,000 30,465 －

単元未満株式 普通株式      259,458 － －

発行済株式総数 31,935,458 － －

総株主の議決権 － 30,465 －

（注）「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が5,000株含まれております。また、「議

決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数５個が含まれております。

②【自己株式等】

 平成21年９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（％）

協栄産業株式会社
東京都渋谷区松濤

２－20－４
1,211,000 － 1,211,000 3.79

計 － 1,211,000 － 1,211,000 3.79

（注）当第３四半期会計期間末（平成21年12月31日）の自己株式数は1,213,782株（発行済株式総数に対する所有株式

数の割合3.80％）となっております。

 

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成21年
４月

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

最高（円） 223 203 225 224 213 205 202 195 203

最低（円） 188 189 196 204 197 185 180 164 177

　（注）最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

 

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。

　（１）役職の異動

新役名 新職名 旧役名　 旧職名　 氏名　 異動年月日　

取締役副社長　
 商事部門担当　兼

 営業企画室担当　
取締役副社長  営業企画室担当 櫻井　寛治 平成21年10月29日

取締役

常務執行役員　

 第三営業本部長　兼

 FA-ITプロジェクト統括

　

取締役

常務執行役員　

 商事部門長　兼

 第三営業本部長　兼

 FA-ITプロジェクト統括

　

宇野　敬二 平成21年10月29日
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第５【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。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前第３四半期連結会計期間（平成20年10月１日から平成20年12月31日まで）及び前第３四半期連結累計期間

（平成20年４月１日から平成20年12月31日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第３四半期連結

会計期間（平成21年10月１日から平成21年12月31日まで）及び当第３四半期連結累計期間（平成21年４月１日から

平成21年12月31日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表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、前第３四半期連結会計期間（平成20年10月１日から平

成20年12月31日まで）及び前第３四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年12月31日まで）に係る四半

期連結財務諸表並びに当第３四半期連結会計期間（平成21年10月１日から平成21年12月31日まで）及び当第３四半

期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表について、監査法人保森

会計事務所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）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 9,129,019 5,341,422

受取手形及び売掛金 ※2
 16,066,554 13,687,126

商品及び製品 4,451,869 5,539,243

仕掛品 862,569 471,242

原材料及び貯蔵品 116,114 150,542

繰延税金資産 171,344 637,059

その他 402,869 651,691

貸倒引当金 △67,898 △58,701

流動資産合計 31,132,443 26,419,627

固定資産

有形固定資産 ※1
 2,923,360

※1
 3,303,404

無形固定資産 168,499 215,597

投資その他の資産

投資有価証券 2,115,781 1,620,035

繰延税金資産 567,805 433,293

その他 1,026,400 1,033,210

貸倒引当金 △112,182 △112,892

投資その他の資産合計 3,597,804 2,973,646

固定資産合計 6,689,664 6,492,648

資産合計 37,822,107 32,912,275

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 ※2
 14,654,944 8,387,739

短期借入金 3,060,965 3,059,145

1年内返済予定の長期借入金 1,320,000 870,000

未払法人税等 39,706 74,558

賞与引当金 88,470 354,090

その他 1,464,783 1,379,005

流動負債合計 20,628,870 14,124,537

固定負債

長期借入金 3,995,000 5,110,000

繰延税金負債 379 404

退職給付引当金 716,543 647,731

役員退職慰労引当金 201,345 191,788

その他 343,957 479,788

固定負債合計 5,257,225 6,429,712

負債合計 25,886,095 20,554,250
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 3,161,819 3,161,819

資本剰余金 3,120,720 3,121,098

利益剰余金 6,124,000 6,792,062

自己株式 △378,594 △378,670

株主資本合計 12,027,945 12,696,309

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 173,072 △133,927

為替換算調整勘定 △265,006 △204,357

評価・換算差額等合計 △91,933 △338,284

純資産合計 11,936,011 12,358,025

負債純資産合計 37,822,107 32,912,275
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（２）【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20年４月１日
　至　平成20年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年12月31日)

