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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55期

第２四半期連結累計期間
第56期

第２四半期連結累計期間
第55期

会計期間
自平成23年４月１日
至平成23年９月30日

自平成24年４月１日
至平成24年９月30日

自平成23年４月１日
至平成24年３月31日

売上高 (千円) 4,852,340 4,001,378 14,417,994

経常損失 (千円) △1,131,787 △583,290 △1,082,909

四半期（当期）純損失 (千円) △1,143,890 △650,061 △1,568,245

四半期包括利益又は包括利益 (千円) △1,174,494 △668,049 △1,560,593

純資産額 (千円) 8,375,571 7,291,084 7,989,472

総資産額 (千円) 12,884,681 11,523,246 16,029,192

１株当たり四半期（当期)
　純損失金額

(円) △189.82 △107.87 △260.24

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 (％) 65.0 63.3 49.8

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 1,127,738 4,055,619 △775,022

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △229,257 △16,587 △438,813

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △1,164,279 △2,364,658 1,107,179

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 1,449,149 3,282,667 1,608,292

　

回次
第55期
第２四半期
連結会計期間

第56期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自  平成23年７月１日
至  平成23年９月30日

自  平成24年７月１日
至  平成24年９月30日

１株当たり四半期純損失金額 (円) △106.71 △59.93

(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、消費税等は含まれておりません。

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、１株当たり四半期（当期）純損失金額であ

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２四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２四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。

　

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】

（1）業績の状況

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災からの復興需要等により順調に回復

に向かうことが期待されておりましたが、世界景気の減速等を背景として、回復の動きに足踏みがみられ

ました。また、欧州政府債務危機による世界景気のさらなる下振れやデフレの影響等により、依然として

先行きは不透明な状況で推移いたしました。

当社グループの主要事業であり、官需を主とする情報装置事業につきましては、公共投資が堅調に推移

しているものの、激しい競争のなか、売上については厳しい状況で推移しました。

また、民需を主とする検査装置事業につきましては、企業の設備投資が一部に弱い動きがみられるもの

の、緩やかに持ち直しつつあり、受注と収益は堅調に推移しました。

このような状況のなか、当社グループでは顧客対応力を強化し、開発・製造・販売一体で受注の確保に

努めてまいりました。また、コスト管理の強化を推進し、固定費を中心としたコスト削減を実施したこと

により収益性は改善しました。

これらの結果、当第２四半期連結累計期間におきましては、売上高40億1百万円（前年同期比17.5％

減）、営業損失5億90百万円（前年同期は11億50百万円の損失）、経常損失5億83百万円（前年同期は11億

31百万円の損失）、四半期純損失6億50百万円（前年同期は11億43百万円の損失）となりました。また、当

第２四半期連結会計期間の末日現在の受注残高は67億60百万円となりました。

  なお、当社グループの主要事業である情報装置事業の大半は、官公庁向けの道路交通に関わる情報装置

関連製品であり、例年、売上高は第４四半期、特に期末に集中する傾向がありますので、第２四半期連結累

計期間の収益は、相対的に低水準となっております。

セグメントの概況につきましては、次のとおりです。

① 情報装置事業

受注につきましては、高速道路会社向けの案件を中心に堅調に推移しました。しかしながら、競争激

化により期首受注残物件が少なかったことや、受注した物件の工期が長いことなどにより、当第２四半

期連結累計期間への寄与は小さく、売上は減少しました。一方、収益性につきましては、コスト削減効果

により改善しました。この結果、売上高34億12百万円（前年同期比24.0％減）、営業損失1億77百万円

（前年同期は4億3百万円の損失）となりました。なお、利益につきましては、ほぼ均等に発生する固定

費に対して、売上高が期末に集中するといった季節的変動が大きいことから、第２四半期連結累計期間

では、赤字計上となっております。
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② 検査装置事業

企業の検査装置分野向けの設備投資は、自動車販売の動向が懸念され一部に弱い動きも見られるも

のの、緩やかに持ち直しつつあり、受注と収益は堅調に推移しました。この結果、売上高5億88百万円

（前年同期比61.4％増）、営業損失72百万円（前年同期は2億55百万円の損失）となりました。

　

