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第一部【証券情報】

第１【募集要項】

１【新規発行株式】

種類 発行数 内容

普通株式 2,300,000株

完全議決権株式であり、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ます。

なお、単元株式数は100株であります。

　（注）１　平成29年１月５日開催の取締役会決議によります。

２　本有価証券届出書の対象とした募集は、会社法（平成17年法律第86号）第199条第１項の規定に基づいて、

当社の保有する当社普通株式による自己株式処分により行われるものであり（以下「本自己株式処分」とい

う。）、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第９条第１号に定める売付けの申込み又は

買付けの申込みの勧誘となります。

３　振替機関の名称及び住所

株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号

 

２【株式募集の方法及び条件】

（１）【募集の方法】

区分 発行数 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）

株主割当 － － －

その他の者に対する割当 2,300,000株 1,278,800,000 －

一般募集 － － －

計（総発行株式） 2,300,000株 1,278,800,000 －

　（注）１　第三者割当の方法によります。

２　発行価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額であります。なお、本有価証券届出書

の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。

 

（２）【募集の条件】

発行価格
（円）

資本組入額
（円）

申込株数単位 申込期間
申込証拠金
（円）

払込期日

556 － 100株 平成29年１月23日 －
平成29年１月24日から

平成29年２月10日まで

　（注）１　第三者割当の方法により行うものとし、一般募集は行いません。

２　発行価格は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額であります。なお、本有価証券届出書の対象とした

募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。

３　上記株式を割当てた者から申込みがない場合には、当該株式に係る割当てを受ける権利は消滅いたします。

４　申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みをし、払込期日に後記払込取扱場所へ発行価額の

総額を払込むものとします。

 

（３）【申込取扱場所】

店名 所在地

都築電気株式会社　本店 東京都港区新橋六丁目19番15号

 

（４）【払込取扱場所】

店名 所在地

株式会社三菱東京UFJ銀行　虎ノ門支店 東京都港区虎ノ門一丁目４番２号
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３【株式の引受け】

　該当事項はありません。

 

４【新規発行による手取金の使途】

（１）【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）

1,278,800,000 1,500,000 1,277,300,000

　（注）１　発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。

２　発行諸費用の概算額の内訳は、有価証券届出書作成費用、弁護士費用及び調査費用等であります。

 

（２）【手取金の使途】

　上記差引手取概算額1,277,300,000円につきましては、平成31年３月までにその全額を次の投資に充当する

予定でおります。

投資対象項目 予定金額（百万円） 支出予定時期

①　コアビジネスの収益性向上に対する投資 420 平成29年１月～平成31年３月

②　成長新分野・新領域に対する投資 310 平成29年１月～平成31年３月

③　生産性、創造性の発揮等、環境整備に対する投資 640 平成29年１月～平成31年３月

　（注）１　上記の予定金額合計1,370百万円について、具体的投資内容は以下のとおりです。

①　当社が営む情報ネットワークサービス事業のうち、コアビジネスであるシステムインテグレーションビ

ジネスのシステム開発におけるQCD（※１）向上を目的とし、上流工程の見える化や品質管理ツールの

購入並びに当社独自のJAVA開発フレームワークの刷新に投資します。また、当社オリジナルソフトウエ

ア製品、(ⅰ)「KitFit」（※２）シリーズの介護事業者向け「SilverLand」（※３）などへの機能強

化、(ⅱ)企業内ポータル「IntrameriT」（※４）の刷新などへの投資を予定しております。

②　情報ネットワークサービス産業においては、今後、第三のプラットフォームであるクラウドサービス、

モビリティ（※５）、ビッグデータ、ソーシャル等の技術が中心となっていくと予想され、特にクラウ

ドサービスが最も中心的な役割を担うものになるため、クラウドビジネス拡大を目的とし、マイクロソ

フトなどのクラウド基盤技術（※６）並びにアジャイルソフトウエア（※７）の開発手法やクラウドビ

ジネスの差別化サービスとして音声分析技術の習得への人材育成投資を予定しております。

③　業務効率化を図るため新基幹システムの再構築を行う他、働き方改善、生産性向上を目的にオフィスリ

ニューアルなどワークスタイルの変革への取組み並びに情報セキュリティ強化に向けたICT基盤（※

８）整備などへの投資を予定しております。

２　上記予定金額に対し調達資金の不足分については自己資金またはリースにて充当する予定であります。

３　具体的な支出実行時期が到来するまでは、当社銀行口座にて管理する予定です。

 