売上高 58,571,796 47,105,658

売上原価 53,128,545 42,626,179

売上総利益 5,443,251 4,479,479

販売費及び一般管理費 ※
 5,650,155

※
 4,666,183

営業損失（△） △206,903 △186,704

営業外収益

受取利息 7,877 3,139

受取配当金 46,116 28,494

その他 54,278 63,723

営業外収益合計 108,272 95,357

営業外費用

支払利息 134,136 128,951

為替差損 66,512 51,524

債権売却損 57,835 24,772

その他 24,989 40,063

営業外費用合計 283,475 245,312

経常損失（△） △382,106 △336,659

特別利益

固定資産売却益 2,762 178

貸倒引当金戻入額 49,412 －

特別利益合計 52,175 178

特別損失

固定資産除却損 13,799 3,218

投資有価証券売却損 2,934 －

投資有価証券評価損 10,989 7,649

貸倒引当金繰入額 1,602 575

特別損失合計 29,326 11,442

税金等調整前四半期純損失（△） △359,258 △347,923

法人税、住民税及び事業税 84,892 46,275

法人税等調整額 △166,707 212,415

法人税等合計 △81,814 258,691

四半期純損失（△） △277,443 △606,615
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【第３四半期連結会計期間】
（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間
(自　平成20年10月１日
　至　平成20年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自　平成21年10月１日
　至　平成21年12月31日)

売上高 16,861,760 16,531,991

売上原価 15,805,059 14,994,180

売上総利益 1,056,701 1,537,811

販売費及び一般管理費 ※
 1,793,476

※
 1,575,646

営業損失（△） △736,774 △37,835

営業外収益

受取利息 2,234 970

受取配当金 16,826 10,556

為替差益 － 13,824

その他 10,013 15,029

営業外収益合計 29,074 40,381

営業外費用

支払利息 48,370 41,326

為替差損 83,287 －

債権売却損 16,945 7,108

その他 8,164 13,392

営業外費用合計 156,768 61,827

経常損失（△） △864,468 △59,281

特別利益

固定資産売却益 △305 －

貸倒引当金戻入額 34,014 －

特別利益合計 33,708 －

特別損失

固定資産除却損 87 △1

投資有価証券売却損 2,934 －

投資有価証券評価損 3,480 7,649

貸倒引当金繰入額 － 575

特別損失合計 6,503 8,222

税金等調整前四半期純損失（△） △837,262 △67,503

法人税、住民税及び事業税 △161,145 9,839

法人税等調整額 △180,349 7,527

法人税等合計 △341,495 17,367

四半期純損失（△） △495,767 △84,871
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年12月31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損失（△） △359,258 △347,923

減価償却費 511,980 467,177

貸倒引当金の増減額（△は減少） △280,823 8,487

賞与引当金の増減額（△は減少） △400,351 △265,047

事業構造改善引当金の増減額（△は減少） － △110,421

退職給付引当金の増減額（△は減少） 37,544 68,812

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 13,181 9,556

受取利息及び受取配当金 △53,993 △31,634

支払利息 134,136 128,951

投資有価証券売却損益（△は益） 2,934 －

投資有価証券評価損益（△は益） 10,989 7,649

固定資産除却損 13,799 3,218

有形固定資産売却損益（△は益） △2,762 △178

売上債権の増減額（△は増加） 5,583,825 △2,448,900

たな卸資産の増減額（△は増加） △675,323 679,828

仕入債務の増減額（△は減少） △2,366,272 6,309,348

未収消費税等の増減額（△は増加） 20,718 △61,361

未払消費税等の増減額（△は減少） 8,093 △20,302

その他 1,021,481 519,744

小計 3,219,900 4,917,003

利息及び配当金の受取額 52,799 31,355

利息の支払額 △133,514 △128,923

法人税等の支払額 △441,904 73,907

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,697,280 4,893,343

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入 100,000 －

定期預金の預入による支出 △60,000 －

投資有価証券の売却による収入 1,349 －

投資有価証券の取得による支出 △116,145 △77,758

有形固定資産の売却による収入 2,785 300

有形固定資産の取得による支出 △32,908 △20,102

無形固定資産の取得による支出 △62,594 －

短期貸付けによる支出 － △6,500

投資活動によるキャッシュ・フロー △167,514 △104,060

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 3,765,386 8,733,820

短期借入金の返済による支出 △3,589,128 △8,710,148

長期借入れによる収入 2,000,000 －

長期借入金の返済による支出 △615,000 △665,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △343,505 △294,913

