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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42期

前第２四半期
連結累計期間

第43期
当第２四半期
連結累計期間

第42期

会計期間
自平成25年４月１日
至平成25年９月30日

自平成26年４月１日
至平成26年９月30日

自平成25年４月１日
至平成26年３月31日

売上高 （百万円） 79,231 83,949 170,945

経常利益 （百万円） 819 1,357 3,331

四半期（当期）純利益 （百万円） 506 931 2,117

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 1,254 707 3,376

純資産額 （百万円） 43,582 45,836 45,402

総資産額 （百万円） 76,268 83,988 80,528

１株当たり四半期（当期）純利

益金額
（円） 31.31 57.60 130.90

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 （％） 57.1 54.6 56.4

営業活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） 1,702 △3,127 1,605

投資活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） △94 △236 △234

財務活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） 1,726 2,387 △159

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高
（百万円） 5,114 2,233 3,203

 

回次
第42期

前第２四半期
連結会計期間

第43期
当第２四半期
連結会計期間

会計期間
自平成25年７月１日
至平成25年９月30日

自平成26年７月１日
至平成26年９月30日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 21.76 47.37

　（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．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、新たな事業等のリスクの発生、または、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また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】

　文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末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２四半期連結累計期間における世界の経済環境は、欧州では依然として債務問題等による景気低迷はあった

ものの、米国では引き続き堅調な回復が続き、中国及び新興国においても緩やかな成長が続いており、総じて回復

傾向の様相を呈しました。

　一方、国内では、量的・質的金融緩和による円安・株高は継続し、消費増税に伴う駆け込み需要とその反動も和

らいでおり、緩やかな回復基調が続いております。

　エレクトロニクス業界においては、スマートフォンやタブレットなどのモバイル端末市場やカーエレクトロニク

ス市場が引き続き好調に推移しましたが、パソコンや薄型テレビ、デジタルカメラなどのコンシューマー市場の需

要は低迷し、経営環境は、引き続き厳しい状況となっております。

　このような環境の中、当第２四半期連結累計期間における当社グループの売上高は、車載向け分野に加え、プリ

ンターなどの情報機器向け分野の販売が堅調に推移したことから、前年同期比6.0％増の839億49百万円となりまし

た。

　利益面では、増収効果により、売上総利益は、同2.7％増の68億１百万円、営業利益は、同17.1％増の11億87百

万円となりました。経常利益は、為替差益の計上により、同65.6％増の13億57百万円、四半期純利益は、同83.9％

増の９億31百万円となりました。

 

　セグメント別の業績は、次のとおりであります。

①本社

　本社におきましては、車載ビジネスは引き続き堅調に推移したものの、スマートフォン向け、家電メーカー向

けの販売減少に伴い、売上高は497億12百万円（前年同期比6.8％減）となりました。セグメント利益について

も、減収により、８億61百万円（同24.0％減）となりました。

 

②ASEAN（東南アジア地区）

　ASEANにおきましては、プリンターなどの情報機器向け分野が伸長し、車載向け分野も堅調に推移したことで、

売上高は118億39百万円（前年同期比16.7％増）となりました。セグメント利益は73百万円（同7.8%減）となりま

した。

 

③GCHINA（Greater China、中国・香港・台湾地区）

　GCHINAにおきましては、引き続き家庭用ゲーム機器分野や、車載向け分野が増加した影響により、売上高は191

億28百万円（前年同期比47.3％増）となりました。セグメント利益は１億42百万円（前年同期は１億21百万円の損

失）となりました。

 

④その他

　その他におきましては、北米での車載向け分野拡大に伴い、売上高は32億69百万円（前年同期比18.8%増）とな

りました。セグメント利益は87百万円（同103.9％増）となりました。
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（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839億88百万円となり、前連結会計年度末と比べ34億59百万円増加して

おります。主な要因としましては、商品の増加46億20百万円であります。

負債は381億51百万円となり、前連結会計年度末と比べ30億24百万円増加しております。主な要因としまして

は、長期借入金の増加15億円であります。

純資産は458億36百万円となり、前連結会計年度末と比べ４億34百万円増加しております。主な要因としまして

は、利益剰余金の増加６億58百万円であります。

 

