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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58期

第３四半期連結
累計期間

第59期
第３四半期連結

累計期間
第58期

会計期間

自 平成27年
   ７月１日
至 平成28年
   ３月31日

自 平成28年
   ７月１日
至 平成29年
   ３月31日

自 平成27年
   ７月１日
至 平成28年
   ６月30日

売上高 (千円) 23,600,625 23,335,369 31,294,678

経常利益 (千円) 988,968 1,256,228 1,170,300

親会社株主に帰属する
四半期（当期）純利益

(千円) 758,353 1,032,410 758,448

四半期包括利益又は包
括利益

(千円) 588,398 1,319,414 566,550

純資産額 (千円) 9,044,791 10,190,791 9,032,119

総資産額 (千円) 22,354,959 23,729,106 21,735,782

１株当たり四半期（当
期）純利益金額

(円) 189.28 256.52 189.17

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 (％) 38.9 41.1 39.9
 

 

回次
第58期

第３四半期連結
会計期間

第59期
第３四半期連結

会計期間

会計期間

自 平成28年
   １月１日
至 平成28年
   ３月31日

自 平成29年
   １月１日
至 平成29年
   ３月31日

１株当たり四半期純利
益金額

(円) 103.93 149.27
 

(注）１ 売上高には、消費税等は含まれておりません。

２ 第58期第３四半期連結累計期間及び58期の１株当たり四半期（当期）純利益金額の算定上の基礎となる自己

株式数には、資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）が所有する当社株式を含めております。

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。

 

２ 【事業の内容】

当第３四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）において営まれている事業の内容

について、重要な変更はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第３四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３四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】

(1）業績の状況

当第３四半期連結累計期間における世界及び我が国の経済情勢は、米国経済が好調に推移していること等より、

国内及び海外経済のファンダメンタルズは順調に改善されているものの、欧州における政治リスク、中東・北朝鮮

等の地政学的リスク等も意識され、将来の不確実性に対する漠然とした不安が拡大する状況で推移しました。

当社グループとしましては、縮小する国内設備投資による取引停滞を直接的（輸出）、間接的（国内仕切）に海

外の新規需要を取り込むことで業績を拡大してまいりましたが、当四半期までの累計では、前年同四半期累計に太

陽光発電関連取引で利幅の薄い大型取引があったこと、グループ全社で売上総利益率の改善に取組んだ成果が現れ

たこと、前年同四半期累計にあった為替差損が為替差益に変化したこと、固定資産売却益が特別利益として計上さ

れたこと等から、若干の減収ではありましたが大幅な増益となりました。

これらの結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は233億35百万円（前年同四半期比1.1％の減）とな

り、損益面としましては、営業利益が11億67百万円（同16.8％の増）、経常利益が12億56百万円（同27.0％の

増）、親会社株主に帰属する四半期純利益が10億32百万円（同36.1％の増）となりました。尚、第３四半期の実績

としましては営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する四半期純利益の項目に関して、過去最高となりました。

　

なお、当社のセグメント別概況は次のとおりです。　

＜インテリジェントFAシステム事業＞　

インテリジェントFAシステム事業では、輸送機業界向や家電業界向等を中心とした試験装置取引等が好調で、斯

様なシステム取引に於いてはソフトウェア開発等を通じて付加価値を高めた結果利益率が大きく改善し、増収・大

幅増益となりました。

以上の結果、インテリジェントFAシステム事業の当第３四半期連結累計期間における売上高は82億58百万円（前

年同四半期比1.0％の増）、営業利益は５億35百万円（同53.6％の増）となりました。

　

＜IT制御・科学測定事業＞　

当事業のうちIT制御は主として製造業の合理化・研究開発の自動化等を目的とした設備投資の対象であるため、

比較的景況の影響を受け易い傾向にあります。一方、当事業でも科学測定事業は科学分析・計測機器等に代表され

る企業の新製品開発を目的とする部門や品質管理部門を対象とするため、景気動向に左右されにくく安定的な分野

であります。当第３四半期連結累計期間においては電気・計装関係の取引は底堅く推移しましたが、前年に比べ工

作機械に対する補助金が大幅に圧縮され、メカトロニクス関係の子会社が前年好調の反動を受けたことから、減

収・減益となりました。

以上の結果、IT制御・科学測定事業の当第３四半期連結累計期間における売上高は150億19百万円（前年同四半期

比2.3％の減）、営業利益は８億60百万円（前年同四半期比4.6％の減）となりました。
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(2）財政状態の分析

