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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76期

第２四半期連結
累計期間

第77期
第２四半期連結
累計期間

第76期
第２四半期連結
会計期間

第77期
第２四半期連結
会計期間

第76期

会計期間

自平成21年
４月１日
至平成21年
９月30日

自平成22年
４月１日
至平成22年
９月30日

自平成21年
７月１日
至平成21年
９月30日

自平成22年
７月１日
至平成22年
９月30日

自平成21年
４月１日
至平成22年
３月31日

売上高 (千円) 30,573,66633,429,43416,625,30616,994,56765,311,143

経常損益（△は損失） (千円) △277,378 413,623 333,196 367,335 430,986

四半期（当期）純損益

（△は損失）
(千円) △521,744 362,911 305,229 344,195 141,134

純資産額 (千円) － － 12,090,18312,805,87712,822,571

総資産額 (千円) － － 34,099,30637,575,75136,866,083

１株当たり純資産額 (円) － － 393.51 419.58 420.12

１株当たり四半期（当期）

純損益金額（△は損失）
(円) △16.98 11.89 9.93 11.28 4.60

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 (％) － － 35.5 34.1 34.8

営業活動による

キャッシュ・フロー
(千円) 2,935,241△284,428 － － 2,903,208

投資活動による

キャッシュ・フロー
(千円) △46,107 △62,283 － － △124,723

財務活動による

キャッシュ・フロー
(千円) △897,028 287,011 － － △1,406,670

現金及び現金同等物の

四半期末（期末）残高
(千円) － － 6,464,3755,766,8335,833,718

従業員数 (人) － － 1,312 1,288 1,302

　（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76期第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後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

（当期）純損失であり、また、潜在株式が存在しないため、第76期第２四半期連結会計期間、第77期第２四半

期連結累計（会計）期間及び第76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、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２四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２四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22年９月30日現在

従業員数（人） 1,288 　

　（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22年９月30日現在

従業員数（人） 1,019 　

　（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２四半期連結会計期間の生産実績を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。

セグメントの名称
当第２四半期連結会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日）

前年同四半期比（％）

商事部門　（千円） 124,300 －

ＩＴ部門　（千円） 1,779,892 －

製造部門　（千円） 1,305,212 －

合計　（千円） 3,209,405 －

　（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２四半期連結会計期間

の受注状況を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。

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 99,708 － 11,518 －

ＩＴ部門 1,245,356 － 1,000,430 －

製造部門 1,294,306 － 843,978 －

合計 2,639,371 － 1,855,927 －

　（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２四半期連結会計期間の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称
当第２四半期連結会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日）

前年同四半期比（％）

商事部門　（千円） 13,279,937 －

ＩＴ部門　（千円） 1,974,391 －

製造部門　（千円） 1,751,348 －

消去　（千円） △11,109 －

合計　（千円） 16,994,567 －

　（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２四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２四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２四半期連結会計期間の国内経済は、中国をはじめとする新興国の成長等に牽引され、ゆるやかな回復基調で

推移いたしましたが、欧米の景気の失速懸念、急激な円高による輸出競争力の低下等の要因もあり先行き不透明感

が高まっております。

　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、利益面では前期に引き続き諸経費の削減を推進し、収益向上に努めました。

　

　

　以上の結果、第２四半期連結会計期間の売上高は169億９千４百万円、前年同期に比べて2.2％の増収、営業利益は

４億２千２百万円で前年同期に比べて4.5％の増益、経常利益は３億６千７百万円で前年同期に比べて10.2％の増

益、四半期純利益は３億４千４百万円で前年同期に比べて12.8％の増益という成績となりました。

　

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中国をはじめとする新興国市場の好調により順調に推移

いたしました。パソコン関連向けは、流通在庫の増加もあり、低調となりました。パワーデバイスは、白物家電向

けが、エアコンの国内外の需要増加もあり、大きく伸張いたしました。産業機器関連は、中国向け設備投資の動

きが継続し、好調を持続いたしました。

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が引き続き順調に推移いたしまし

た。民生用各種電子部品につきましても、デジタル家電、白物家電を中心に、順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なか、薄型テレビ、スマートフォン、自動車関連用のコネク

