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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37期

第２四半期連結
累計期間

第38期
第２四半期連結

累計期間
第37期

会計期間
自平成27年４月１日
至平成27年９月30日

自平成28年４月１日
至平成28年９月30日

自平成27年４月１日
至平成28年３月31日

売上高 （千円） 1,637,002 2,014,122 3,841,947

経常利益 （千円） 115,469 122,725 296,311

親会社株主に帰属する四半期（当

期）純利益又は親会社株主に帰属

する四半期純損失（△）

（千円） 416,910 △39,003 525,890

四半期包括利益又は包括利益 （千円） △14,339 △176,886 216

純資産額 （千円） 7,837,959 7,413,902 7,755,440

総資産額 （千円） 8,990,802 8,462,297 8,881,490

１株当たり四半期（当期）純利益

金額又は１株当たり四半期純損失

金額（△）

（円） 34.86 △3.32 44.20

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 （％） 87.2 87.6 87.3

営業活動によるキャッシュ・フ

ロー
（千円） 308,602 265,410 441,347

投資活動によるキャッシュ・フ

ロー
（千円） △93,779 △57,235 △165,110

財務活動によるキャッシュ・フ

ロー
（千円） △119,481 △164,408 △216,990

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高
（千円） 2,086,598 1,800,031 1,948,490

 

回次
第37期

第２四半期連結
会計期間

第38期
第２四半期連結

会計期間

会計期間
自平成27年７月１日
至平成27年９月30日

自平成28年７月１日
至平成28年９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） 33.29 △1.47

 

　（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。

３．第37期及び第37期第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後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。

４．第38期第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半

期純損失金額であり、また、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】

　文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出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（自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日。以下、「当第２四半期」）において

は、日本国内の経済環境は、雇用・所得環境の改善に伴い個人消費は緩やかな改善基調にありましたが、海外経済

の減速や、英国のEU離脱の決定以降、為替・金利等の金融市場に変動がみられ、依然として先行きは不透明な状況

となっております。

　このような中、当社グループは、平成29年３月期の基本方針として「新分野成長基盤確立とグローバル営業強

化」を掲げ、新分野におけるマーケットニーズを的確に捉えた製品の積極的市場投入を行い、確固な基盤を築くこ

とを目指すとともに、長期成長を見据えた社員教育に重点をおき、一層の業務効率化と生産性向上を図りながら、

事業活動を展開してまいりました。

　当第２四半期における売上高は、前第２四半期連結累計期間（平成27年４月１日から平成27年９月30日まで。以

下「前第２四半期」）と比較して、光部品関連事業製品、光測定器関連事業の主力製品である波長可変光源製品、

及びOCT製品が堅調に推移したため、2,014百万円（前第２四半期比23.0％増）となりました。営業利益は、利益率

の高い光測定器関連事業製品の売上高割合が当初の予想以上に大きくなったこと、べトナム生産の安定化により光

部品関連事業製品の採算性が向上したことにより、197百万円（前第２四半期比418.1％増）と前年同期比で増加し

た一方で、為替相場の変動により、保有する外貨建資産の期末換算に伴う為替差損73百万円等を計上し、経常利益

は、122百万円（前第２四半期比6.3％増）となりました。

　また、減損処理による投資有価証券評価損157百万円を計上したことにより、親会社株主に帰属する四半期純損

失は、39百万円（前第２四半期親会社株主に帰属する四半期純利益416百万円）となっております。

　セグメントの業績は次のとおりであります。

①  光部品関連事業

　同事業における当第２四半期の売上高は832百万円と、前第２四半期の706百万円に比して17.9％増加いたしま

した。北米通信キャリア向けが引き続き好調に推移したためであります。セグメント利益は128百万円と、前第

２四半期のセグメント利益51百万円に比して改善しております。

②  光測定器関連事業

　同事業におきましては、米国のOCT製品の売上が、前第２四半期と比較して好調であったこと、光測定器の主

力製品である波長可変光源製品の売上が、中国を含めたアジア地域の製造現場向けに堅調に推移したことから、

当第２四半期の売上高は926百万円と、前第２四半期の700百万円に比して32.3％増加いたしました。セグメント

利益は38百万円となり、前第２四半期のセグメント損失35百万円から黒字化しております。

③  システム・ソリューション事業

　同事業における当第２四半期の売上高は254百万円と前第２四半期の230百万円と比して10.6％増加いたしまし

た。モバイルデバイスなどからPCを操作するPC遠隔操作ソリューションが、新規、更新案件ともに安定的に伸び

たことが主な要因であります。セグメント利益は30百万円と前第２四半期のセグメント利益22百万円に比して増

加しております。

 