（2）キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度

末に比べ、16億74百万円増加（前年同期は2億65百万円の減少）し、32億82百万円となりました。

当第２四半期連結累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次のとおりであり

ます。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動により得られた資金は、40億55百万円（前年同期比259.6％増）となりました。これは、主とし

て、税金等調整前四半期純損失5億90百万円、仕入債務の減少13億25百万円等のマイナス要因はあるもの

の、売上債権の減少65億75百万円のプラス要因によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動により支出した資金は、16百万円（前年同期比92.8％減）となりました。これは主として、有

形固定資産の取得による支出12百万円、無形固定資産の取得による支出10百万円等によるものでありま

す。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動により支出した資金は、23億64百万円（前年同期比103.1％増）となりました。これは主とし

て、短期借入金の純減23億円、長期借入金の返済による支出33百万円等によるものであります。

　

（3）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四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

当第２四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、1億88百万円であります。

　なお、当第２四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 14,000,000

計 14,000,000

　

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24年９月30日)

提出日現在　　　　　発行
数(株)

(平成24年11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 6,032,000 6,032,000
名古屋証券取引所　市

場第二部
単元株式数　　　　　1,000株

計 6,032,000 6,032,000 ― ―

　

(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)

自 平成24年７月１日
― 6,032,000 ― 1,100,005 ― 1,020,375

至 平成24年９月30日　
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(6) 【大株主の状況】

　 　 平成24年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

名古屋電機工業社員持株会 愛知県あま市篠田面徳29－１ 704,000 11.67

服部正裕 名古屋市千種区 564,400 9.35

有限会社名電興産 名古屋市千種区丘上町１－38－１ 540,000 8.95

服部哲二 名古屋市西区 498,000 8.25

福谷桂子 名古屋市千種区 302,000 5.00

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２－７－１ 300,000 4.97

三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内１－４－１ 136,000 2.25

第一生命保険株式会社 東京都千代田区有楽町１－13－１ 64,000 1.06

あいおいニッセイ同和損害保険
株式会社

東京都渋谷区恵比寿１－28－１ 62,000 1.02

服部優里 名古屋市千種区 62,000 1.02

計 ― 3,232,400 53.58

　

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

　 　 　 平成24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) 普通株式      5,000― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式  6,022,000 6,022 ―

単元未満株式 普通株式 　   5,000 ― ―

発行済株式総数 6,032,000 ― ―

総株主の議決権 ― 6,022 ―

　

② 【自己株式等】

　 　 平成24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(％)

名古屋電機工業株式会社
名古屋市中川区横堀町　１
－36

5,000 ― 5,000 0.08

計 ― 5,000 ― 5,000 0.08
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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２四半期連結会計期間(平成24年７月１日

から平成24年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成24年４月１日から平成24年９月30日まで)

に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツ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24年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,608,292 3,282,667

受取手形及び売掛金 ※
 8,549,265

※
 2,037,926

製品 4,137 3,690

仕掛品 983,372 1,017,022

原材料及び貯蔵品 734,525 1,110,342

その他 235,507 299,475

貸倒引当金 △5,232 △143

流動資産合計 12,109,869 7,750,979

固定資産

有形固定資産

土地 1,882,330 1,882,330

その他（純額） 775,815 698,974

有形固定資産合計 2,658,145 2,581,305

無形固定資産 268,715 237,408

投資その他の資産

投資有価証券 868,880 836,176

その他 123,581 117,376

投資その他の資産合計 992,461 953,552

固定資産合計 3,919,322 3,772,266

資産合計 16,029,192 11,523,246
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 ※
 2,253,340