ター向け並びに半導体向けなどの金属材料が好調に推移いたしました。　

④FAシステム事業

　FAシステム事業は、サーボ、シーケンサ等のFAシステム機器が、半導体製造装置、ハードディスク製造装置向け

等を中心に第２四半期も好調となりました。NC装置も中国を中心とする外需に支えられ、好調に推移いたしま

した。放電加工機、レーザ加工機、FA-ITソリューションは回復基調となりましたが、一部受注に至らずやや苦戦

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、商事部門の売上高は132億７千９百万円、営業利益は３億１千５百万円となりました。

　

（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、建設業向けシステム、積算見積パッケージソフトが好調となり、食品、流通業及

び製造業向けシステムも堅調となりました。また、サービス提供型ビジネスの推進により運輸業向けは好調に推

移し、各種団体・協会向けｅラーニング配信サービスの運用を拡大いたしました。

　ビジネスシステム関係は、金融系業務関連は低調となりましたが、電力系業務関連は堅調に推移いたしました。

②エンベデッドシステム事業

　エンベデッドシステム系（特定機能を実現するための組込みシステム）は、専用ボードシステム、公共系業務関

連向けが好調に推移いたしましたが、専用装置システムが低調となり、カーナビ関連もやや低調に推移いたしま
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した。装置制御を中心としたFAシステム系は製造業に明るい兆しはあるものの、積極的な設備投資までには至ら

ず、厳しい状況が続きました。自社開発の通信制御装置は、引き続き堅調に推移いたしました。

③IC設計事業

　IC設計事業では、開発コストの削減、メーカーの内製化が進むなか、当社が得意とするアナログ技術をベース

として、新規開拓分野での受注の拡大に努めました。引き続き厳しい受注環境のなか、回復傾向で推移いたしま

した。

　

　この結果、ＩＴ部門の売上高は19億７千４百万円、営業利益は４億３千２百万円となりました。

　

（製造部門）

プリント配線板事業

　プリント配線板事業は、縮小した相模原工場の生産規模に合わせ、メタルコア、モジュール等特殊基板、超短納期

試作基板などの高付加価値品の受注に絞り込み、福島協栄株式会社との連携を強化し、受注拡大に努めてまいり

ました。受注面では、相模原工場は車載向けメタルコア基板が第２四半期にやや低調となりましたが、モジュール

基板はAV関係を中心に好調に推移いたしました。

　福島協栄株式会社では、第２四半期は両面基板、多層基板ともに車載・アミューズメント関係が、やや低調とな

りました。損益面では、引き続き生産の効率化を推進し改善基調となりました。

　

　この結果、製造部門の売上高は17億５千１百万円、営業利益は１千９百万円となりました。

　

(2）財政状態の分析

　当第２四半期連結会計期間末の総資産は、第１四半期連結会計期間末に比べて12億３千万円増加し、375億７千５

百万円となりました。

・流動資産は、現金及び預金の増加７億８千４百万円、たな卸資産の増加３億４千６百万円等により、12億１千３百

万円増加し、312億６千１百万円となりました。

・固定資産は、１千７百万円増加し、63億１千４百万円となりました。

・流動負債は、借入金の返済等により６千６百万円減少し、188億４百万円となりました。

・固定負債は、長期借入金の借入等により、10億５千１百万円増加し、59億６千５百万円となりました。

　　この結果、純資産は２億４千５百万円増加し、128億５百万円となり、自己資本比率は第１四半期連結会計期間末の

34.6％から0.5ポイント減少し34.1％となりました。

　

(3）キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、第１四半期連結会計期間末

に比べ７億８千４百万円増加し、57億６千６百万円（前年同期は64億６千４百万円）となりました。

　当第２四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。　　

　