自己株式の売却による収入 1,296 695

自己株式の取得による支出 △115,411 △997

社債の償還による支出 △1,114,000 －

配当金の支払額 △280,094 △61,447

財務活動によるキャッシュ・フロー △290,455 △997,990
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年12月31日)

現金及び現金同等物に係る換算差額 △13,732 △3,695

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,225,578 3,787,597

現金及び現金同等物の期首残高 3,919,303 4,461,422

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 6,144,881

※
 8,249,019
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

 
当第３四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

会計処理基準に関する事項の変更 売上高及び売上原価の計上基準の変更

　請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用して

おりましたが、「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19

年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第18号 平成19年12月27日）を第１四半期連結会計期間より適用し、

第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から、当第３四半期連結会計期

間末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事

進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事について

は工事完成基準を適用しております。

　これにより、当第３四半期連結累計期間の売上高は189,937千円増加し、営業

損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失は、それぞれ54,339千円減少し

ております。

　なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。

 

【簡便な会計処理】

 
当第３四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

１．棚卸資産の評価方法 　当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し

て第２四半期連結会計期間末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により

算定する方法によっております。 

２．固定資産の減価償却費の算定方法 　定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額

を期間按分する方法により算定しております。

 

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第３四半期連結会計期間末
（平成21年12月31日）

前連結会計年度末
（平成21年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、9,080,075千円で

あります。

 

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、8,987,081千円で

あります。

 

※２　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の会計処理につい

ては、当第３四半期連結会計期間の末日が金融機関の

休日でしたが、満期日に決済が行われたものとして処

理しております。当第３四半期連結会計期間末日満期

手形の金額は、次のとおりであります。

─────

 

受取手形 183,363千円

支払手形 131,716
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（四半期連結損益計算書関係）

前第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。

給料手当 2,181,701千円

賞与 604,486 

賞与引当金繰入額 84,713 

退職給付費用 103,870 

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。

給料手当 1,970,790千円

賞与 322,019 

賞与引当金繰入額 48,443 

退職給付費用 118,718 

貸倒引当金繰入額 11,768 

前第３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。

給料手当 705,648千円

賞与 441,612 

賞与引当金繰入額 △234,626 

退職給付費用 34,378 

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。

給料手当 642,232千円

賞与 238,210 

賞与引当金繰入額 △105,133 

退職給付費用 39,647 

貸倒引当金繰入額 3,855 

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成20年12月31日現在） （平成21年12月31日現在）

 （千円）

現金及び預金勘定 7,024,881

預入期間が３か月を超える定期預金 △880,000

現金及び現金同等物 6,144,881

 

 （千円）

現金及び預金勘定 9,129,019

預入期間が３か月を超える定期預金 △880,000

現金及び現金同等物 8,249,019
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（株主資本等関係）

　当第３四半期連結会計期間末（平成21年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至

　平成21年12月31日）

１．発行済株式の種類及び総数

　普通株式 31,935千株

２．自己株式の種類及び株式数

　普通株式 1,213千株

　３．新株予約権等に関する事項

　該当事項はありません。

 

４．配当に関する事項

(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 

平成21年５月12日

取締役会
普通株式 30,723 1  平成21年３月31日 平成21年６月11日利益剰余金

平成21年10月29日

取締役会
普通株式 30,723 1  平成21年９月30日 平成21年12月１日利益剰余金

(2）基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間

末後となるもの

　該当事項はありません。

 

（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

　　　　　前第３四半期連結会計期間（自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日）

 
商事部門
（千円）

ＩＴ部門
（千円）

製造部門
（千円）

計
（千円）

消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 13,404,5451,404,7662,052,44916,861,760 － 16,861,760

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高
1,280 21,904 1,369 24,553(24,553) －

計 13,405,8251,426,6702,053,81816,886,314(24,553)16,861,760

営業損失（△） △210,242△87,705△73,867△371,814(364,960)△736,774

　　　　　当第３四半期連結会計期間（自　平成21年10月１日　至　平成21年12月31日）

 
商事部門
（千円）

ＩＴ部門
（千円）

製造部門
（千円）

計
（千円）

消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 13,759,3931,217,5451,555,05216,531,991 － 16,531,991

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高
1,632 5,505 486 7,624 (7,624) －

