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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104期

第２四半期
連結累計期間

第105期
第２四半期
連結累計期間

第104期

会計期間
自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日

自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日

自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日

売上高 (百万円) 33,404 32,671 67,110

経常利益 (百万円) 2,505 2,147 4,481

四半期(当期)純利益 (百万円) 1,592 1,431 2,908

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 1,429 2,592 3,634

純資産額 (百万円) 34,511 39,063 36,499

総資産額 (百万円) 74,560 76,343 75,208

１株当たり四半期(当期)純利益 (円) 33.09 29.74 60.45

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 45.9 50.6 48.2

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 4,612 1,928 5,343

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △1,220 △11 △4,678

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △347 △189 220

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) 14,589 14,805 12,574

　

回次
第104期

第２四半期
連結会計期間

第105期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成24年７月１日
至 平成24年９月30日

自 平成25年７月１日
至 平成25年９月30日

１株当たり四半期純利益 (円) 11.00 12.71

(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２四半期連結累計期間において、当社及び当社の関係会社が営む事業の内容に重要な変更はありま

せん。

また、主要な関係会社についても異動はありません。
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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は行われておりません。　

　

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、政府・日銀の経済金融政策により、内需を中心に持
ち直しの動きが強まってきました。当社グループにおきましては、電力各社の設備投資と経費の抑制、国
内市場における価格競争の激化、円安による輸入部材コスト増加など、事業環境は厳しさを増してきまし
た。　
こうした状況のなか、連結売上高は326億７千１百万円（前年同期比2.2％減）、経常利益は21億４千７

百万円（前年同期比14.3％減）、四半期純利益は14億３千１百万円（前年同期比10.1％減）となりまし
た。なお、セグメント別の売上高につきましては、以下のとおりです。

＜電力機器事業＞

中大形変圧器、制御機器が堅調でしたが、プラント工事が前年同期を大きく下回りました。この結
果、売上高は前年同期比10.2％減の134億１千６百万円となりました。

＜回転機事業＞

介護用機器、プリント配線板が堅調であったことに加え、小形モータが円安による影響を受け増加し
ました。この結果、売上高は前年同期比4.3％増の192億５千４百万円となりました。

　

(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
末と比べ22億３千万円増加し、148億５百万円となりました。
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)

営業活動の結果得られた資金は、19億２千８百万円（前年同期46億１千２百万円の収入）となりまし
た。これは主に、税金等調整前四半期純利益21億４千４百万円、売上債権の減少額17億７千４百万円な
どの資金の増加と仕入債務の減少額７億２千３百万円、法人税等の支払額７億１千５百万円などの資金
の減少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)

投資活動の結果使用した資金は、１千１百万円（前年同期12億２千万円の支出）となりました。これ
は主に、有価証券の減少額10億１千万円などの資金の増加と、有形固定資産の取得による支出10億９千
８百万円などの資金の減少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)

財務活動の結果使用した資金は、１億８千９百万円（前年同期３億４千７百万円の支出）となりまし
た。これは主に、長期借入れによる収入30億円などの資金の増加と長期借入金の返済による支出27億４
千４百万円、短期借入金の減少額３億６百万円、配当金の支払額２億１千６百万円などの資金の減少に
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、当社及び連結子会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要
な変更及び新たに生じた課題はありません。

　

(4)研究開発活動

当第２四半期連結累計期間における研究開発費の総額は５億４千３百万円であります。
なお、当第２四半期連結累計期間において、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 119,561,000

計 119,561,000

　

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25年９月30日)

提出日現在発行数(株)
(平成25年11月８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 48,252,061 48,252,061
名古屋証券取引所
（市場第一部）

単元株式数1,000株

計 48,252,061 48,252,061 ― ―

　

(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
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

平成25年９月30日 ― 48,252 ― 4,053 ― 2,199
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氏名又は名称 住所
保有株券等の数

（千株）
株券等保有割合

（％）

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 2,529 5.24

　