（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２億４千万円（前年同期は16億６千９百万円の増加）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：　税金等調整前四半期純利益 ３億６千３百万円

　 賞与引当金の増加 ３億１百万円

資金減少要因：　たな卸資産の増加 ３億９千８百万円

　 　 　

（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３千３百万円（前年同期は３千８百万円の減少）となりました。これは主と

して固定資産、投資有価証券等の取得によるものです。

　

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果、増加した資金は５億８千２百万円（前年同期は５億１千９百万円の減少）となりました。こ

れは主として長期借入金の借入等によるものです。

　

(4）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第２四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２四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、15,059千円であります。
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　なお、当第２四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２四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２四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２四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成22年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成22年11月12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）【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。　　
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（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22年７月１日～

平成22年９月30日
－ 31,935,458 － 3,161,819 － 3,065,210

　

（６）【大株主の状況】

 平成22年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内２－７－３ 5,589 17.50

協栄産業従業員持株会 東京都渋谷区松濤２－20－４ 1,222 3.83

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２－７－１ 1,141 3.58

日本トラスティ・サービス信託銀

行株式会社（信託口）
東京都中央区晴海１－８－11 868 2.72

株式会社横浜銀行
神奈川県横浜市西区みなとみらい

３－１－１
633 1.98

株式会社りそな銀行 大阪府大阪市中央区備後町２－２－１ 577 1.81

水谷興産株式会社 東京都世田谷区新町３－10－８ 553 1.73

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内１－６－６ 500 1.57

日本マスタートラスト信託銀行株

式会社（信託口）
東京都港区浜松町２－11－３ 495 1.55

新　家　富美子 東京都中野区 403 1.26

計 － 11,983 37.52

　（注）１．所有株式数は千株未満を切捨てて表示してあります。

２．上記のほか、自己株式が1,415千株あります。　

３．ブラックロック・ジャパン株式会社及びその共同保有者から平成22年４月20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22年４月15日現在で株式を保有している旨の報告を受けております

が、当社として当第２四半期会計期間末時点における実質所有株式数の確認ができないため、平成22年９月

30日現在の株主名簿に従い記載しております。なお、大量保有報告書（変更報告書）の内容は次のとおりで

す。

氏名又は名称 住所
保有株券等の数
（株）

株券等保有割合
（％）

ブラックロック・ジャパン株

式会社
東京都千代田区丸の内１丁目８番３号 株式　　760,000 2.38

ブラックロック・アドバイ

ザーズ（ＵＫ）リミテッド

英国　ロンドン市　キングウィリアム・

ストリート33
株式　　112,000 0.35

ブラックロック・インスティ

テューショナル・トラスト・

カンパニー、エヌ、エイ、

米国　カリフォルニア州　サンフランシ

スコ市　ハワードストリート400
株式　　234,000 0.73

計 － 株式　1,106,000 3.46
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成22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    1,415,000
－ －

完全議決権株式（その他） 普通株式   30,271,000 30,271 －

単元未満株式 普通株式      249,458 － －

発行済株式総数 31,935,458 － －

総株主の議決権 － 30,271 －

（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22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
1,415,000 － 1,415,000 4.43

計 － 1,415,000 － 1,415,000 4.43

 

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22年
４月

５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高（円） 232 237 196 185 169 159

最低（円） 183 189 168 160 142 143

　（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

常務執行役員

製造本部長

兼 業務統括部長

兼 研究開発部長　

取締役

常務執行役員

製造本部長

兼 業務統括部長

兼 研究開発部長

兼 プリント製造事業部

長

成川 正春 平成22年10月１日

　

EDINET提出書類

協栄産業株式会社(E01619)

四半期報告書

11/30



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２四半期連結会計期間（平成21年７月１日から平成21年９月30日まで）及び前第２四半期連結累計期間

（平成21年４月１日から平成21年９月30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２四半期連結

会計期間（平成22年７月１日から平成22年９月30日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成22年４月１日から