（３）キャッシュフローの状況

　当第２四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。）の残高は22億33百万円と

なり、前連結会計年度末と比較して９億69百万円の減少となりました。

 営業活動により使用した資金は31億27百万円（前年同期は17億２百万円の収入）となりました。主な要因としま

しては、売上債権の減少額13億34百万円、たな卸資産の増加額48億86百万円であります。

　投資活動により使用した資金は２億36百万円（前年同期は94百万円の支出）となりました。主な要因としまして

は、有形固定資産の取得による支出２億19百万円であります。

　財務活動による収入は23億87百万円（前年同期は17億26百万円の収入）となりました。主な要因としましては、

長期借入金の増加による収入15億円であります。

 

（４）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第２四半期連結累計期間において、当社グループ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。

 

 (５) 研究開発活動

　該当事項はありません。

EDINET提出書類

株式会社トーメンエレクトロニクス(E02873)

四半期報告書

 5/19



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 40,000,000

計 40,000,000

 

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26年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成26年11月13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 16,174,000 16,174,000
東京証券取引所

市場第一部

単元株式数

100株

計 16,174,000 16,174,000 － －

 

（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
(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26年７月１日～

平成26年９月30日
－ 16,174,000 － 5,251 － 4,767
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（６）【大株主の状況】

  平成26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（％）

豊田通商株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅４丁目９番８号 10,184 62.97

ビービーエイチ フォー フイデ

リテイ ロ－ プライスド ストツ

ク フアンド（プリンシパル オ

－ル セクタ－ サブポ－トフオ

リオ）

（常任代理人 株式会社三菱東京

UFJ銀行）

245 SUMMER STREET BOSTON, MA 02210

U.S.A. 

（東京都千代田区丸の内２丁目７番１号）

1,444 8.93

前田　正治 大阪府大阪市 397 2.46

日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町１丁目２番10号 321 1.99

シービーエヌワイ　ディーエフエ

イ　インターナショナル　スモー

ル　キャップ　バリュー　ポート

フォーリオ

（常任代理人　シティバンク銀行

株式会社）

388 GREENWICH STREET,NY,NY 10013, U.S.A.

（東京都新宿区新宿６丁目27番30号）
250 1.55

ゴールドマンサックスインターナ

ショナル

（常任代理人　ゴールドマン・

サックス証券株式会社）

133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB, UK

（東京都港区六本木６丁目10番１号）
240 1.48

株式会社SBI証券 東京都港区六本木１丁目６番１号 221 1.37

クレデイ　スイス　アーゲー　チ

ユーリツヒ　エーアイエフ　フア

ンズ

（常任代理人　株式会社三菱東京

UFJ銀行）

UETLIBERGSTRASSE 231, P.O. BOX 600 CH-

8070 ZURICH SWITZERLAND

（東京都千代田区丸の内２丁目７番１号）

211 1.31

ステート　ストリート　バン

ク　アンド　トラスト　カンパ

ニー　505224

（常任代理人　株式会社みずほ

銀行）

P.O.BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101

U.S.A.

（東京都中央区月島４丁目16番13号）

125 0.77

インタートラスト　トラステ

イーズ　ケイマン　リミテツ

ド　アズ　トラステイー　オ

ブ　ユビキタス　フアンドーク

ラス　デイー

（常任代理人　立花証券株式会

社）

190 ELGIN AVENUE, GEORGE TOWN, GRAND

CAYMAN, KY1-9005, CAYMAN ISLANDS

（東京都中央区日本橋小網町７番２号）

113 0.70

計 － 13,508 83.52
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　（注）　　フィデリティ投信株式会社から、平成25年４月４日付の大量保有報告書の変更報告書の写しの送付があり、

エフエムアール　エルエルシー（FMR LLC）が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、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ませんので、上記大株主

の状況には含めておりません。

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（％）

エフエムアール　エルエル

シー（FMR LLC）

米国 02210 マサチューセッツ州ボ

ストン、サマー・ストリート245
1,617 10.00

 

 

（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成26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       500 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 16,171,300 161,713 －

単元未満株式 普通株式     2,200 － 一単元（100株）未満の株式

発行済株式総数 16,174,000 － －

総株主の議決権 － 161,713 －

 