(6) 【大株主の状況】

平成25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（％）

中部電力株式会社 名古屋市東区東新町１ 11,632 24.10

ＴＳＵＣＨＩＹＡ株式会社 大垣市神田町２－55 5,000 10.36

古河電気工業株式会社 東京都千代田区丸の内２－２－３ 4,039 8.37

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２－７－１ 2,233 4.62

日本トラスティ・サービス信託銀
行株式会社（信託口４）

東京都中央区晴海１－８－11 1,515 3.13

ビービーエイチ　フオー　フイデ
リテイ　ロー　プライスド　スト
ツク　フアンド（プリンシパル　
オール　セクター　サブポートフ
オリオ）
（常任代理人 株式会社三菱東京Ｕ
ＦＪ銀行）

82 DEVONSHIRE ST BOSTON MASSACHUSETTS
02109360582
（東京都千代田区丸の内２－７－１）

1,260 2.61

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 1,056 2.18

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 1,014 2.10

株式会社川口興産 名古屋市東区葵１－13－18 1,000 2.07

明治安田生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内２－１－１ 879 1.82

計 ― 29,629 61.40

(注)　三井住友トラスト・ホールディングス株式会社から平成24年４月18日付で提出された大量保有報告書の変更報告

書（No.2）により、平成24年４月13日現在で以下の株式を所有している旨の報告を受けておりますが、当社とし

て平成25年９月30日現在の実質所有株式数の確認ができないため、株主名簿上の所有株式数を上記大株主の状況

に記載しております。

　　　 なお、当該変更報告書の内容は以下のとおりであります。　
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成25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 　　107,000

― 単元株式数1,000株

（相互保有株式）
普通株式　　　79,000

― 同上

完全議決権株式（その他） 普通株式　47,896,000 47,896 同上

単元未満株式 普通株式 　 170,061　 ― ―

発行済株式総数 48,252,061 ― ―

総株主の議決権 ― 47,896 ―

(注) １．「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が4,000株（議決権４個）

含まれております。

２．「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式が749株、相互保有株式が479株含まれておりま

す。

　

② 【自己株式等】

平成25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(％)

愛知電機㈱ 春日井市愛知町１ 107,000 ― 107,000 0.22

愛知亜鉛鍍金㈱ 春日井市松河戸町4170 22,000 ― 22,000 0.04

愛知金属工業㈱ 春日井市大手田酉町３－13－18 55,000 ― 55,000 0.11

大垣電機㈱ 岐阜県養老郡養老町西岩道414 2,000 ― 2,000 0.00

計 ― 186,000 ― 186,000 0.38

　

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25年７月

１日から平成25年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成25年４月１日から平成25年９月30日

まで）に係る四半期連結財務諸表について、名古屋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：百万円)

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成25年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 12,801 15,147

受取手形及び売掛金
※２ 20,444 19,203

有価証券 7,411 6,401

商品及び製品 3,768 3,381

仕掛品 2,645 3,330

原材料及び貯蔵品 4,119 4,459

繰延税金資産 235 213

その他 958 1,005

貸倒引当金 △7 △1

流動資産合計 52,377 53,140

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 7,033 6,965

機械装置及び運搬具（純額） 2,604 2,639

工具、器具及び備品（純額） 833 834

土地 4,236 4,234

リース資産（純額） 653 643

建設仮勘定 40 347

有形固定資産合計 15,401 15,665

無形固定資産 201 214

投資その他の資産

投資有価証券 4,371 4,723

繰延税金資産 2,337 2,095

その他 643 619

貸倒引当金 △124 △115

投資その他の資産合計 7,228 7,323

固定資産合計 22,831 23,203

資産合計 75,208 76,343
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成25年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金
※２ 14,795 14,300