平成22年９月30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２四半期連結会計期間（平成21年７月１日から平

成21年９月30日まで）及び前第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年９月30日まで）に係る四半

期連結財務諸表並びに当第２四半期連結会計期間（平成22年７月１日から平成22年９月30日まで）及び当第２四半

期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22年９月30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２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,656,833 6,723,718

受取手形及び売掛金 17,332,804 17,462,426

商品及び製品 5,492,004 4,558,609

仕掛品 691,701 510,803

原材料及び貯蔵品 143,501 111,880

繰延税金資産 454,808 587,124

その他 561,348 594,587

貸倒引当金 △71,983 △73,850

流動資産合計 31,261,018 30,475,299

固定資産

有形固定資産 ※
 2,868,027

※
 2,878,530

無形固定資産 179,810 164,531

投資その他の資産

投資有価証券 1,954,153 2,382,443

繰延税金資産 347,568 47,381

その他 1,068,664 1,028,506

貸倒引当金 △103,491 △110,610

投資その他の資産合計 3,266,894 3,347,721

固定資産合計 6,314,733 6,390,783

資産合計 37,575,751 36,866,083

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 13,308,455 13,135,449

短期借入金 2,772,892 2,965,314

1年内返済予定の長期借入金 1,120,000 1,320,000

未払法人税等 69,812 90,326

賞与引当金 439,432 293,126

工事損失引当金 － 35,060

その他 1,093,704 1,114,210

流動負債合計 18,804,298 18,953,485

固定負債

長期借入金 4,580,000 3,790,000

繰延税金負債 345 383

退職給付引当金 744,680 730,076

役員退職慰労引当金 213,901 205,155

その他 426,649 364,411

固定負債合計 5,965,575 5,090,026

負債合計 24,769,874 24,043,511
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22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 3,120,549 3,120,720

利益剰余金 7,204,141 6,871,750

自己株式 △415,595 △415,614

株主資本合計 13,070,915 12,738,675

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 88,180 334,454

為替換算調整勘定 △353,218 △250,557

評価・換算差額等合計 △265,037 83,896

純資産合計 12,805,877 12,822,571

負債純資産合計 37,575,751 36,866,083
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年９月30日)

売上高 30,573,666 33,429,434

売上原価 27,631,999 29,799,059

売上総利益 2,941,667 3,630,374

販売費及び一般管理費 ※
 3,090,536

※
 3,126,752

営業利益又は営業損失（△） △148,868 503,621

営業外収益

受取利息 2,168 1,608

受取配当金 17,937 22,793

その他 48,693 27,688

営業外収益合計 68,800 52,090

営業外費用

支払利息 87,625 78,079

為替差損 65,349 31,576

債権売却損 17,664 14,282

その他 26,671 18,150

営業外費用合計 197,309 142,088

経常利益又は経常損失（△） △277,378 413,623

特別利益

固定資産売却益 178 1,017

貸倒引当金戻入額 － 4,855

特別利益合計 178 5,872

特別損失

固定資産除却損 3,220 2,945

投資有価証券評価損 － 16,838

特別損失合計 3,220 19,783

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△280,420 399,712

法人税、住民税及び事業税 36,435 35,642

法人税等調整額 204,888 1,157

法人税等合計 241,324 36,800

少数株主損益調整前四半期純利益 － 362,911

四半期純利益又は四半期純損失（△） △521,744 362,911
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【第２四半期連結会計期間】
（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間
(自　平成21年７月１日
　至　平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成22年７月１日
　至　平成22年９月30日)

