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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68期

第２四半期
連結累計期間

第69期
第２四半期
連結累計期間

第68期

会計期間

自　平成27年
　　１月１日
至　平成27年
　　６月30日

自　平成28年
　　１月１日
至　平成28年
　　６月30日

自　平成27年
　　１月１日
至　平成27年
　　12月31日

売上高 （千円） 2,754,669 2,412,986 5,508,830

経常利益又は経常損失（△） （千円） 24,776 △15,929 41,047

親会社株主に帰属する四半期（当

期）純損失（△）
（千円） △36,169 △45,064 △32,756

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 24,463 △224,686 △61,865

純資産額 （千円） 1,646,382 1,277,689 1,560,051

総資産額 （千円） 7,297,176 6,636,481 6,913,210

１株当たり四半期（当期）純損失

（△）
（円） △2.92 △3.64 △2.65

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 （％） 16.5 14.3 16.7

営業活動による

キャッシュ・フロー
（千円） 295,660 137,215 456,604

投資活動による

キャッシュ・フロー
（千円） △47,258 △8,810 △109,619

財務活動による

キャッシュ・フロー
（千円） 23,733 153,165 △346,895

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高
（千円） 2,317,295 2,224,866 2,018,684

 

回次
第68期

第２四半期
連結会計期間

第69期
第２四半期
連結会計期間

会計期間

自　平成27年
４月１日

至　平成27年
６月30日

自　平成28年
４月１日

至　平成28年
６月30日

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

（△）

（円） △0.53 0.51

（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、消費税等を含めておりません。

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。

４．「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日）等を適用し、第１四半期連結累

計期間より、「四半期（当期）純損失」を「親会社株主に帰属する四半期（当期）純損失」としておりま

す。

 

EDINET提出書類

株式会社日本抵抗器製作所(E01906)

四半期報告書

 2/18



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（当社および当社の関係会社）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、主要な関係会社の異動は、以下のとおりであります。

　第１四半期連結会計期間において、連結子会社である「PT JRM INDONESIA」は清算したため、連結の範囲から除外

しております。
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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】

　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。

　なお、第１四半期連結累計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日）

等を適用し、「四半期純損失」を「親会社株主に帰属する四半期純損失」としております。
 

(1）業績の状況

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府・日銀による経済政策・金融緩和を背景に企業収益や雇

用・所得環境の改善が続いておりますが、個人消費の伸び悩み、日銀のマイナス金利導入が企業収益へ与える悪影

響への懸念など国内景気を下押しする力も強く、景気回復は足踏み状態となっております。また、中国をはじめと

する新興国の景気下振れや欧州情勢の不安定さなど海外情勢が今後の株式市場、金融市場へ与える影響を予測する

ことは難しく、景気の先行きは不透明な状況が続いております。

この様な経済情勢のもと、当社グループでは固定費の抑制、コストの低減を進め、収益力の強化に取り組む一方

新製品の開発に努め、業績の伸長と経営基盤の確立をめざしてまいりました。

当第２四半期連結累計期間の売上高は24億１千２百万円（前年同四半期比 12.４％減）となりました。

地域別の内訳を示しますと、日本国内では19億８千２百万円、アジアでは２億２千万円、欧州では１億９千８百

万円となりました。国内の売上は自動車用電子部品の受注の落ち込みにより減少しており、海外の売上は中国経済

減速の影響による受注の落ち込み等により減少しております。

また、営業損失は７百万円（前年同四半期は営業利益２千３百万円）、経常損失は１千５百万円（前年同四半期

は経常利益２千４百万円）、親会社株主に帰属する四半期純損失は４千５百万円（前年同四半期は親会社株主に帰

属する四半期純損失３千６百万円）となりました。

　セグメントの業績につきましては、当社グループは電子部品の単一セグメントであるため、記載を省略していま

す。

 

(2）財政状態の分析

当第２四半期連結会計期間末における連結総資産は、前連結会計年度末と比較して276百万円減少し、6,636百万

円となりました。変動の主なものは、現金及び預金の170百万円の増加、受取手形及び売掛金の271百万円の減少で

あります。

負債は前連結会計年度末と比較して５百万円増加し、5,358百万円となりました。変動の主なものは、支払手形

及び買掛金の63百万円の減少、短期借入金の88百万円の減少、長期借入金の297百万円の増加であります。

　純資産は前連結会計年度末と比較して282百万円減少し、1,277百万円となりました。変動の主なものは、利益剰

余金の57百万円の減少、為替換算調整勘定の109百万円の減少であります。

 

