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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102期

第１四半期
連結累計期間

第103期
第１四半期
連結累計期間

第102期

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

自　平成27年４月１日
至　平成28年３月31日

売上高 (百万円) 15,173 18,353 75,596

経常利益 (百万円) 359 1,397 4,003

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(百万円) 8 541 1,493

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 54 287 1,157

純資産額 (百万円) 50,021 48,950 51,028

総資産額 (百万円) 83,395 84,310 87,428

１株当たり四半期(当期)純利益金額 (円) 0.19 11.90 33.46

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) 0.17 10.96 30.28

自己資本比率 (％) 46.1 46.4 43.9
 

(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。

 
２ 【事業の内容】

当第１四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１四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、

投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又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。

　なお、重要事象等は存在しておりません。

 

２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四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又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) 経営成績の分析

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善が続くなかで、各種政策の効果もあ

り、緩やかに回復しております。中国を始めとするアジア新興国や資源国等の景気の下振れや英国のＥＵ離脱問題

等、海外経済の不確実性により我が国の景気が下押しされるリスクはありますが、景気の回復基調は継続すること

が期待されております。

　当社グループの経営環境は、計測制御機器事業では、国内の小売り電力の全面自由化等、電力改革の動きは進展

しておりますが、原子力発電所の再稼働問題は未だ混沌とした状況にある等、不透明感が払拭されたわけではあり

ません。一方、スマートメーターは本格的な普及期に突入し、需要は大きく増加しております。海外向けの電力量

計市場は、一部にスマートメーター導入計画の遅れが見られる他、政治・経済情勢の変化も合わせて予断を許さな

い状況になっております。また、ＦＰＤ（フラットパネルディスプレイ）関連装置事業におきましては、主要顧客

が属するデジタル家電業界などにおいて依然として設備の過剰感が残り、新規の設備投資が引き続き抑制される状

況で推移いたしました。なお、ＦＰＤ関連装置事業を営んでおります連結子会社の大崎エンジニアリング株式会社

（平成28年8月1日付ＪＡＳＤＡＱスタンダード市場上場廃止）株式を公開買付けにより追加取得しました。これに

より平成28年8月4日付で完全子会社となっております。

　この様な経営環境のもと、当社グループは販売促進活動ならびに原価低減活動を推進するなど売上の拡大と経営

効率化に取り組み、全社をあげて業績の向上に努めてまいりました。

　連結売上高につきましては、国内外の電力量計ビジネスが好調だったこと等により前年同四半期比２１．０％増

の１８３億５千３百万円となりました。

　利益面につきましては、売上高が増加したこと等により営業利益は前年同四半期比１４億９千４百万円増加し１

５億４千３百万円となりました。経常利益は、前年同四半期比１０億３千７百万円増の１３億９千７百万円、親会

社株主に帰属する四半期純利益は、前年同四半期比５億３千２百万円増加し５億４千１百万円となりました。
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セグメントの業績は次のとおりであります。

① 計測制御機器事業

当事業は、国内の電力会社向けに販売しているスマートメーターの売上高が順調に増加している他、海外

の電力量計事業でも欧州、オセアニア地区等で売上高が増加しており、国内外共に増収増益基調となってお

ります。この結果、売上高は前年同四半期比２２．５％増の１８１億１千６百万円、営業利益は前年同四半

期比１４億８千９百万円増加し１５億８千７百万円となりました。

 

② ＦＰＤ関連装置事業

当事業は、センサーデバイス・高機能デバイス関連装置、エネルギー・照明関連装置他、ＦＰＤ関連装置

の売上高が共に減少しました。この結果、売上高は前年同四半期比２２．０％減の２億４千万円、営業損失

は前年同四半期比３千７百万円減少し５千４百万円となりました。

 

③ 不動産事業

当事業の売上高は前年同四半期比５．７％減の１億６百万円、営業利益は前年同四半期比９．５％減の３

千８百万円となりました。

 

なお、セグメント別売上高は、セグメント間の内部売上高又は振替高１億１千万円を含めて表示しておりま

す。また、上記金額には消費税等は含まれておりません。

 