当第３四半期連結会計期間末における資産の合計額は237億29百万円で、前連結会計年度末に比べ19億93百万円の

増加となりました。これは主として有形固定資産が９億75百万円減少した一方、現金及び預金が15億50百万円、受

取手形及び売掛金と電子記録債権を合わせた売上債権が11億38百万円増加したこと等によるものであります。

負債につきましては、負債の合計額が135億38百万円で、前連結会計年度末に比べ８億34百万円の増加となりまし

た。これは主として支払手形及び買掛金と電子記録債務を合わせた仕入債務が６億１百万円増加したこと等による

ものであります。

純資産につきましては、純資産の合計額が101億90百万円で、前連結会計年度末に比べ11億58百万円の増加となり

ました。これは主として親会社株主に帰属する四半期純利益等により利益剰余金が８億71百万円増加したことと株

価上昇によりその他有価証券評価差額金が２億16百万円増加したこと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３四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。

 

(4）研究開発活動

当第３四半期連結累計期間における当社グループ全体の研究開発費の総額は、１億70百万円となりました。

なお、当第３四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 10,000,000

計 10,000,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成29年３月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成29年５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 4,369,200 4,369,200
東京証券取引所
ＪＡＳＤＡＱ
(スタンダード)

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
　単元株式数100株

計 4,369,200 4,369,200 ― ―
 

 

(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29年１月１日～
平成29年３月31日

― 4,369,200 ― 1,441,440 ― 1,830,491
 

 

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日（平成28年12月31日）に基づく株主名簿による記載をしております。

① 【発行済株式】

平成28年12月31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　 344,500 ―
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

完全議決権株式(その他) 普通株式 3,995,300 39,953 同上

単元未満株式 普通株式　　29,400 ― 同上

発行済株式総数 4,369,200 ― ―

総株主の議決権 ― 39,953 ―
 

(注) １　証券保管振替機構名義の株式300株は、「完全議決権株式(その他)」の欄に含めて記載しております。

２　当社所有の自己株式34株、証券保管振替機構名義の株式60株は、「単元未満株式」の欄に含めて記載してお

ります。

 

② 【自己株式等】

平成28年12月31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(％)

(自己保有株式)
　協立電機㈱

静岡県静岡市駿河区
中田本町61－１

344,500 ― 344,500 7.89

計 ― 344,500 ― 344,500 7.89
 

 

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

協立電機株式会社(E02039)

四半期報告書

 6/18



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３四半期連結会計期間 (平成29年１月１日から平成

29年３月31日まで) 及び第３四半期連結累計期間 (平成28年７月１日から平成29年３月31日まで) に係る四半期連結

財務諸表について、芙蓉監査法人により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28年６月30日)
当第３四半期連結会計期間

(平成29年３月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 1,656,773 3,207,102

  受取手形及び売掛金 9,391,603 10,192,853

  電子記録債権 1,115,406 1,453,041

  有価証券 103,495 113,826

  商品及び製品 498,298 448,718

  仕掛品 444,637 301,251

  原材料 470,893 537,532

  その他 392,918 722,374

  貸倒引当金 △74,295 △47,756

  流動資産合計 13,999,732 16,928,944

 固定資産   

  有形固定資産   

   土地 4,905,056 4,016,971

   その他（純額） 893,487 805,902

   有形固定資産合計 5,798,544 4,822,873

  無形固定資産 96,179 95,197

  投資その他の資産   

   投資有価証券 1,405,369 1,490,342

   その他 496,646 452,473

   貸倒引当金 △60,690 △60,724

   投資その他の資産合計 1,841,325 1,882,091

  固定資産合計 7,736,050 6,800,162

 資産合計 21,735,782 23,729,106

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 6,591,915 6,940,731

  電子記録債務 884,718 1,137,119

  短期借入金 1,800,000 1,706,500

  未払法人税等 341,117 241,173

  賞与引当金 139,849 281,182

  役員賞与引当金 39,945 -

  工事損失引当金 49,600 -

  その他 586,269 963,860

  流動負債合計 10,433,415 11,270,568

 固定負債   

  長期借入金 1,700,000 1,700,000

  退職給付に係る負債 204,507 208,746

  その他 365,740 359,000

  固定負債合計 2,270,247 2,267,747

 負債合計 12,703,663 13,538,315
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           (単位：千円)

          
前連結会計年度

(平成28年６月30日)
当第３四半期連結会計期間

(平成29年３月31日)

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 1,441,440 1,441,440

  資本剰余金 1,860,111 1,861,587

  利益剰余金 5,776,829 6,648,422

  自己株式 △429,003 △423,922

  株主資本合計 8,649,377 9,527,526

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 15,849 232,305

  その他の包括利益累計額合計 15,849 232,305

 非支配株主持分 366,891 430,958

 純資産合計 9,032,119 10,190,791

負債純資産合計 21,735,782 23,729,106
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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３四半期連結累計期間】

           (単位：千円)

          前第３四半期連結累計期間
(自 平成27年７月１日
　至 平成28年３月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年７月１日
　至 平成29年３月31日)