(3）キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは137百万円となりました。これは主と

して税金等調整前四半期純利益が5百万円、減価償却費が68百万円となったこと、売上債権の減少164百万円、仕入

債務の減少△82百万円によるものであります。投資活動によるキャッシュ・フローは定期預金の預入による支出△

71百万円、定期預金の払戻による収入86百万円等により△8百万円となりました。財務活動によるキャッシュ・フ

ローは短期借入金の減少△146百万円、長期借入れによる収入880百万円、長期借入金の返済による支出△524百万

円、社債の償還による支出△32百万円等により153百万円となりました。これらの結果、当第２四半期連結会計期

間末の現金及び現金同等物の残高は2,224百万円となりました。

 

(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

当第２四半期連結累計期間の研究開発費の総額は134百万円であります。
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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 20,000,000

計 20,000,000

 

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28年６月30日）

提出日現在発行数
（株）

（平成28年８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 12,400,000 12,400,000
株式会社東京証券取引所

（市場第二部）

権利内容に何ら限定のな

い当社における標準とな

る株式であり、単元株式

数は1,000株であります

計 12,400,000 12,400,000 － －

 

（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）

平成28年４月１日～

平成28年６月30日
－ 12,400,000 － 724,400 － 131,450
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（６）【大株主の状況】

  （平成28年６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（％）

木村　準 東京都品川区 1,765 14.26

株式会社富山銀行 富山県高岡市守山町22 380 3.07

株式会社北陸銀行 富山県富山市堤町通り１丁目２－26 378 3.05

日本抵抗器関連会社従業員持株会 東京都品川区南大井３丁目６－20 332 2.69

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２－10 329 2.66

楽天証券株式会社 東京都世田谷区玉川１丁目14－１ 277 2.24

今井　寛 富山県南砺市 218 1.77

今井　芳範 富山県富山市 212 1.71

日本抵抗器取引先持株会 東京都品川区南大井３丁目６－20 207 1.68

今井　 治 富山県南砺市 170 1.37

計  4,270 34.50
 
 

 

EDINET提出書類

株式会社日本抵抗器製作所(E01906)

四半期報告書

 6/18



（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

（平成28年６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        21,000
― ―

完全議決権株式（その他）
　普通株式

12,312,000

 

12,312
―

単元未満株式
　普通株式

67,000
―

1,000株（１単元）未満

の株式である。

発行済株式総数 12,400,000 ― ―

総株主の議決権 ― 12,312 ―

（注）１．「単元未満株式」欄には、当社所有の自己株式 962株が含まれております。

２．「完全議決権株式（その他）」の「株式数」欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が1,000株が含

まれております。また、「完全議決権株式（その他）」の「議決権の数」欄には、この株式に係る議決権の

数１個が含まれております。

 

②【自己株式等】

（平成28年６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（％）

㈱日本抵抗器製作所
富山県南砺市北野2315番

地
21,000 － 21,000 0.17

計 ― 21,000 － 21,000 0.17

 

 

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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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28年４月１日から平

成28年６月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成28年１月１日から平成28年６月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、仰星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：千円）

 
前連結会計年度

(平成27年12月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成28年６月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,346,652 2,517,136

受取手形及び売掛金 ※１ 1,369,463 ※１ 1,098,194

電子記録債権 ※１ 205,474 ※１ 266,446

商品及び製品 215,867 190,811

仕掛品 31,832 35,119

原材料及び貯蔵品 583,007 570,208

未収入金 170,300 129,881

繰延税金資産 30,943 29,612

その他 28,940 28,025

貸倒引当金 △6,000 △9,000

流動資産合計 4,976,478 4,856,432

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,621,686 1,614,302

機械装置及び運搬具 1,486,793 1,380,265

工具、器具及び備品 1,171,653 1,171,837

土地 301,457 301,457

リース資産 134,617 141,865

減価償却累計額 △3,389,917 △3,356,718

有形固定資産合計 1,326,289 1,253,008

無形固定資産 11,999 10,991

投資その他の資産   

投資有価証券 306,777 210,028

長期貸付金 861 573

繰延税金資産 157,288 171,040

その他 228,864 133,508

貸倒引当金 △104,443 △7,243

投資その他の資産合計 589,347 507,906

固定資産合計 1,927,635 1,771,905

繰延資産 9,097 8,144

資産合計 6,913,210 6,636,481
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(平成27年12月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成28年６月30日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 693,333 630,250