（※１）　QCD…Quality（品質）、Cost（費用）、Delivery（納期）の頭文字を繋いだもので、ビジネスで重視

すべき要素を挙げた用語

（※２）　KitFit…中規模のお客さま向け業務ソフトウエアをパターン化したテンプレート型製品

（※３）　SilverLand…介護事業者向けの業務効率化をサポートする管理システム

（※４）　IntrameriT…企業内コミュニケーションやオフィスワークの効率化をトータルサポートするグループ

ウエア

（※５）　モビリティ…移動中や外出先において、ノートPCやタブレット端末等を活用し、業務を行うこと

（※６）　マイクロソフトのクラウド基盤技術…「Microsoft Azure」というコンピューティング、データベー

ス、データ分析、ストレージなどを統合したクラウドサービス基盤のこと

（※７）　アジャイルソフトウエア…ソフトウエア開発手法の一つで、短い開発期間単位を繰り返し採用するこ

とで、リスクを最小化しようとする開発手法

（※８）　ICT基盤…入退館システムや、標的型攻撃対策等情報セキュリティ全般に対する事項

 

第２【売出要項】
　該当事項はありません。
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第３【第三者割当の場合の特記事項】

１【割当予定先の状況】

(1）割当予定先の概要

名称 株式会社麻生

本店の所在地 福岡県飯塚市芳雄町７番18号

直近の有価証券報告書等の提出日

有価証券報告書　事業年度　第55期

（自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日）

平成28年６月29日福岡財務支局長に提出

半期報告書　事業年度　第56期中

（自　平成28年４月１日　至　平成28年９月30日）

平成28年12月26日福岡財務支局長に提出

 

(2）提出者と割当予定先との間の関係

出資関係

当社が保有している割当予定先の株式の数

（平成28年９月30日現在）
該当事項はありません。

割当予定先が保有している当社の株式の数

（平成28年９月30日現在）
該当事項はありません。

人事関係 該当事項はありません。

資金関係 該当事項はありません。

技術関係 該当事項はありません。

取引等関係 該当事項はありません。

 

(3）割当予定先の選定理由

　当社の中長期的な事業方針として、ICT（※）技術を駆使して、少子高齢化・医療費増加・高齢者介護等の様々

な社会課題の解決に資する事業領域への取組みを掲げておりますが、この成長新分野で勝ち残っていくためには、

新しい製品、サービス、パートナーシップ、ビジネスモデルなどを創造し、新たな価値を創出していく必要があり

ます。こうした状況のなか、このたび、麻生グループと当社は、麻生グループが有する医療・介護関連等の事業ノ

ウハウ及び顧客基盤、並びに当社が有するICT技術、医療事業者向けの電子カルテシステムや医事会計システム等

の商品ラインナップ及び全国規模の営業拠点網を掛け合わせ、両社の企業価値の更なる向上を実現することを目的

とした業務提携に関わる協議を行ってまいりました。その過程で、業務提携の効果を最大にするためには、株式会

社麻生（以下、「麻生」といいます。）が当社の株式を保有することで将来にわたり確固たる関係を構築していく

ことが重要であると判断し、業務提携と合わせて、資本提携を実施することと致しました。その方法については、

この資本提携が業務提携と一体として実施されるものであり、迅速かつ確実に実施することが求められることか

ら、第三者割当による自己株式処分が最善の方法であると判断し、平成29年１月５日付で資本業務提携契約（以

下、「本資本業務提携契約」といいます。）を締結致します。

（※）　ICT…Information and Communication Technologyの略語で、情報処理や通信に関する技術のこと

 

(4）割り当てようとする株式の数

当社普通株式　2,300,000株

 