売上高 23,600,625 23,335,369

売上原価 19,904,869 19,403,120

売上総利益 3,695,755 3,932,249

販売費及び一般管理費 2,696,393 2,765,215

営業利益 999,362 1,167,033

営業外収益   

 受取利息 6,359 4,411

 受取配当金 12,406 12,142

 仕入割引 26,257 26,804

 為替差益 - 39,063

 雑収入 18,417 21,721

 営業外収益合計 63,440 104,143

営業外費用   

 支払利息 11,790 8,585

 手形売却損 454 534

 売上割引 2,319 2,699

 為替差損 56,265 -

 雑損失 3,004 3,128

 営業外費用合計 73,834 14,948

経常利益 988,968 1,256,228

特別利益   

 固定資産売却益 2,032 261,014

 投資有価証券売却益 52,967 82,575

 受取保険金 242,336 -

 特別利益合計 297,336 343,589

特別損失   

 固定資産除却損 406 20,852

 固定資産売却損 6 77

 投資有価証券売却損 - 4,170

 投資有価証券評価損 36,475 -

 お別れの会関連費用 10,605 -

 その他 - 627

 特別損失合計 47,494 25,727

税金等調整前四半期純利益 1,238,810 1,574,090

法人税等 441,191 486,741

四半期純利益 797,619 1,087,348

非支配株主に帰属する四半期純利益 39,265 54,938

親会社株主に帰属する四半期純利益 758,353 1,032,410
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 【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

           (単位：千円)

          前第３四半期連結累計期間
(自 平成27年７月１日
　至 平成28年３月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年７月１日
　至 平成29年３月31日)

四半期純利益 797,619 1,087,348

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 △209,221 232,066

 その他の包括利益合計 △209,221 232,066

四半期包括利益 588,398 1,319,414

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 572,373 1,248,866

 非支配株主に係る四半期包括利益 16,024 70,547
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【注記事項】

(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

項目
当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年７月１日
　至 平成29年３月31日)

税金費用の計算  当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税

率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計

算する方法を採用しております。
 

 

(追加情報)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年７月１日 至 平成29年３月31日)

（従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引）

当社は、平成24年２月15日開催の取締役会において、当社の社員持株会である協立電機社員持株会（以下、

「本持株会」といいます。）に対して当社株式を安定的に供給すること及び信託財産の管理により得た収益を

社員へ分配することを通じて、社員の福利厚生を図り、社員の株価への意識や労働意欲を向上させるなど、当

社の企業価値の向上を図ることを目的として、ESOP「株式給付信託（社員持株会処分型）」の導入を決議いた

しました。

（１）取引の概要

　本制度は、本持株会に加入する全ての社員を対象に、当社株式の株価上昇メリットを還元するインセ

ンティブ・プランです。

　本プランでは約５年間にわたり本持株会が取得すると合理的に見込まれる数の当社株式を、借入金を

原資として資産管理サービス信託銀行㈱（信託Ｅ口）（以下、「信託Ｅ口」）が予め一括して取得し、

本持株会の株式取得に際して当社株式を売却していきます。信託終了時までに、信託Ｅ口の本持株会へ

の売却を通じて本信託の信託財産内に株式売却益相当額が累積した場合には、当該金銭を残余財産とし

て受益者適格要件を充足する本持株会会員に分配します。また当社は、信託銀行が当社株式を取得する

ための借入に対し保証を行っているため、本信託終了時において、当社株式の株価下落により当該株式

売却損相当の借入残債がある場合には、保証契約に基づき当社が当該残債を弁済することとなります。

　なお、平成28年７月をもって当該信託は終了しております。

（２）「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第30

号　平成27年３月26日）を適用しておりますが、従来採用していた方法により会計処理を行っておりま

す。

（３）信託Ｅ口が保有する自社の株式に関する事項

①第１四半期連結会計期間において、信託Ｅ口が保有する自社の株式を全て売却しているため、信託にお

ける期末株式はありません（前連結会計年度末の信託Ｅ口における帳簿価額は4,883千円、期末株式数

は4,240株）。

②信託Ｅ口が保有する自社の株式は、株主資本において自己株式として計上しております。

③期中平均株式数は、前第３四半期連結累計期間18,151株、当第３四半期連結累計期間0株であります。

④上記期末株式数及び期中平均株式数は、１株当たり情報の算出上、控除する自己株式に含めておりま

す。

（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日）を第１

四半期連結会計期間から適用しております。
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(四半期連結貸借対照表関係)

１ 受取手形割引高

前連結会計年度
(平成28年６月30日)

 
当第３四半期連結会計期間

(平成29年３月31日)

 185,351千円   ―千円
 

 

２ 偶発債務

子会社の金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。

 
前連結会計年度

(平成28年６月30日)
 

当第３四半期連結会計期間
(平成29年３月31日)

協立電機(上海)有限公司 10,822千円  協立電機(上海)有限公司 11,403千円

Kyoritsu　Electric
11,720千円

 Kyoritsu　Electric
6,520千円

(Thailand) Co.,Ltd.  (Thailand) Co.,Ltd.