(2）キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失を計上したものの、減価償却

費及び投資有価証券評価損等の非資金性費用の影響を排除すると、合計で265百万円の収入（前第２四半期は308百

万円の収入）となりました。

　投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資と投資有価証券の取得により、57百万円の支出（前第２四半期

は93百万円の支出）、財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払等により164百万円の支出（前第２四

半期は119百万円の支出）となりました。
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　円高による影響等で現金及び現金同等物に係る換算差額が192百万円の支出（前第２四半期は1百万円の収入）と

なったことを加え、当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物残高は1,800百万円となり、前連結会計年

度末1,948百万円に比して148百万円の減少となりました。

(3）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第２四半期において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

(4）研究開発活動

　当第２四半期における当社グループ全体の研究開発活動の金額は、252百万円であります。当第２四半期におい

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。

(5）経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し

　当第２四半期連結累計期間において、当社の経営成績に重要な影響を与える要因に重要な変化はありません。
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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 37,755,200

計 37,755,200

 

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９月30日）

提出日現在発行数（株）
(平成28年11月２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 11,961,100 11,961,100

東京証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）

単元株式数

100株

計 11,961,100 11,961,100 － －

 

（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７月１日～

平成28年９月30日
－ 11,961,100 － 4,978,566 － 1,209,465
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（６）【大株主の状況】

  平成28年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

　有限会社光和 　愛知県春日井市中央台７丁目１－２ 3,794,000 31.72

　鄭　元鎬 　愛知県春日井市 804,000 6.72

　定村　幸恵 　愛知県春日井市 554,000 4.63

　鄭　台鎬 　愛知県瀬戸市 504,000 4.21

　鄭　昌鎬 　愛知県春日井市 504,000 4.21

　定村　政雄 　愛知県春日井市 406,000 3.39

　山根　昭男 　京都府京都市伏見区 400,500 3.35

　サンテック社員持株会
　愛知県小牧市大草年上坂５８２３

　サンテック株式会社内
272,400 2.28

　野村　光子 　愛知県春日井市 252,000 2.11

　カブドットコム証券株式会社
　東京都千代田区大手町１丁目３番２号

　経団連会館６階
170,900 1.43

計 － 7,661,800 64.06

　（注）当社は自己株式を200,314株（発行済株式総数に対する所有株式数の割合1.67％）保有しておりますが、上記の

　　　　表には含めておりません。
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成28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　　 200,300 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式　11,759,700 117,597 －

単元未満株式 普通株式　　　 1,100 － －

発行済株式総数 　　　　　11,961,100 － －

総株主の議決権 － 117,597 －

　(注）　上記「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式100株（議決権1個）が含まれてお

ります。

 

②【自己株式等】

平成28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

（％）

santec株式会社
愛知県小牧市大字大

草字年上坂5823番地
200,300 － 200,300 1.67

計 － 200,300 － 200,300 1.67

 

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

結財務諸表について、有限責任 あずさ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28年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成28年９月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,948,490 1,800,031

受取手形及び売掛金 877,408 820,503

電子記録債権 3,328 3,471

有価証券 338,175 －

商品及び製品 274,918 286,008

仕掛品 72,732 154,572

原材料 242,303 224,341

その他 129,185 94,932

貸倒引当金 △240 △249

流動資産合計 3,886,301 3,383,612

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） ※１ 1,512,877 ※１ 1,480,171

機械装置及び運搬具（純額） 29,222 25,558

土地 ※１ 1,592,577 ※１ 1,592,577

リース資産（純額） 1,603 1,356

建設仮勘定 610 2,926

その他（純額） 139,180 116,634

有形固定資産合計 3,276,073 3,219,224

無形固定資産 28,550 33,454

投資その他の資産   

投資有価証券 1,655,575 1,791,523

その他 34,989 34,481

投資その他の資産合計 1,690,564 1,826,005

固定資産合計 4,995,188 5,078,685

資産合計 8,881,490 8,462,297
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(平成28年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成28年９月30日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 331,253 308,974