(5）株券等の保有方針

　割当予定先である麻生は、当社の戦略的パートナーとして当社の経営安定及び企業価値の向上を目指すことで合

意しております。また、当社は、本資本業務提携契約において、麻生は、安定株主として当社株式を長期的に保有

する方針であることを確認しております。

　なお、麻生から、割当を受ける日より２年以内に当該割当株式の全部又は一部を譲渡した場合には、譲渡を受け

た者の氏名及び住所、譲渡株式数、譲渡日、譲渡価格、譲渡の理由、譲渡の方法等を直ちに当社へ書面により報告

すること、当社が当該報告内容を株式会社東京証券取引所に報告すること、並びに当該報告内容が公衆閲覧に供さ

れることに同意することにつき、確約書を取得する予定であります。
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(6）払込みに要する資金等の状況

　割当予定先である麻生は、直近の有価証券報告書（平成28年３月期）に記載の売上高、総資産額、純資産額、現

預金等の状況を確認した結果、本自己株式処分の払込みについて特段問題ないものとしております。

 

(7）割当予定先の実態

　割当予定先、その役員及び主要株主が反社会的勢力である事実、反社会的勢力が割当予定先の経営に関与してい

る事実、割当予定先、その役員及び主要株主が資金提供その他の行為を行うことを通じて反社会勢力の維持、運営

に協力若しくは関与している事実及び割当予定先、その役員及び主要株主が意図して反社会勢力との交流を持って

いる事実の有無については、第三者調査機関であります株式会社企業情報センターへ調査を依頼し、反社会勢力と

の関係を有することを示唆する情報等は確認されなかった旨の調査結果を得ております。

　当社は、以上の方法により、割当予定先、その役員及び主要株主が反社会的勢力とは一切関係ないことを確認し

ており、その旨の確認書を東京証券取引所に提出しております。

 

２【株券等の譲渡制限】

　該当事項はありません。

 

３【発行条件に関する事項】

(1）処分価格の算定根拠と合理性に関する考え方

　本自己株式処分につきましては、当社の業績動向、今回処分される株式数、昨今の株式市場の動向等を踏まえつ

つ、一般株主の利益を最大限尊重するため、払込金額につきましては、当社の直近の株価動向を適切に反映してい

ると考えられる本自己株式処分に係る取締役会決議日（以下、「本取締役会決議日」といいます。）の直前営業日

からの１ヶ月間（平成28年12月５日から平成29年１月４日まで）の株式会社東京証券取引所における当社の普通株

式の終値の単純平均値（円未満切捨て。以下、終値の平均値の計算において同じとします。）である556円といた

しました。

　なお、当該払込金額は、本取締役会決議日の直前営業日（平成29年１月４日）の終値である575円に対しては、

3.30％のディスカウント（小数点第三位以下を四捨五入。以下、株価に対するプレミアムの計算において同じとし

ます。）、同直前３ヶ月間（平成28年10月５日から平成29年１月４日まで）の終値の平均値である544円に対して

は2.21％のプレミアム、同直前６ヶ月間（平成28年７月５日から平成29年１月４日まで）の終値の平均値である

533円に対しては、4.32％のプレミアムであります。

　当社は、直前１ヶ月間の平均値を基準とした理由は、特定の一時点を基準とするより、一定期間の平均株価とい

う平準化された値を採用する方が、個別銘柄に関わらない季節要因や経済事象の発生等の特殊要因による一時的な

株価変動の影響を排除でき、算定根拠として客観性が高く合理的であると判断したためです。また、算定期間を直

近１ヶ月としたのは、直近３ヶ月、直近６ヶ月と比較して、直近のマーケットプライスに最も近い一定期間を採用

することが合理的であると判断したためです。日本証券業協会の平成22年４月１日付の「第三者割当増資の取扱い

に関する指針」にも準拠しており、特に有利な金額に該当するものでもないと判断しております。

 