電子記録債務 374,072 356,916

短期借入金 1,909,871 1,821,245

1年内償還予定の社債 55,000 35,000

リース債務 17,552 18,557

未払法人税等 24,822 11,878

受注損失引当金 2,333 2,267

繰延税金負債 230 －

その他 160,578 107,721

流動負債合計 3,237,791 2,983,834

固定負債   

社債 250,000 237,500

長期借入金 1,218,262 1,515,908

リース債務 43,292 40,508

繰延税金負債 16,174 7,621

退職給付に係る負債 567,700 558,007

その他 19,940 15,414

固定負債合計 2,115,368 2,374,958

負債合計 5,353,159 5,358,792

純資産の部   

株主資本   

資本金 724,400 724,400

資本剰余金 131,450 131,450

利益剰余金 72,585 14,863

自己株式 △3,315 △3,315

株主資本合計 925,120 867,398

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 70,430 28,173

為替換算調整勘定 160,963 51,373

その他の包括利益累計額合計 231,393 79,546

非支配株主持分 403,538 330,745

純資産合計 1,560,051 1,277,689

負債純資産合計 6,913,210 6,636,481
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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27年１月１日
　至　平成27年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成28年１月１日
　至　平成28年６月30日)

売上高 2,754,669 2,412,986

売上原価 2,110,249 1,837,179

売上総利益 644,420 575,807

販売費及び一般管理費 ※ 620,515 ※ 582,874

営業利益又は営業損失（△） 23,905 △7,067

営業外収益   

受取利息 1,347 1,645

受取配当金 3,862 4,115

不動産賃貸料 18,110 18,080

為替差益 6,195 －

その他 7,720 9,430

営業外収益合計 37,234 33,270

営業外費用   

支払利息 21,754 20,023

賃貸資産減価償却費等 9,313 8,202

為替差損 － 9,299

その他 5,296 4,608

営業外費用合計 36,363 42,132

経常利益又は経常損失（△） 24,776 △15,929

特別利益   

投資有価証券売却益 14,560 －

固定資産売却益 99 －

関係会社清算益 － 22,753

特別利益合計 14,659 22,753

特別損失   

固定資産売却損 422 －

固定資産除却損 10,207 996

その他 10 －

特別損失合計 10,639 996

税金等調整前四半期純利益 28,796 5,828

法人税、住民税及び事業税 12,506 10,562

法人税等調整額 35,076 11,022

法人税等合計 47,582 21,584

四半期純損失（△） △18,786 △15,756

非支配株主に帰属する四半期純利益 17,383 29,308

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △36,169 △45,064
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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27年１月１日
　至　平成27年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成28年１月１日
　至　平成28年６月30日)

四半期純損失（△） △18,786 △15,756

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 28,698 △64,703

為替換算調整勘定 9,273 △144,227

退職給付に係る調整額 5,278 －

その他の包括利益合計 43,249 △208,930

四半期包括利益 24,463 △224,686

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △582 △196,911

非支配株主に係る四半期包括利益 25,045 △27,775
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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27年１月１日
　至　平成27年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成28年１月１日
　至　平成28年６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 28,796 5,828

減価償却費 87,153 68,298

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △12,960 △4,336

貸倒引当金の増減額（△は減少） － △94,199

受注損失引当金の増減額（△は減少） △3,355 △66

受取利息及び受取配当金 △5,209 △5,760

支払利息 23,401 21,938

有形固定資産売却損益（△は益） 323 －

有形固定資産除却損 10,207 996

投資有価証券売却損益（△は益） △14,560 －

投資有価証券評価損益（△は益） 10 －

関係会社清算損益（△は益） － △22,753

売上債権の増減額（△は増加） 243,750 164,463

たな卸資産の増減額（△は増加） 86,653 1,351

仕入債務の増減額（△は減少） △97,812 △82,192

未払消費税等の増減額（△は減少） △7,269 △14,868

その他の流動負債の増減額（△は減少） 16,236 154,219

その他 △5,739 △15,805

小計 349,625 177,114

利息及び配当金の受取額 5,209 5,760

利息の支払額 △23,549 △22,153

法人税等の支払額 △35,625 △23,506

営業活動によるキャッシュ・フロー 295,660 137,215

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 △33,571 △22,380

有形固定資産の売却による収入 109 －

無形固定資産の取得による支出 △476 △648

投資有価証券の取得による支出 △180 △180

投資有価証券の売却による収入 17,320 －

貸付けによる支出 － △40

貸付金の回収による収入 1,019 368

定期預金の預入による支出 △132,923 △71,930

定期預金の払戻による収入 101,444 86,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △47,258 △8,810