②【自己株式等】

平成26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（％）

株式会社トーメンエレクト

ロニクス

東京都港区港南二

丁目３番13号
500 － 500 0.00

計 － 500 － 500 0.00

 

 

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26年７月１日から平

成26年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成26年４月１日から平成26年９月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、あらた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26年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成26年９月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,203 2,233

受取手形及び売掛金 47,973 46,136

商品 18,581 23,202

繰延税金資産 500 525

その他 1,768 3,552

貸倒引当金 △76 △56

流動資産合計 71,950 75,593

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 202 116

工具、器具及び備品（純額） 310 300

その他（純額） 13 13

有形固定資産合計 526 430

無形固定資産   

その他 569 357

無形固定資産合計 569 357

投資その他の資産   

投資有価証券 5,605 5,752

繰延税金資産 764 760

その他 1,117 1,099

貸倒引当金 △6 △6

投資その他の資産合計 7,481 7,606

固定資産合計 8,577 8,394

資産合計 80,528 83,988
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  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成26年９月30日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 15,129 15,140

短期借入金 13,154 14,119

未払法人税等 780 486

賞与引当金 411 464

資産除去債務 102 82

その他 1,845 2,688

流動負債合計 31,424 32,982

固定負債   

長期借入金 1,500 3,000

繰延税金負債 6 6

退職給付に係る負債 2,127 2,099

資産除去債務 32 32

その他 34 29

固定負債合計 3,701 5,168

負債合計 35,126 38,151

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,251 5,251

資本剰余金 4,767 4,767

利益剰余金 35,255 35,914

自己株式 △0 △0

株主資本合計 45,273 45,931

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 18 15

繰延ヘッジ損益 △2 14

為替換算調整勘定 90 △125

退職給付に係る調整累計額 22 0

その他の包括利益累計額合計 128 △94

純資産合計 45,402 45,836

負債純資産合計 80,528 83,988
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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25年４月１日
　至　平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年９月30日)

売上高 79,231 83,949

売上原価 72,606 77,148

売上総利益 6,624 6,801

販売費及び一般管理費   

従業員給料及び賞与 1,991 1,990

賞与引当金繰入額 446 452

退職給付費用 205 77

賃借料 394 392

その他 2,572 2,700

販売費及び一般管理費合計 5,610 5,613

営業利益 1,014 1,187

営業外収益   

受取利息 0 0

為替差益 － 71

持分法による投資利益 178 182

その他 29 14

営業外収益合計 207 269

営業外費用   

支払利息 39 43

売上割引 41 28

為替差損 321 －

その他 1 28

営業外費用合計 402 99

経常利益 819 1,357

税金等調整前四半期純利益 819 1,357

法人税、住民税及び事業税 515 485

法人税等調整額 △201 △59

法人税等合計 313 426

少数株主損益調整前四半期純利益 506 931

四半期純利益 506 931
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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25年４月１日
　至　平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 506 931

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 0 0

繰延ヘッジ損益 △77 47

為替換算調整勘定 677 △243

退職給付に係る調整額 － △21

持分法適用会社に対する持分相当額 148 △5

その他の包括利益合計 748 △223

四半期包括利益 1,254 707

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,254 707
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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25年４月１日
　至　平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26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 819 1,357

減価償却費 277 335

退職給付引当金の増減額（△は減少） 144 －

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） － 5

賞与引当金の増減額（△は減少） 62 53

貸倒引当金の増減額（△は減少） △14 △19

受取利息及び受取配当金 △0 △0

支払利息 39 43

持分法による投資損益（△は益） △178 △182

売上債権の増減額（△は増加） 2,535 1,334

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,458 △4,886

仕入債務の増減額（△は減少） 1,661 303

未収消費税等の増減額（△は増加） △279 △572

未払消費税等の増減額（△は減少） △4 4

その他 △733 △169

小計 1,872 △2,392

利息及び配当金の受取額 80 64

利息の支払額 △39 △39

法人税等の支払額 △210 △760

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,702 △3,127

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 △35 △219

無形固定資産の取得による支出 △57 △9

その他 △1 △8

投資活動によるキャッシュ・フロー △94 △236

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） 600 1,249

長期借入れによる収入 1,500 1,500

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △50 △47

配当金の支払額 △323 △313

自己株式の取得による支出 － △0

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,726 2,387

現金及び現金同等物に係る換算差額 91 7

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,425 △969

現金及び現金同等物の期首残高 1,688 3,203

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,114 2,233
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【注記事項】