(2）処分数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠

　本自己株式処分に係る株式数は2,300,000株（議決権個数23,000個）であり、これは平成28年９月30日現在の当

社の発行済株式総数25,677,894株に対して8.96％（平成28年９月30日現在の総議決権個数128,706個に対して

17.87％）の割合に相当し、一定の希薄化をもたらすこととなります。

　しかしながら、本自己株式処分により、麻生との連携を更に強固なものとし、当社の事業展開における麻生グ

ループのネットワークや事業展開ノウハウの活用により多方面での協業を強化し、本自己株式処分により調達した

資金を使用し、企業の成長を加速させることが、中長期的な当社の企業価値の向上に資するものと判断しておりま

すので、本自己株式処分による希薄化の影響に対しては、既存株主の皆様には不利益に働くことはないと考えてお

ります。

 

４【大規模な第三者割当に関する事項】

　該当事項はありません。
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５【第三者割当後の大株主の状況】

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

総議決権数
に対する所
有議決権数
の割合
（％）

割当後の所
有株式数
（千株）

割当後の総
議決権数に
対する所有
議決権数の
割合（％）

富士通株式会社
神奈川県川崎市中原区上小田中

４丁目１番１号
2,402 18.67 2,402 15.84

株式会社麻生 福岡県飯塚市芳雄町７番18号 － － 2,300 15.16

都築電気従業員持株会
東京都港区新橋６丁目19番15

号　東京美術倶楽部ビル
1,313 10.20 1,313 8.66

扶桑電通株式会社
東京都中央区築地５丁目４番18

号
766 5.95 766 5.05

株式会社三菱東京UFJ銀行
東京都千代田区丸の内２丁目７

番１号
591 4.60 591 3.90

株式会社みずほ銀行

（常任代理人　資産管理サービ

ス信託銀行株式会社）

東京都千代田区大手町１丁目５

番５号

（東京都中央区晴海１丁目８番

12号　晴海アイランドトリトン

スクエアオフィスタワーＺ棟）

591 4.60 591 3.90

株式会社三井住友銀行
東京都千代田区丸の内１丁目１

番２号
591 4.59 591 3.90

平松　裕将 岡山県倉敷市 200 1.55 200 1.32

HTホールディングス株式会社 石川県金沢市小橋町３番47号 200 1.55 200 1.32

丸三証券株式会社
東京都千代田区麴町３丁目３番

６号
192 1.49 192 1.27

計 ― 6,848 53.21 9,148 60.31

　（注）１　平成28年９月30日現在の株主名簿を基準として記載しております。

２　上記のほか、自己株式が13,252千株（うちESOP信託所有自己株式481千株）あります。本自己株式処分によ

り、割当後は10,952千株となります。なお、このほかに株主名簿上は当社名義となっているが、実質的に所

有していない株式が１千株あります。

３　上記２の自己株式には、平成28年10月１日以降の単元未満株式の買取り分及び売渡し分は含まれておりませ

ん。また、ESOP信託から当社持株会への売却株式数を控除しておりません。

 

６【大規模な第三者割当の必要性】

　該当事項はありません。

 

７【株式併合等の予定の有無及び内容】

　該当事項はありません。

 

８【その他参考になる事項】

　該当事項はありません。

 

第４【その他の記載事項】
　該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

都築電気株式会社(E00157)

有価証券届出書（組込方式）

 6/13



第二部【公開買付けに関する情報】

第１【公開買付けの概要】
　該当事項はありません。

 

第２【統合財務情報】
　該当事項はありません。

 

第３【発行者（その関連者）と対象者との重要な契約】
　該当事項はありません。

 

第三部【追完情報】

１　事業等のリスクについて

　「第四部　組込情報」に掲げた第76期有価証券報告書及び第77期第２四半期報告書（以下「有価証券報告書等」と

いいます。）に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降、本有価証券届出書提

出日（平成29年１月５日）現在までの間において生じた変更、その他の事由はありません。

　また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日（平成29年１月５

日）現在においても変更の必要はないと判断しております。

 

２　臨時報告書の提出

　「第四部　組込情報」に掲げた第76期有価証券報告書の提出日（平成28年６月29日）以後、本有価証券届出書提出

日（平成29年１月５日）現在までに、以下の臨時報告書を平成28年６月30日に関東財務局長に提出しております。

（平成28年６月30日提出　臨時報告書）

１　提出理由

　平成28年６月29日開催の当社第76回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第

24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書

を提出するものであります。

 