売上高 16,625,306 16,994,567

売上原価 14,763,642 14,995,462

売上総利益 1,861,663 1,999,105

販売費及び一般管理費 ※
 1,457,306

※
 1,576,668

営業利益 404,356 422,436

営業外収益

受取利息 1,169 758

受取配当金 2,659 2,515

その他 40,557 10,928

営業外収益合計 44,385 14,203

営業外費用

支払利息 43,800 38,885

為替差損 48,296 12,837

債権売却損 10,426 7,963

その他 13,023 9,617

営業外費用合計 115,546 69,304

経常利益 333,196 367,335

特別利益

固定資産売却益 178 △56

貸倒引当金戻入額 － 4,855

特別利益合計 178 4,798

特別損失

固定資産除却損 1,166 2,796

投資有価証券評価損 － 5,618

特別損失合計 1,166 8,414

税金等調整前四半期純利益 332,207 363,719

法人税、住民税及び事業税 23,205 16,397

法人税等調整額 3,773 3,127

法人税等合計 26,978 19,524

少数株主損益調整前四半期純利益 － 344,195

四半期純利益 305,229 344,195
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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２四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年９月30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利益又は税金等調整前四
半期純損失（△）

△280,420 399,712

減価償却費 319,922 256,900

貸倒引当金の増減額（△は減少） 7,792 △8,986

賞与引当金の増減額（△は減少） △40,716 146,958

事業構造改善引当金の増減額（△は減少） △106,571 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 50,200 14,603

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,746 8,746

受取利息及び受取配当金 △20,106 △24,401

支払利息 87,625 78,079

投資有価証券評価損益（△は益） － 16,838

固定資産除却損 3,220 2,945

有形固定資産売却損益（△は益） △178 △1,017

売上債権の増減額（△は増加） △1,151,089 △48,601

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,264,725 △1,239,622

仕入債務の増減額（△は減少） 2,437,141 318,134

未収消費税等の増減額（△は増加） 64,593 94,885

未払消費税等の増減額（△は減少） △16,712 6,178

その他 282,056 △196,605

小計 2,907,228 △175,251

利息及び配当金の受取額 20,106 24,401

利息の支払額 △87,771 △77,379

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 95,677 △56,199

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,935,241 △284,428

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出 △33,663 △3,999

有形固定資産の売却による収入 300 1,017

有形固定資産の取得による支出 △12,743 △13,506

無形固定資産の取得による支出 － △39,295

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 △46,107 △62,283

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 6,700,402 4,124,094

短期借入金の返済による支出 △6,896,097 △4,277,257

長期借入れによる収入 － 1,500,000

長期借入金の返済による支出 △460,000 △910,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △210,680 △119,152

自己株式の売却による収入 695 227

自己株式の取得による支出 △625 △378

配当金の支払額 △30,723 △30,521

財務活動によるキャッシュ・フロー △897,028 287,011

現金及び現金同等物に係る換算差額 10,847 △7,184

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,002,952 △66,884

現金及び現金同等物の期首残高 4,461,422 5,833,718

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 6,464,375

※
 5,766,833
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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２四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

会計処理基準に関する事項の変更 資産除去債務に関する会計基準の適用

　第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業

会計基準第18号 平成20年3月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準

の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日）を適用し

ております。なお、これによる損益に与える影響はありません。

　　

【表示方法の変更】

当第２四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

（四半期連結損益計算書）

　「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）に基づく「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」（平成21年３月24日　内閣府令第５号）の適用により、当第２

四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。

　

当第２四半期連結会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日）

（四半期連結損益計算書）

　「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）に基づく「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」（平成21年３月24日　内閣府令第５号）の適用により、当第２

四半期連結会計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。
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【簡便な会計処理】

 
当第２四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

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２四半期連結会計期間末
（平成22年９月30日）

前連結会計年度末
（平成22年３月31日）

※　有形固定資産の減価償却累計額は、9,073,455千円であ

ります。

※　有形固定資産の減価償却累計額は、9,112,950千円であ

ります。

（四半期連結損益計算書関係）

前第２四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30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 1,328,557千円

賞与 83,808 

賞与引当金繰入額 153,577 

退職給付費用 79,070 

貸倒引当金繰入額 7,913 

※　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 1,268,468千円

賞与 84,063 

賞与引当金繰入額 258,176 

退職給付費用 68,521 

前第２四半期連結会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30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 641,970千円