(2) 財政状態の分析

当第１四半期連結会計期間の総資産は、たな卸資産が１４億５千３百万円増加しましたが、現金及び預金が１６

億２千万円、受取手形及び売掛金が２５億２千１百万円それぞれ減少したこと等により、前連結会計年度と比較し

て３１億１千７百万円減少し、８４３億１千万円となりました。

　負債は、支払手形及び買掛金が５億７千６百万円、流動負債の「その他」が８億３千９百万円それぞれ増加しま

したが、長・短借入金が１０億７千３百万円、未払法人税等が８億４千１百万円、社債が４億１千５百万円それぞ

れ減少したこと等により、前連結会計年度と比較して１０億３千８百万円減少し、３５３億６千万円となりまし

た。

　純資産は、資本金の増加２億７百万円、資本剰余金の増加８億５千６百万円、利益剰余金の増加２億７千１百万

円、その他有価証券評価差額金の減少２億８千７百万円、為替換算調整勘定の減少２億８千２百万円、非支配株主

持分の減少２８億３千９百万円等により、前連結会計年度と比較して２０億７千８百万円減少し、４８９億５千万

円となりました。

　なお自己資本比率は、前連結会計年度と比較して２．５ポイント増加し、４６．４％となりました。

 

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更、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１四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発費の総額は９億１千６百万円であります。

　なお、当第１四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。

 

EDINET提出書類

大崎電気工業株式会社(E01752)

四半期報告書

 4/19



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 100,000,000

計 100,000,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第１四半期会計期間
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 46,120,789 46,267,512
東京証券取引所
市場第一部

単元株式数は1,000株であり
ます。

計 46,120,789 46,267,512 ― ―
 

(注)　提出日現在発行数には、平成28年８月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行さ

れた株式数は、含まれておりません。

 

(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】

当第１四半期会計期間において、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る新株予約権が以下のとおり、

行使されました。

 
第１四半期会計期間

（平成28年４月１日から平成28年６月30日まで）

当該四半期会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項

付新株予約権付社債券等の数（個）
83

当該四半期会計期間の権利行使に係る交付株式数（株） 676,555

当該四半期会計期間の権利行使に係る平均行使価額等（円） 613.4

当該四半期会計期間の権利行使に係る資金調達額（百万円） ―

当該四半期会計期間の末日における権利行使された当該行使

価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計（個）
1,214

当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付
新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数（株）

9,859,060

当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付
新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等（円）

615.7

当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付

新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額（百万円）
―
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(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28年４月１日～
平成28年６月30日

（注）１
676,555 46,120,789 207 7,000 207 7,082

 

(注) １．新株予約権の行使による増加であります。

     ２．平成28年７月１日から平成28年７月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が146,723

株、資本金及び資本準備金がそれぞれ45百万円増加しております。

 
(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 

(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 561,000

 

― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

44,580,000
44,580 ―

単元未満株式 普通株式 303,234
 

― １単元（1,000株）未満の株式

発行済株式総数 45,444,234 ― ―

総株主の議決権 ― 44,580 ―
 

(注)　当第１四半期会計期間末日現在の「発行済株式」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３月31日)に基づく株主名簿による記載をしておりま

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(％)

(自己保有株式）
大崎電気工業株式会社

東京都品川区東五反田
２丁目10番２号

561,000 ─ 561,000 1.23

計 ― 561,000 ─ 561,000 1.23
 

 

 

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１四半期連結会計期間(平成28年４月１日から平成

28年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成28年４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、監査法人原会計事務所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：百万円)

          
前連結会計年度

(平成28年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成28年６月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 13,188 11,567

  預け金 3,228 3,418

  受取手形及び売掛金 17,864 15,342

  商品及び製品 5,000 5,635

  仕掛品 2,294 2,730

  原材料及び貯蔵品 5,184 5,566

  その他 3,405 3,092

  貸倒引当金 △227 △218

  流動資産合計 49,939 47,134

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 8,534 8,481

   土地 12,776 12,706

   その他（純額） 5,590 5,739

   有形固定資産合計 26,901 26,926

  無形固定資産   

   のれん 1,267 1,184

   その他 804 758

   無形固定資産合計 2,071 1,942

  投資その他の資産   

   投資有価証券 5,185 4,813

   退職給付に係る資産 803 785

   その他 2,534 2,713

   貸倒引当金 △6 △6

   投資その他の資産合計 8,516 8,306

  固定資産合計 37,489 37,176

 資産合計 87,428 84,310
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           (単位：百万円)