計 13,761,0261,223,0511,555,53916,539,616(7,624)16,531,991

営業利益又は営業損失（△） 321,640 △23 △20,426301,190(339,026)△37,835
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　　　　　前第３四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日）

 
商事部門
（千円）

ＩＴ部門
（千円）

製造部門
（千円）

計
（千円）

消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 47,588,4784,973,2666,010,05258,571,796 － 58,571,796

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高
7,739 60,930 7,008 75,679(75,679) －

計 47,596,2185,034,1966,017,06158,647,475(75,679)58,571,796

営業利益又は営業損失（△） 819,407365,223△312,276872,353(1,079,257)△206,903

　

　　　　　当第３四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年12月31日）

 
商事部門
（千円）

ＩＴ部門
（千円）

製造部門
（千円）

計
（千円）

消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 38,456,1124,091,8504,557,69547,105,658 － 47,105,658

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高
4,558 41,586 3,100 49,246(49,246) －

計 38,460,6714,133,4374,560,79647,154,904(49,246)47,105,658

営業利益又は営業損失（△） 738,374256,408△290,674704,108(890,812)△186,704

（注）１．事業区分の方法

当社の事業区分は、製品の種類、製造方法、販売市場の類似性及び管理区分をもとに、当社グループの事業実

態にあわせて区分しております。

２．各事業区分の主要製品

事業区分 主要製品

商事部門

各種半導体、マイコンソフト開発、電子デバイス、LED関連機器、電子部品用金属材料、化成

品、ボードアッセンブリ、産業システム機器、工場用設備機械、FA-ITソリューション、船舶

用救命器具類

ＩＴ部門
ソフトウェア開発、システム開発、情報システム機器、電子機器、パッケージソフト、IC設

計

製造部門 プリント配線板、超短納期試作基板

３．会計処理の方法の変更

（当第３四半期連結累計期間）

（売上高及び売上原価の計上基準の変更）

　「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」会計処理基準に関する事項の変更に

記載のとおり、第１四半期連結会計期間より「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19

年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月

27日）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間

のＩＴ部門の売上高は189,937千円、営業利益は54,339千円増加しております。　

　

（前第３四半期連結累計期間）

（棚卸資産の評価に関する会計基準）

　第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月

５日公表分）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、商事部門で、営業利

益が151,697千円減少しております。
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【所在地別セグメント情報】

　　　　　前第３四半期連結会計期間（自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日）

 
日　本
（千円）

アジア
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 15,118,3651,743,39416,861,760 － 16,861,760

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
162,095 18,628 180,724(180,724) －

計 15,280,4611,762,02317,042,484(180,724)16,861,760

営業損失（△） △359,678△17,336△377,014(359,760)△736,774

　　　　　当第３四半期連結会計期間（自　平成21年10月１日　至　平成21年12月31日）

 
日　本
（千円）

アジア
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 14,383,0042,148,98616,531,991 － 16,531,991

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
259,867 36,373 296,241(296,241) －

計 14,642,8722,185,36016,828,232(296,241)16,531,991

営業利益又は営業損失（△） 252,808 49,340 302,148(339,984)△37,835

　　　　　前第３四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日）

 
日　本
（千円）

アジア
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 51,170,0037,401,79358,571,796 － 58,571,796

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
786,987 74,130 861,117(861,117) －

計 51,956,9907,475,92359,432,914(861,117)58,571,796

営業利益又は営業損失（△） 725,652 140,956 866,608(1,073,512)△206,903

　

　　　　　当第３四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年12月31日）

 
日　本
（千円）

アジア
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 40,713,7656,391,89247,105,658 － 47,105,658

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
653,237 80,210 733,447(733,447) －

計 41,367,0026,472,10347,839,105(733,447)47,105,658

営業利益又は営業損失（△） 612,620 92,889 705,510(892,214)△186,704
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（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

アジア ……… シンガポール、香港、上海

３．会計処理の方法の変更

（当第３四半期連結累計期間）　

（売上高及び売上原価の計上基準の変更）

　「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」会計処理基準に関する事項の変更に

記載のとおり、第１四半期連結会計期間より「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19

年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月

27日）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間

の日本の売上高は189,937千円、営業利益は54,339千円増加しております。

　

（前第３四半期連結累計期間）

（棚卸資産の評価に関する会計基準）

　第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月

５日公表分）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、日本で、営業利益が

151,697千円減少しております。

 