賞与引当金繰入額 69,979 

退職給付費用 39,608 

貸倒引当金繰入額 13,053 

※　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 625,992千円

賞与引当金繰入額 187,253 

退職給付費用 34,168 
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第２四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30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21年９月30日現在） （平成22年９月30日現在）

 （千円）

現金及び預金勘定 7,344,375

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 6,464,375

　

 （千円）

現金及び預金勘定 6,656,833

預入期間が３か月を超える定期預金 △890,000

現金及び現金同等物 5,766,833

　

（株主資本等関係）

　当第２四半期連結会計期間末（平成22年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自　平成22年４月１日　至

　平成22年９月30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 1,415千株

　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22年５月12日

取締役会
普通株式 30,521 1  平成22年３月31日 平成22年６月11日利益剰余金

(2）基準日が当第２四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２四半期連結会計期間

末後となるもの

　
　
（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22年10月28日

取締役会
普通株式 61,040 2  平成22年９月30日 平成22年12月１日利益剰余金
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（セグメント情報等）

【事業の種類別セグメント情報】

　　　　　前第２四半期連結会計期間（自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30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 12,885,3642,053,3761,686,56516,625,306 － 16,625,306

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
1,633 17,972 1,446 21,052(21,052) －

計 12,886,9972,071,3481,688,01216,646,358(21,052)16,625,306

営業利益又は営業損失（△） 318,854404,440△70,882652,412(248,056)404,356

　

　　　　　前第２四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年９月30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 24,696,7192,874,3043,002,64230,573,666 － 30,573,666

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
2,925 36,081 2,614 41,621(41,621) －

計 24,699,6452,910,3863,005,25630,615,288(41,621)30,573,666

営業利益又は営業損失（△） 416,734256,431△270,248402,917(551,786)△148,868

（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
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【所在地別セグメント情報】

　　　　　前第２四半期連結会計期間（自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30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 14,446,7622,178,54316,625,306 － 16,625,306

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
219,802 20,541 240,343(240,343) －

計 14,666,5642,199,08516,865,649(240,343)16,625,306

営業利益 609,250 38,819 648,070(243,713)404,356

　

　　　　　前第２四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年９月30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 26,330,7604,242,90630,573,666 － 30,573,666

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
393,369 43,836 437,206(437,206) －

計 26,724,1304,286,74231,010,873(437,206)30,573,666

営業利益又は営業損失（△） 359,812 43,549 403,361(552,230)△148,868

（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

　

【海外売上高】

　　　　　前第２四半期連結会計期間（自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30日）

 アジア その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 3,995,976 48,456 4,044,433

Ⅱ　連結売上高（千円）         16,625,306

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高

の割合（％）
24.0 0.3 24.3

　　　　　前第２四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年９月30日）

 アジア その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 7,448,285 54,212 7,502,497

Ⅱ　連結売上高（千円）         30,573,666

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高

の割合（％）
24.3 0.2 24.5

（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。
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【セグメント情報】

１．報告セグメントの概要　

当第２四半期連結累計期間（自平成22年４月１日　至平成22年９月30日）及び当第２四半期連結会計期間（自平成

22年７月１日　至平成22年９月30日）

　当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配

分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

　当社は、各事業部門ごとに取り扱う製品・サービスについて国内及び海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開

しております。

　したがって、当社は、事業部門を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されており、「商事部門」、「Ｉ

Ｔ部門」、「製造部門」の３部門を報告セグメントとしております。

　「商事部門」は、半導体、電子デバイス、電子材料、FAシステム機器等の販売を行っております。

　「ＩＴ部門」は、ソフトウェア開発・システム開発、IC設計、及び情報システム機器・電子機器・パッケージソフト

等の生産・販売を行っております。

　「製造部門」は、プリント配線板の製造を行っております。　

　

２．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　

当第２四半期連結累計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年９月30日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

 

 