※
 1,878,950

短期借入金 2,300,000 －

未払法人税等 18,200 9,458

賞与引当金 272,830 108,281

製品保証引当金 50,833 36,270

工事損失引当金 275,265 289,355

前受金 474,388 538,587

その他 1,400,563 373,336

流動負債合計 7,045,421 3,234,239

固定負債

退職給付引当金 918,707 930,134

役員退職慰労引当金 61,810 54,325

その他 13,779 13,462

固定負債合計 994,297 997,922

負債合計 8,039,719 4,232,162

純資産の部

株主資本

資本金 1,100,005 1,100,005

資本剰余金 1,020,375 1,020,375

利益剰余金 5,819,574 5,139,174

自己株式 △3,390 △3,390

株主資本合計 7,936,564 7,256,163

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 52,908 34,920

その他の包括利益累計額合計 52,908 34,920

純資産合計 7,989,472 7,291,084

負債純資産合計 16,029,192 11,523,246
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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23年４月１日
　至 平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年９月30日)

売上高 ※１
 4,852,340

※１
 4,001,378

売上原価 4,987,966 3,678,529

売上総利益又は売上総損失（△） △135,625 322,849

販売費及び一般管理費 ※２
 1,014,386

※２
 912,903

営業損失（△） △1,150,012 △590,053

営業外収益

受取利息 171 260

受取配当金 12,232 9,196

廃材処分収入 5,102 3,542

その他 6,722 2,418

営業外収益合計 24,228 15,417

営業外費用

支払利息 1,000 1,087

支払手数料 1,484 2,125

支払保証料 3,372 4,480

その他 146 961

営業外費用合計 6,003 8,654

経常損失（△） △1,131,787 △583,290

特別利益

固定資産売却益 327 4,037

特別利益合計 327 4,037

特別損失

投資有価証券評価損 － 5,658

固定資産売却損 771 5,723

固定資産除却損 3,388 114

特別損失合計 4,159 11,495

税金等調整前四半期純損失（△） △1,135,619 △590,748

法人税、住民税及び事業税 6,099 6,328

法人税等調整額 2,170 52,984

法人税等合計 8,270 59,312

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △1,143,890 △650,061

四半期純損失（△） △1,143,890 △650,061
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【四半期連結包括利益計算書】
【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23年４月１日
　至 平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △1,143,890 △650,061

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △30,603 △17,988

その他の包括利益合計 △30,603 △17,988

四半期包括利益 △1,174,494 △668,049

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,174,494 △668,049
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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23年４月１日
　至 平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24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損失（△） △1,135,619 △590,748

減価償却費 192,396 119,966

貸倒引当金の増減額（△は減少） 353 △5,088

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,083 △164,549

製品保証引当金の増減額（△は減少） 3,486 △14,563

工事損失引当金の増減額（△は減少） 78,518 14,089

退職給付引当金の増減額（△は減少） 51,304 11,427

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,285 △7,485

受取利息及び受取配当金 △12,403 △9,457

支払利息 1,000 1,087

投資有価証券評価損益（△は益） － 5,658

固定資産売却損益（△は益） 444 1,685

固定資産除却損 3,388 114

売上債権の増減額（△は増加） 2,893,825 6,575,538

たな卸資産の増減額（△は増加） △775,465 △409,019

仕入債務の増減額（△は減少） △48,898 △1,325,444

未払消費税等の増減額（△は減少） △7,687 △3,465

その他 △114,705 △145,593

小計 1,134,136 4,054,152

利息及び配当金の受取額 12,403 9,457

利息の支払額 △1,463 △859

法人税等の支払額 △38,847 △18,503

法人税等の還付額 21,508 11,372

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,127,738 4,055,619

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △69,742 △12,840

有形固定資産の売却による収入 1,500 6,460

無形固定資産の取得による支出 △244,653 △10,207

保険積立金の払戻による収入 85,098 －

その他 △1,461 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △229,257 △16,587

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △1,100,000 △2,300,000

長期借入金の返済による支出 △33,960 △33,980

配当金の支払額 △30,319 △30,298

その他 － △379

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,164,279 △2,364,658

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △265,799 1,674,374

現金及び現金同等物の期首残高 1,714,949 1,608,292

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,449,149 3,282,667
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【会計方針の変更等】