          
前連結会計年度

(平成28年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(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 10,393 10,970

  短期借入金 6,708 6,252

  未払法人税等 1,395 554

  賞与引当金 1,529 1,468

  役員賞与引当金 11 10

  製品保証引当金 50 49

  その他 6,376 7,215

  流動負債合計 26,465 26,520

 固定負債   

  社債 2,345 1,930

  長期借入金 1,233 616

  役員退職慰労引当金 226 172

  退職給付に係る負債 1,925 1,948

  負ののれん 156 117

  繰延税金負債 2,531 2,472

  その他 1,516 1,582

  固定負債合計 9,933 8,839

 負債合計 36,399 35,360

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 6,793 7,000

  資本剰余金 6,890 7,747

  利益剰余金 22,007 22,279

  自己株式 △358 △359

  株主資本合計 35,333 36,667

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 1,170 883

  為替換算調整勘定 1,700 1,417

  退職給付に係る調整累計額 140 136

  その他の包括利益累計額合計 3,010 2,437

 新株予約権 391 391

 非支配株主持分 12,292 9,453

 純資産合計 51,028 48,950

負債純資産合計 87,428 84,310
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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１四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

売上高 15,173 18,353

売上原価 11,224 12,809

売上総利益 3,948 5,544

販売費及び一般管理費 3,899 4,000

営業利益 49 1,543

営業外収益   

 受取利息 14 6

 受取配当金 62 62

 負ののれん償却額 39 39

 為替差益 189 -

 その他 61 60

 営業外収益合計 366 168

営業外費用   

 支払利息 37 37

 為替差損 - 76

 子会社株式取得関連費用 - 159

 その他 18 41

 営業外費用合計 55 314

経常利益 359 1,397

税金等調整前四半期純利益 359 1,397

法人税、住民税及び事業税 193 419

法人税等調整額 △19 117

法人税等合計 174 536

四半期純利益 185 860

非支配株主に帰属する四半期純利益 177 319

親会社株主に帰属する四半期純利益 8 541
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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

四半期純利益 185 860

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 616 △287

 為替換算調整勘定 △741 △282

 退職給付に係る調整額 △6 △3

 持分法適用会社に対する持分相当額 0 △0

 その他の包括利益合計 △130 △573

四半期包括利益 54 287

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 △228 △31

 非支配株主に係る四半期包括利益 282 319
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【注記事項】

(会計方針の変更等)

 
当第１四半期連結累計期間

(自 平成28年４月１日 至 平成28年６月30日)

(会計方針の変更)

　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１四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。

　この変更による当第１四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。
 

　

 
(追加情報)

 

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日 至 平成28年６月30日)

　「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）を当第

１四半期連結会計期間から適用しております。
 

　

 
(四半期連結貸借対照表関係)

　　 該当事項はありません。

　

(四半期連結損益計算書関係)

　　 該当事項はありません。

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四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１四半

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。)、のれんの償却額及び負のの

れんの償却額は、次のとおりであります。

 

 
前第１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
至 平成27年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
至 平成28年６月30日)

減価償却費 557百万円 604百万円

のれんの償却額 54 50

負ののれんの償却額 △39 △39
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(株主資本等関係)

前第１四半期連結累計期間(自　平成27年４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
(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27年６月26日
定時株主総会

普通株式 399 9.00 平成27年３月31日 平成27年６月29日 利益剰余金
 

 

２　基準日が当第１四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１四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。

 

３　株主資本の著しい変動に関する事項

該当事項はありません。

 

当第１四半期連結累計期間(自　平成28年４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
(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28年６月29日
定時株主総会

普通株式 269 6.00 平成28年３月31日 平成28年６月30日 利益剰余金
 

 

２　基準日が当第１四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１四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。