短期借入金 5,483 5,177

1年内返済予定の長期借入金 1,402 1,080

未払費用 2,103 1,844

未払法人税等 655 630

その他 1,334 941

流動負債合計 25,775 23,975

固定負債

長期借入金 5,266 5,843

繰延税金負債 88 90

退職給付引当金 6,711 6,554

負ののれん 29 20

その他 837 796

固定負債合計 12,933 13,305

負債合計 38,709 37,280

純資産の部

株主資本

資本金 4,053 4,053

資本剰余金 2,199 2,199

利益剰余金 29,285 30,499

自己株式 △28 △28

株主資本合計 35,509 36,723

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 430 775

為替換算調整勘定 273 1,108

その他の包括利益累計額合計 704 1,884

少数株主持分 285 455

純資産合計 36,499 39,063

負債純資産合計 75,208 76,343
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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：百万円)

前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年９月30日)

売上高 33,404 32,671

売上原価 27,959 27,900

売上総利益 5,445 4,770

販売費及び一般管理費
※ 3,095 ※ 3,284

営業利益 2,349 1,486

営業外収益

受取利息 22 52

受取配当金 40 37

持分法による投資利益 6 25

負ののれん償却額 20 8

為替差益 18 460

屑消耗品売却額 112 133

その他 76 61

営業外収益合計 297 779

営業外費用

支払利息 114 93

その他 26 24

営業外費用合計 141 118

経常利益 2,505 2,147

特別利益

固定資産売却益 0 10

投資有価証券売却益 － 1

長期未払金取崩益 10 －

受取和解金 － 38

特別利益合計 10 51

特別損失

固定資産売却損 1 －

固定資産除却損 15 6

投資有価証券評価損 119 3

災害による損失 － 44

その他 1 －

特別損失合計 137 54

税金等調整前四半期純利益 2,378 2,144

法人税、住民税及び事業税 757 679

法人税等調整額 58 83

法人税等合計 816 762

少数株主損益調整前四半期純利益 1,561 1,381

少数株主損失（△） △30 △49

四半期純利益 1,592 1,431
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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：百万円)

前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 1,561 1,381

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △226 346

為替換算調整勘定 97 861

持分法適用会社に対する持分相当額 △3 2

その他の包括利益合計 △132 1,211

四半期包括利益 1,429 2,592

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,459 2,611

少数株主に係る四半期包括利益 △29 △18
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25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 2,378 2,144

減価償却費 933 1,020

負ののれん償却額 △20 △8

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0 △14

退職給付引当金の増減額（△は減少） △56 △156

投資有価証券評価損益（△は益） 119 3

ゴルフ会員権評価損 0 －

受取利息及び受取配当金 △62 △89

支払利息 114 93

持分法による投資損益（△は益） △6 △25

固定資産売却損益（△は益） 1 △10

固定資産除却損 15 6

投資有価証券売却損益（△は益） － △1

売上債権の増減額（△は増加） 2,289 1,774

たな卸資産の増減額（△は増加） △126 △258

仕入債務の増減額（△は減少） 332 △723

未払消費税等の増減額（△は減少） △54 △31

その他 △273 △1,069

小計 5,584 2,650

利息及び配当金の受取額 62 88

持分法適用会社からの配当金の受取額 8 7

利息の支払額 △110 △101

法人税等の支払額 △933 △715

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,612 1,928

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加） 209 △114

有価証券の増減額（△は増加） △489 1,010

有形固定資産の取得による支出 △857 △1,098

有形固定資産の売却による収入 1 12

無形固定資産の取得による支出 △11 △8

投資有価証券の取得による支出 △8 △9

投資有価証券の売却による収入 － 205

短期貸付けによる支出 △500 △500

短期貸付金の回収による収入 500 500

その他 △64 △9

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,220 △11
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（単位：百万円）

前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年９月30日)

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） 460 △306

長期借入れによる収入 875 3,000

長期借入金の返済による支出 △1,230 △2,744

配当金の支払額 △360 △216

少数株主への配当金の支払額 △0 －

連結子会社増資に伴う少数株主からの払込によ
る収入

－ 188

その他 △92 △110

財務活動によるキャッシュ・フロー △347 △189

現金及び現金同等物に係る換算差額 31 503

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,075 2,230

現金及び現金同等物の期首残高 11,513 12,574

現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 14,589 ※ 14,805
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前連結会計年度

(平成25年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成25年９月30日)