【海外売上高】

　　　　　前第３四半期連結会計期間（自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日）

 アジア その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 3,089,801 11,622 3,101,423

Ⅱ　連結売上高（千円） 　 　 16,861,760

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高

の割合（％）
18.3 0.1 18.4

　　　　　当第３四半期連結会計期間（自　平成21年10月１日　至　平成21年12月31日）

 アジア その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 3,773,482 5,323 3,778,806

Ⅱ　連結売上高（千円）         16,531,991

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高

の割合（％）
22.9 0.0 22.9

　　　　　前第３四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日）

 アジア その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 12,244,585 88,462 12,333,047

Ⅱ　連結売上高（千円） 　 　 58,571,796

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高

の割合（％）
20.9 0.2 21.1

　

　　　　　当第３四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年12月31日）

 アジア その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 11,221,767 59,536 11,281,304

Ⅱ　連結売上高（千円） 　 　 47,105,658

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高

の割合（％）
23.8 0.1 23.9
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（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

アジア ……… シンガポール、マレーシア、中国他

その他の地域 ……… アメリカ他

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

 

（有価証券関係）

　　　　当第３四半期連結会計期間末（平成21年12月31日）

その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
四半期連結貸借対照表計
上額（千円）

差額（千円）

(1）株式 1,760,030 2,051,890 291,859

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

合計 1,760,030 2,051,890 291,859

 

（デリバティブ取引関係）

　デリバティブ取引について、前連結会計年度の末日に比して著しい変動がないため、記載を省略しております。
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第３四半期連結会計期間末
（平成21年12月31日）

前連結会計年度末
（平成21年３月31日）

１株当たり純資産額 388.52円 １株当たり純資産額 402.24円

　（注）１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
当第３四半期連結会計期間末
（平成21年12月31日）

前連結会計年度末
（平成21年３月31日）

純資産の部の合計額（千円） 11,936,011 12,358,025
純資産の部の合計額から控除する金額
（千円）

－ －

普通株式に係る四半期末（期末）の純資産
額（千円）

11,936,011 12,358,025

１株当たり純資産額の算定に用いられた四
半期末（期末）の普通株式の数（千株）

30,721 30,723

２．１株当たり四半期純損失金額

前第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

１株当たり四半期純損失金額 8.93円

 

　なお、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、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。

１株当たり四半期純損失金額 19.74円

 

　なお、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、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。

　（注）１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、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20年４月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

四半期純損失（千円） 277,443 606,615

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） 277,443 606,615

期中平均株式数（千株） 31,061 30,723

 

前第３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

１株当たり四半期純損失金額 16.06円

 

　なお、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、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。

１株当たり四半期純損失金額 2.76円

 

　なお、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、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。

　（注）１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

四半期純損失（千円） 495,767 84,871

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） 495,767 84,871

期中平均株式数（千株） 30,875 30,722
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（重要な後発事象）

　　該当事項はありません。

 

２【その他】

　平成21年10月29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………………………………………30,723千円

(ロ）１株当たりの金額…………………………………１円00銭

(ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日…………平成21年12月１日

（注）平成21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、支払いを行っております。
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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21年２月10日

協栄産業株式会社

取締役会　御中

監査法人　保森会計事務所

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 窪田　健一　　印

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 横山　博　　　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」に掲げられている協栄産業株式会社の

平成20年４月１日から平成21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20年10月１日から平成20年

12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20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及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レ

ビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は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により行われており、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限定された手続により行われた。

　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、協栄産業株式会社及び連結子会社の平成20年12月31日現在の財政状態、同

日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四半期連結累計期間の

キャッシュ・フローの状況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。

　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。

　　　２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。

 

EDINET提出書類

協栄産業株式会社(E01619)

四半期報告書

28/29



 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成22年２月９日

協栄産業株式会社

取締役会　御中

監査法人　保森会計事務所

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 横山　博　　　印

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 若林　正和　　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」に掲げられている協栄産業株式会社の

平成21年４月１日から平成22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21年10月１日から平成21年

12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21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及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レ

ビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は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により行われており、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限定された手続により行われた。

　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、協栄産業株式会社及び連結子会社の平成21年12月31日現在の財政状態、同

日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四半期連結累計期間の

キャッシュ・フローの状況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。

　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。

　　　２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。
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