報告セグメント　

商事部門 ＩＴ部門 製造部門 合計

売上高     

(1）外部顧客への売上高 27,013,6813,124,1403,291,61133,429,434

(2）セグメント間の内部売上高又は振替高 6,409 18,219 6,326 30,954

計 27,020,0903,142,3603,297,93733,460,388

セグメント利益又は損失（△） 715,115 461,218 △42,561 1,133,773

　

当第２四半期連結会計期間（自　平成22年７月１日　至　平成22年９月30日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

 

 

報告セグメント　

商事部門 ＩＴ部門 製造部門 合計

売上高     

(1）外部顧客への売上高 13,275,9491,968,9911,749,62716,994,567

(2）セグメント間の内部売上高又は振替高 3,988 5,399 1,721 11,109

計 13,279,9371,974,3911,751,34817,005,677

セグメント利益 315,600 432,992 19,916 768,509
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３．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

（差異調整に関する事項）　

当第２四半期連結累計期間（自平成22年４月１日　至平成22年９月30日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

利益 金額

　報告セグメント計 1,133,773　

　全社費用（注）  △630,151

　四半期連結損益計算書の営業利益 503,621　

　

当第２四半期連結会計期間（自平成22年７月１日　至平成22年９月30日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

利益 金額

　報告セグメント計 768,509　

　全社費用（注）  △346,072

　四半期連結損益計算書の営業利益 422,436　

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない当社の総務部門等管理部門に係る費用であります。

　

４．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。　

　

（追加情報）

　第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号　平成21年３

月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号　平成20年

３月21日）を適用しております。
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（金融商品関係）

　金融商品の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動がない

ため、記載を省略しております。

　

（有価証券関係）

　金融商品の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動がない

ため、記載を省略しております。

　

（デリバティブ取引関係）

　デリバティブ取引の四半期連結会計期間末の契約額等は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動が認め

られないため、記載を省略しております。

　

（資産除去債務関係）

当第２四半期連結会計期間末（平成22年９月30日）

　当社は、不動産賃貸借契約により事務所を使用する支店・営業所について、退去時における原状回復に係る債務

を有しておりますが、当該債務に関する賃借資産の使用期間が明確でなく、現在のところ移転等も予定されてい

ないことから資産除去債務を合理的に見積もることができません。そのため、当該債務に見合う資産除去債務を

計上しておりません。
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第２四半期連結会計期間末
（平成22年９月30日）

前連結会計年度末
（平成22年３月31日）

１株当たり純資産額 419.58 円 １株当たり純資産額 420.12 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２四半期連結会計期間末
（平成22年９月30日）

前連結会計年度末
（平成22年３月31日）

純資産の部の合計額（千円） 12,805,877 12,822,571

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）
12,805,877 12,822,571

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）
30,520 30,521

２．１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額

前第２四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

１株当たり四半期純損失金額（△） △16.98 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株当たり四半期純利益金額 11.89 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、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　（注）１株当たり四半期純利益金額又は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２四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

四半期純利益又は四半期純損失（△）

（千円）
△521,744 362,911

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利益又は四半期

純損失（△）（千円）
△521,744 362,911

期中平均株式数（千株） 30,723 30,520
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前第２四半期連結会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額 9.93 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、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

１株当たり四半期純利益金額 11.28 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、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

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

 
前第２四半期連結会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日）

四半期純利益（千円） 305,229 344,195

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利益（千円） 305,229 344,195

期中平均株式数（千株） 30,723 30,520

（重要な後発事象）

　　該当事項はありません。

２【その他】

　平成22年10月28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………………………………………61,040千円

(ロ）１株当たりの金額…………………………………２円00銭

(ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日…………平成22年12月１日

　（注）　平成22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21年11月11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２四半期連結会計期間（平成21年７月１日から平成21年

９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年９月30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９月30日現在の財政状態、同

日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四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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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成22年11月11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22年４月１日から平成23年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成22年７月１日から平成22年

９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22年９月30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22年９月30日現在の財政状態、同

日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四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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