 

３　株主資本の著しい変動に関する事項

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】

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27年６月30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：百万円)

 
報告セグメント

調整額
(注)

四半期連結
損益計算書
計上額

計測制御
機器事業

FPD関連
装置事業

不動産
事業

計

売上高       

  外部顧客への売上高 14,779 308 84 15,173 ― 15,173

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

10 ― 28 38 △38 ―

計 14,790 308 112 15,211 △38 15,173

セグメント利益又は損失（△）
(営業利益又は営業損失(△))

98 △92 42 48 0 49
 

(注)　セグメント利益又は損失(△)の調整額は、固定資産の調整額であります。

 

２　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１四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年６月30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：百万円)

 
報告セグメント

調整額
(注)

四半期連結
損益計算書
計上額

計測制御
機器事業

FPD関連
装置事業

不動産
事業

計

売上高       

  外部顧客への売上高 18,110 164 78 18,353 ― 18,353

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

6 76 28 110 △110 ―

計 18,116 240 106 18,463 △110 18,353

セグメント利益又は損失（△）
(営業利益又は営業損失(△))

1,587 △54 38 1,571 △27 1,543
 

(注)　セグメント利益又は損失(△)の調整額は、固定資産の調整額であります。 

 

２　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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(金融商品関係)

該当事項はありません。

 

(有価証券関係)

該当事項はありません。

 

(デリバティブ取引関係)

該当事項はありません。

 

(企業結合等関係)

共通支配下の取引等

子会社株式の追加取得

（１）取引の概要

　①　結合当事企業の名称及びその事業の内容

　　　 　企業の名称　大崎エンジニアリング株式会社

事業の内容　センサーデバイス・高機能デバイス関連装置、エネルギー・照明関連装置、FPD関連装置の

設計・製造・販売

　②　企業結合日

　　　　　平成28年４月１日（みなし取得日）

　　③　企業結合の法的形式

　　　　　非支配株主からの株式取得

　　④　結合後企業の名称

　　　　　変更ありません。

　　⑤　その他取引の概要に関する事項

　　　　追加取得した株式の議決権比率は45.93%であり、当該取引により大崎エンジニアリング株式会社を当社の

完全子会社といたしました。当該追加取得は、当社グループ全体の企業価値の向上を図るために行ったも

のであります。

 
（２）実施した会計処理の概要

　　　　「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に基

づき、共通支配下の取引等のうち、非支配株主との取引として処理しております。

 
（３）子会社株式の追加取得に関する事項

 取得原価及び対価の種類ごとの内訳

　　取得の対価　　　現金　　1,898百万円

　　取得原価　　　　　　　　1,898百万円

 

（４）非支配株主との取引に係る当社の持分変動に関する事項

　①　資本剰余金の主な変動要因

　　　　子会社株式の追加取得

　②　非支配株主との取引によって増加した資本剰余金の金額

       649百万円
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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並びに潜在株式調整後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１四半期連結累計期間
(自　平成27年４月１日
 至　平成27年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成28年４月１日
 至　平成28年６月30日)

(1)１株当たり四半期純利益金額 0円19銭 11円90銭

　（算定上の基礎）   

　　親会社株主に帰属する四半期純利益金額(百万円) 8 541

　　普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

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(百万円)
8 541

　　普通株式の期中平均株式数(千株) 44,561 45,465

(2)潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 0円17銭 10円96銭

　（算定上の基礎）   

　　親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(百万円) ― ―

　　普通株式増加数(千株) 4,700 3,893
 

 

(重要な後発事象)

 該当事項はありません。
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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

大崎電気工業株式会社

取締役会  御中

 

監査法人　原　会計事務所
 

 

代表社員

業務執行社員
 公認会計士　　松　　木　　良　　幸　　印

 

 

代表社員

業務執行社員
 公認会計士　　六　本　木　　浩　嗣　　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」に掲げられている大崎電気工業株

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１四半期連結会計期間(平成28年４月１日から

平成28年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成28年４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、大崎電気工業株式会社及び連結子会社の平成28年６月30日現在の

財政状態及び同日をもって終了する第１四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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