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） △169,801 △146,115

長期借入れによる収入 745,000 880,000

長期借入金の返済による支出 △486,341 △524,865

社債の償還による支出 △42,500 △32,500

自己株式の取得による支出 △35 －

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △11,328 △9,606

配当金の支払額 △12,378 △12,116

非支配株主からの払込みによる収入 1,116 －

非支配株主への払戻による支出 － △1,633

財務活動によるキャッシュ・フロー 23,733 153,165

現金及び現金同等物に係る換算差額 △694 △75,388

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 271,441 206,182

現金及び現金同等物の期首残高 2,045,854 2,018,684

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 2,317,295 ※ 2,224,866
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【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更に関する注記）

（連結の範囲の重要な変更）

　第１四半期連結会計期間において、連結子会社である「PT JRM INDONESIA」は清算したため、連結の範囲から

除外しております。

 

（会計方針の変更）

（企業結合に関する会計基準等の適用）

　「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」とい

う。）、「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25年９月13日。以下「連結会計基

準」という。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号　平成25年９月13日。以下「事業

分離等会計基準」という。）等を第１四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対

する当社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度

の費用として計上する方法に変更しております。また、第１四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結

合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会

計期間の四半期連結財務諸表に反映させる方法に変更しております。加えて、四半期純利益等の表示の変更及

び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前

第２四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを

行っております。

　企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項(4)、連結会計基準第44－５項(4)及び

事業分離等会計基準第57－４項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、第１四半期連結会計期間の期首時点

から将来にわたって適用しております。

　これによる損益に与える影響はありません。

 

（平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用）

　法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対

応報告第32号　平成28年６月17日）を当第２四半期連結会計期間に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建

物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

　これによる損益に与える影響はありません。
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（四半期連結貸借対照表関係）

※１　受取手形等割引高

 
前連結会計年度

（平成27年12月31日）
当第２四半期連結会計期間
（平成28年６月30日）

受取手形割引高 193,205千円 158,294千円

電子記録債権割引高 － 22,266

 

　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、前連結会計年度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。
 

 
前連結会計年度

（平成27年12月31日）
当第２四半期連結会計期間
（平成28年６月30日）

受取手形割引高 20,952千円 －千円
 
 

 

（四半期連結損益計算書関係）

※　販売費及び一般管理費の主なもの

 
　前第２四半期連結累計期間
（自 平成27年１月１日

　　至 平成27年６月30日）

　当第２四半期連結累計期間
（自 平成28年１月１日

　　至 平成28年６月30日）

給料手当 241,020千円 232,987千円

退職給付費用 20,824 12,597

減価償却費 17,072 14,427

 

 

（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27年１月１日
至 平成27年６月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自 平成28年１月１日
至 平成28年６月30日）

現金及び預金 2,580,774千円 2,517,136千円

預入期間が３か月超の定期預金 △263,479 △292,270

現金及び現金同等物 2,317,295 2,224,866
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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27年１月１日　至　平成27年６月30日）

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27年３月30日

定時株主総会
普通株式 12,378 1  平成26年12月31日  平成27年３月31日 利益剰余金

 

２．株主資本の金額の著しい変動

　　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28年１月１日　至　平成28年６月30日）

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28年３月30日

定時株主総会
普通株式 12,378 1  平成27年12月31日  平成28年３月31日 利益剰余金

 

２．株主資本の金額の著しい変動

　　該当事項はありません。

 

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

当社グループ(当社及び連結子会社)は、電子部品の製造・販売及び付帯業務の単一事業であります。従いまして、

開示対象となるセグメントはありませんので記載を省略しています。

 

 

（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。

 
前第２四半期連結累計期間
（自　平成27年１月１日
至　平成27年６月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成28年１月１日
至　平成28年６月30日）

１株当たり四半期純損失金額（△） △2円92銭 △3円64銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純損失金額（△）

（千円）
△36,169 △45,064

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純

損失金額（△）（千円）
△36,169 △45,064

普通株式の期中平均株式数（千株） 12,378 12,378

(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28年８月10日  
 

株式会社日本抵抗器製作所
 

取締役会　御中  

 

仰星監査法人

代表社員
業務執行社員 公認会計士 向山　典佐　　印

  

代表社員
業務執行社員 公認会計士 塚崎　俊博　　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」に掲げられている株式会社日本抵

抗器製作所の平成28年１月１日から平成28年12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28年４月１日

から平成28年６月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成28年１月１日から平成28年６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、株式会社日本抵抗器製作所及び連結子会社の平成28年６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）が別途保管している。

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていない。
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