Kyoritsu Engineering
58,600千円

 Kyoritsu Engineering
81,500千円

(Thailand) Co.,Ltd.  (Thailand) Co.,Ltd.
 

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期連

結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

 

前第３四半期連結累計期間
(自 平成27年７月１日
至 平成28年３月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年７月１日
至 平成29年３月31日)

減価償却費 139,432千円
 

 

 130,673千円
 

 

 

 

(株主資本等関係)

前第３四半期連結累計期間（自 平成27年７月１日 至 平成28年３月31日）

１ 配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資
配当金総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成27年９月25日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 140,868 35.00 平成27年６月30日 平成27年９月28日
 

（注）本決議による「配当金総額」には、この配当の基準日である平成27年６月30日現在で「資産管理サービス信託

銀行株式会社（信託Ｅ口）」が所有する当社株式（自己株式）28,140株に対する配当金を含んでおります。

 

２ 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発生日が当

四半期連結会計期間の末日後となるもの

　該当事項はありません。

 

当第３四半期連結累計期間（自 平成28年７月１日 至 平成29年３月31日）

１ 配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資
配当金総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成28年９月28日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 160,987 40.00 平成28年６月30日 平成28年９月29日
 

（注）本決議による「配当金総額」には、この配当の基準日である平成28年６月30日現在で「資産管理サービス信託

銀行株式会社（信託Ｅ口）」が所有する当社株式（自己株式）4,240株に対する配当金を含んでおります。

 

２ 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発生日が当

四半期連結会計期間の末日後となるもの

　該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第３四半期連結累計期間(自 平成27年７月１日 至 平成28年３月31日)

１ 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

その他 合計インテリジェ
ントFAシステ

ム事業

IT制御・科学
測定事業

計

売上高      

  外部顧客への売上高 8,173,072 15,367,039 23,540,112 60,512 23,600,625

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

152,961 68,066 221,028 52,299 273,327

計 8,326,034 15,435,106 23,761,140 112,812 23,873,952

セグメント利益 348,776 901,965 1,250,742 88,448 1,339,190
 

（注）「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸等を含んでおります。

 

２ 報告セグメントの利益又は損失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：千円)

利益 金額

報告セグメント計 1,250,742

「その他」の区分の利益 88,448

全社費用(注) △339,828

四半期連結損益計算書の営業利益 999,362
 

（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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当第３四半期連結累計期間(自 平成28年７月１日 至 平成29年３月31日)

１ 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

その他 合計インテリジェ
ントFAシステ

ム事業

IT制御・科学
測定事業

計

売上高      

  外部顧客への売上高 8,258,570 15,019,862 23,278,433 56,936 23,335,369

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

370,301 261,333 631,635 52,895 684,531

計 8,628,872 15,281,196 23,910,069 109,832 24,019,901

セグメント利益 535,611 860,369 1,395,981 87,006 1,482,988
 

（注）「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸等を含んでおります。

 

２ 報告セグメントの利益又は損失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：千円)

利益 金額

報告セグメント計 1,395,981

「その他」の区分の利益 87,006

全社費用(注) △315,955

四半期連結損益計算書の営業利益 1,167,033
 

（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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(企業結合等関係)

　該当事項はありません。

 

(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。

項目
前第３四半期連結累計期間
(自 平成27年７月１日
至 平成28年３月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年７月１日
至 平成29年３月31日)

１株当たり四半期純利益金額 189.28円 256.52円

（算定上の基礎）   

　親会社株主に帰属する四半期純利益金額（千円） 758,353 1,032,410

　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利益金
額（千円）

758,353 1,032,410

　普通株式の期中平均株式数（千株） 4,006 4,024
 

(注）１　前第３四半期連結累計期間の１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎となる自己株式数には、資産管理

サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）（以下、「信託Ｅ口」）が所有する当社株式を含めております。こ

れは当社と信託Ｅ口が一体であるとする会計処理に基づき、信託Ｅ口が所有する当社株式を含めて自己株式

として処理しているためです。

２　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29年５月11日

協立電機株式会社

取締役会　御中

 

芙蓉監査法人
 

 

指定社員

業務執行社員
 公認会計士 鈴木  岳 　印

 

 

指定社員

業務執行社員
 公認会計士 村松 淳旨 　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」に掲げられている協立電機株式会

社の平成28年７月１日から平成29年６月30日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間(平成29年１月１日から平成

29年３月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成28年７月１日から平成29年３月31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、協立電機株式会社及び連結子会社の平成29年３月31日現在の財政

状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績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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