（会計方針の変更）

（退職給付に関する会計基準等の適用）

　「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号　平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」とい

う。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号　平成24年５月17日。以下

「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられ

た定めについて第１四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付

見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法を加重平均期

間アプローチへ変更しております。

　退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第２四

半期連結累計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加

減しております。

　この結果、当第２四半期連結累計期間の期首の退職給付に係る負債が66百万円減少し、利益剰余金が42百万円

増加しております。また、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。

 

（四半期連結貸借対照表関係）

保証債務

連結会社以外の会社の金融機関からの借入に対して、保証債務を行っております。

前連結会計年度
（平成26年３月31日）

当第２四半期連結会計期間
（平成26年９月30日）

上海虹日国際電子有限公司 392百万円 上海虹日国際電子有限公司 416百万円

 (3,621千米ドルほか)  (3,621千米ドルほか)

 上記金額は、決算日及び四半期決算日の為替相場により円換算しております。

 

（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

 
前第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）

当第２四半期連結累計期間
（自 平成26年４月１日
至 平成26年９月30日）

現金及び預金勘定 5,114百万円 2,233百万円

現金及び現金同等物 5,114 2,233

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第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 323 20 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末

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25日

取締役会
普通株式 323 20 平成25年９月30日 平成25年12月10日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　平成26年４月１日　至　平成26年９月30日）

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26年６月27日

定時株主総会
普通株式 323 20 平成26年３月31日 平成26年６月30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25年４月１日　至　平成25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：百万円）

 報告セグメント
その他
（注）１

合計
調整額
（注）２

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）３

 本社 ASEAN GCHINA 計

売上高         

外部顧客への売上高 53,347 10,143 12,987 76,478 2,753 79,231 － 79,231

セグメント間の内部

売上高又は振替高
13,832 894 1,339 16,066 263 16,329 (16,329) －

計 67,179 11,038 14,327 92,544 3,016 95,560 (16,329) 79,231

セグメント利益又は

損失
1,133 80 (121) 1,091 42 1,134 (120) 1,014

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれないTOMEN ELECTRONICS AMERICA,INC.及び株式会社ピー

ピーエルの事業活動であります。

２．セグメント利益又は損失の調整額(120)百万円は、主にセグメント間取引消去であります。

３．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益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26年４月１日　至　平成26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：百万円）

 報告セグメント
その他
（注）１

合計
調整額
（注）２

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）３

 本社 ASEAN GCHINA 計

売上高         

外部顧客への売上高 49,712 11,839 19,128 80,680 3,269 83,949 － 83,949

セグメント間の内部

売上高又は振替高
20,656 695 1,399 22,751 347 23,098 (23,098) －

計 70,369 12,534 20,527 103,431 3,616 107,048 (23,098) 83,949

セグメント利益又は

損失
861 73 142 1,077 87 1,165 22 1,187

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれないTOMEN ELECTRONICS AMERICA,INC.及び株式会社ピー

ピーエルの事業活動であります。

２．セグメント利益又は損失の調整額22百万円は、主にセグメント間取引消去であります。

３．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、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25年４月１日
至　平成25年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成26年４月１日
至　平成26年９月30日）

   １株当たり四半期純利益金額 31円31銭 57円60銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（百万円） 506 931

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金額（百万円） 506 931

普通株式の期中平均株式数（千株） 16,173 16,173

(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。

 

（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26年11月11日

株式会社トーメンエレクトロニクス

取締役会　御中

 

あらた監査法人

 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 山田 雅弘

 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 大橋 佳之

 

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」に掲げられている株式会社トーメ

ンエレクトロニクスの平成26年４月１日から平成27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26年

７月１日から平成26年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成26年４月１日から平成26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、株式会社トーメンエレクトロニクス及び連結子会社の平成26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．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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