受取手形裏書譲渡高 276百万円 315百万円

　
前連結会計年度

(平成25年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成25年９月30日)

受取手形

支払手形

252百万円

1,354　

―　

―　

　
前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
至　平成25年９月30日)

給料手当

退職給付引当金繰入額

1,031百万円

64　

1,069百万円

69　

　
前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
至　平成25年９月30日)

現金及び預金勘定

預入期間が３ヶ月を超える定期預金

14,871百万円

△282　

15,147百万円

△342　

現金及び現金同等物 14,589　 14,805　

【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

１　受取手形割引高及び受取手形裏書譲渡高

　

※２　期末日満期手形

期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、前連結会計年度末日は金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が期末残高に含まれ

ております。

　

(四半期連結損益計算書関係)

※　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。

　

(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との関係は、

次のとおりであります。
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(株主資本等関係)

Ⅰ 前第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．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

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 361 7.50 平成24年３月31日 平成24年６月29日 利益剰余金

（注）１株当たり配当額には、創立70周年記念配当３円を含んでおります。

　

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

期間の末日後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

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10月31日
取締役会

普通株式 216 4.50 平成24年９月30日 平成24年12月５日 利益剰余金

　

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自　平成25年４月１日　至　平成25年９月30日）

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年６月27日
定時株主総会

普通株式 216 4.50 平成25年３月31日 平成25年６月28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

期間の末日後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年10月31日
取締役会

普通株式 240 5.00 平成25年９月30日 平成25年12月５日 利益剰余金

EDINET提出書類

愛知電機株式会社(E01748)

四半期報告書

15/19



(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24年４月１日 至 平成24年９月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報

　 　 　 （単位：百万円）

　
報告セグメント

電力機器 回転機 計

売上高 　 　 　

  外部顧客への売上高 14,940 18,464 33,404

  セグメント間の内部売上高又は振替高 ― ― ―

計 14,940 18,464 33,404

セグメント利益 2,474 569 3,044

　

２．報告セグメントの利益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)

　 （単位：百万円）

利益 金額

報告セグメント計 3,044

全社費用(注) △694

四半期連結損益計算書の営業利益 2,349

(注) 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であります。

　

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。

　

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年９月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報

　 　 　 （単位：百万円）

　
報告セグメント

電力機器 回転機 計

売上高 　 　 　

  外部顧客への売上高 13,416 19,254 32,671

  セグメント間の内部売上高又は振替高 ― ― ―

計 13,416 19,254 32,671

セグメント利益 2,058 112 2,171

　

２．報告セグメントの利益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)

　 （単位：百万円）

利益 金額

報告セグメント計 2,171

全社費用(注) △685

四半期連結損益計算書の営業利益 1,486

(注) 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であります。

　

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。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、次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24年４月１日
至　平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
至　平成25年９月30日)

１株当たり四半期純利益 33円09銭 29円74銭

（算定上の基礎） 　 　

四半期純利益（百万円） 1,592 1,431

普通株主に帰属しない金額（百万円） ― ―

普通株式に係る四半期純利益（百万円） 1,592 1,431

普通株式の期中平均株式数（千株） 48,119 48,118

(注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、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】

第105期（平成25年４月１日から平成26年３月31日まで）中間配当については、平成25年10月31日開催

の取締役会において、平成25年９月30日の最終の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配

当を行うことを決議いたしました。

①　配当金の総額                                    240百万円

②　１株当たりの金額　　　　　　　　　　　　　　　　　５円00銭

③　支払請求権の効力発生日及び支払開始日　　　平成25年12月５日
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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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名古屋監査法人

代表社員
業務執行社員

　公認会計士   足　　立　　仁　　史　　印

業務執行社員 　公認会計士   魚　　住　　康　　洋　　印

独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成25年11月７日

愛知電機株式会社

取締役会  御中

　

　

　

　

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」に掲げられている愛
知電機株式会社の平成25年４月１日から平成26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25年７月１日から平成25年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成25年４月１日から平成25
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、愛知電機株式会社及び連結子会社の平成25
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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