２　報告内容

(1）当該株主総会が開催された年月日　　平成28年６月29日

 

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　取締役９名選任の件

取締役として、日浦秀樹、吉井一典、江森勲、戸澤正人、北岡俊治、安藤始、志村一弘、仲井

正人及び尾山和久を選任する。

 

第２号議案　監査役２名選任の件

監査役として、水島俊久及び小笠原直を選任する。
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(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるため

の要件並びに当該決議の結果

決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
決議の結果及び賛
成割合（％）

第１号議案    （注）  

日浦　秀樹 10,005 4 －  可決　99.96

吉井　一典 10,005 4 －  可決　99.96

江森　勲 10,005 4 －  可決　99.96

戸澤　正人 10,005 4 －  可決　99.96

北岡　俊治 9,920 89 －  可決　99.11

安藤　始 9,998 11 －  可決　99.89

志村　一弘 10,005 4 －  可決　99.96

仲井　正人 10,005 4 －  可決　99.96

尾山　和久 10,004 5 －  可決　99.95

第２号議案    （注）  

水島　俊久 10,005 4 －  可決　99.96

小笠原　直 10,005 4 －  可決　99.96

　（注）　議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決

権の過半数の賛成であります。

 

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

　本総会前日までの事前行使分により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本

総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

 

第四部【組込情報】
　次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。

有価証券報告書
事業年度
（第76期）

自　平成27年４月１日
至　平成28年３月31日

平成28年６月29日
関東財務局長に提出

四半期報告書
事業年度

（第77期第２四半期）
自　平成28年７月１日
至　平成28年９月30日

平成28年11月７日
関東財務局長に提出

　なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の２に規定する開示用電子情報処理組織（ＥＤＩＮＥＴ）を使用して

提出したデータを、開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について（電子開示手続等ガイドラ

イン）Ａ４－１に基づき本届出書の添付書類としております。
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第五部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。

 

第六部【特別情報】

第１【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】
　該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

   平成28年６月29日

都築電気株式会社    

取締役会　御中    

 

 太陽有限責任監査法人  

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 泉　淳一　　㊞

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 尾川　克明　㊞

 

 

＜財務諸表監査＞

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる都築電気株式会社の平成27年４月１日から平成28年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸

借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財

務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

 

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企業会計の基準に準拠して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監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明するこ

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監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定

し、これに基づき監査を実施することを求めている。

　監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当

監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され

る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価

の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制

を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価

も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、都築

電気株式会社及び連結子会社の平成28年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及

びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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＜内部統制監査＞

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、都築電気株式会社の平成28年

３月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

 

内部統制報告書に対する経営者の責任

　経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に

係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

　なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

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内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を

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財務報告に係る内部統制の監査の基準

に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽

表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施すること

を求めている。

　内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するた

めの手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性

に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果

について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

　当監査法人は、都築電気株式会社が平成28年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内

部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報

告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

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

 

※　１．上記は、監査報告書及び内部統制監査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、その原本は有価
証券報告書提出会社が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書

 

   平成28年６月29日

都築電気株式会社    

取締役会　御中    

 

 太陽有限責任監査法人  

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 泉　淳一　　㊞

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 尾川　克明　㊞

 

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる都築電気株式会社の平成27年４月１日から平成28年３月31日までの第76期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照

表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

 

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企業会計の基準に準拠して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監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに

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監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、

当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに

基づき監査を実施することを求めている。

　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査

法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務

諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に

際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。

また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、都築電気

株式会社の平成28年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において

適正に表示しているものと認める。

 

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

 

※　１．上記は、監査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、その原本は有価証券報告書提出会社が別

途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成28年11月４日

都築電気株式会社

取締役会　御中

 

太陽有限責任監査法人

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 柏木　忠　　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 尾川　克明　　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」に掲げられている都築電気株式会

社の平成28年４月１日から平成29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28年７月１日から平成

28年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成28年４月１日から平成28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、都築電気株式会社及び連結子会社の平成28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、その原本は四半期報告書提出会

社が別途保管しております。

　注２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれておりません。
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