(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)

　当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以

後に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。

　なお、この変更による当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。

　

【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

　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24年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

受取手形 34,245千円 2,391千円

支払手形 263,018 90,697

　

(四半期連結損益計算書関係)

※１　当社グループの売上高は、通常の営業形態として、第４四半期に売上げる物件の割合が多いため、第

４四半期連結会計期間の売上高と他の四半期連結会計期間の売上高との間に著しい相違があり、各

四半期連結会計期間の業績に季節的変動があります。

　

※２　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。

　
前第２四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日 
  至　平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日 
  至　平成24年９月30日)

給与及び賞与 357,097千円 325,945千円

賞与引当金繰入額 76,753 34,839

製品保証引当金繰入額 18,452 36,270

役員退職慰労引当金繰入額 9,115 7,330

　

EDINET提出書類

名古屋電機工業株式会社(E02055)

四半期報告書

15/20



　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※　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は下記の

とおりであります。

　
前第２四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日 
  至　平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日 
  至　平成24年９月30日)

現金及び預金勘定 1,449,149千円 3,282,667千円

現金及び現金同等物 1,449,149 3,282,667

　

(株主資本等関係)

Ｉ　前第２四半期連結累計期間(自平成23年４月１日　至平成23年９月30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23年６月29日
定時株主総会

普通株式 30,131 5 平成23年３月31日 平成23年６月30日 利益剰余金

　

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間(自平成24年４月１日　至平成24年９月30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24年６月28日
定時株主総会

普通株式 30,131 5 平成24年３月31日 平成24年６月29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２四半期連結累計期間(自平成23年４月１日  至平成23年９月30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
調整額
(注)１

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)２情報装置事業 検査装置事業 計

売上高 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 4,487,671364,6694,852,340 ― 4,852,340

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ― ― ―

計 4,487,671364,6694,852,340 ― 4,852,340

セグメント損失（△） △403,678△255,341△659,019△490,992△1,150,012

(注) １　セグメント損失(△)の調整額△490,992千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用△490,992千円

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管理部門及び研究開発部門に係る費用でありま

す。

２　セグメント損失(△)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２四半期連結累計期間(自平成24年４月１日  至平成24年９月30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
調整額
(注)１

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)２情報装置事業 検査装置事業 計

売上高 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 3,412,708588,6704,001,378 ― 4,001,378

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ― ― ―

計 3,412,708588,6704,001,378 ― 4,001,378

セグメント損失（△） △177,735△72,629△250,364△339,689△590,053

(注) １　セグメント損失(△)の調整額△339,689千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用△339,689千円で

あります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない管理部門及び研究開発部門に係る費用であります。

２　セグメント損失(△)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。

項目
前第２四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日
至  平成24年９月30日)

１株当たり四半期純損失金額 189円82銭 107円87銭

（算定上の基礎） 　 　

四半期純損失金額(千円) 1,143,890 650,061

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金額(千円) 1,143,890 650,061

普通株式の期中平均株式数(株) 6,026,224 6,026,224

(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、１株当たり四半期純損失金額であり、また、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。

　

(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。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成２４年１１月５日

名古屋電機工業株式会社

取締役会  御中

　

有限責任監査法人トーマツ

　
指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　西　　松　　真　　人　　印

　
指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　城　　　　　卓　　男　　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
る名古屋電機工業株式会社の平成２４年４月１日から平成２５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２４年７月１日から平成２４年９月３０日まで）及び第２四半期連結累計期
間（平成２４年４月１日から平成２４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、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計
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、名古屋電機工業株式会社及び連結子会
社の平成２４年９月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営
成績及びキャッシュ・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。
　
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。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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