未払法人税等 108,823 28,456

賞与引当金 19,925 62,992

役員賞与引当金 15,843 －

その他 213,652 195,168

流動負債合計 689,497 595,591

固定負債   

退職給付に係る負債 381,948 400,068

資産除去債務 11,891 12,027

その他 42,712 40,707

固定負債合計 436,552 452,803

負債合計 1,126,050 1,048,395

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,978,566 4,978,566

資本剰余金 1,209,465 1,209,465

利益剰余金 1,735,728 1,532,074

自己株式 △97,194 △97,194

株主資本合計 7,826,565 7,622,911

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △44,858 △128,852

為替換算調整勘定 △26,266 △80,156

その他の包括利益累計額合計 △71,125 △209,008

純資産合計 7,755,440 7,413,902

負債純資産合計 8,881,490 8,462,297
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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４月１日
　至　平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成28年４月１日
　至　平成28年９月30日)

売上高 1,637,002 2,014,122

売上原価 889,971 1,031,431

売上総利益 747,031 982,691

販売費及び一般管理費 ※１ 708,981 ※１ 785,554

営業利益 38,049 197,136

営業外収益   

受取利息 34,949 36,781

受取配当金 8,354 1,028

為替差益 35,303 －

受取賃貸料 13,446 12,710

その他 3,984 2,460

営業外収益合計 96,038 52,981

営業外費用   

支払利息 20 20

為替差損 － 73,489

複合金融商品評価損 － 35,436

賃貸不動産関係費用 6,868 6,458

休止固定資産関係費用 10,514 10,376

その他 1,215 1,611

営業外費用合計 18,618 127,392

経常利益 115,469 122,725

特別利益   

投資有価証券売却益 ※２ 430,377 3,530

その他 3,469 －

特別利益合計 433,846 3,530

特別損失   

投資有価証券評価損 － 157,712

その他 114 309

特別損失合計 114 158,022

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期

純損失（△）
549,202 △31,765

法人税等 132,291 7,237

四半期純利益又は四半期純損失（△） 416,910 △39,003

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主

に帰属する四半期純損失（△）
416,910 △39,003
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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４月１日
　至　平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成28年４月１日
　至　平成28年９月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 416,910 △39,003

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △429,616 △83,993

為替換算調整勘定 △1,634 △53,889

その他の包括利益合計 △431,250 △137,883

四半期包括利益 △14,339 △176,886

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △14,339 △176,886

非支配株主に係る四半期包括利益 － －
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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４月１日
　至　平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成28年４月１日
　至　平成28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又は税金等調整前四半

期純損失（△）
549,202 △31,765

減価償却費 63,508 78,012

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 13,932 18,119

賞与引当金の増減額（△は減少） 44,015 43,556

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △15,449 △15,843

貸倒引当金の増減額（△は減少） △342 44

受取利息及び受取配当金 △43,303 △37,810

支払利息 20 20

為替差損益（△は益） △35,452 57,661

複合金融商品評価損益（△は益） － 35,436

投資有価証券売却損益（△は益） △430,377 △3,530

投資有価証券評価損益（△は益） － 157,712

固定資産除却損 114 309

売上債権の増減額（△は増加） 380,718 921

たな卸資産の増減額（△は増加） △101,614 △75,948

仕入債務の増減額（△は減少） 52,483 27,632

未払消費税等の増減額（△は減少） △25,317 42,854

その他 △82,143 27,767

小計 369,993 325,150

利息及び配当金の受取額 41,379 42,152

利息の支払額 △20 △20

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △102,749 △101,872

営業活動によるキャッシュ・フロー 308,602 265,410

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 △46,767 △37,989

無形固定資産の取得による支出 △9,122 △5,952

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △668,855 －

投資有価証券の取得による支出 － △593,088

投資有価証券の売却及び償還による収入 630,966 579,793

投資活動によるキャッシュ・フロー △93,779 △57,235

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △119,221 △164,148

リース債務の返済による支出 △260 △260

財務活動によるキャッシュ・フロー △119,481 △164,408

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,841 △192,224

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 97,183 △148,458

現金及び現金同等物の期首残高 1,989,414 1,948,490

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１ 2,086,598 ※１ 1,800,031
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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）

　該当事項はありません。

 

（会計方針の変更）

（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。

　これによる損益に与える影響はありません。

 

（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）

（税金費用の計算）

　税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む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しております。ただし、これ

によると著しく合理性を欠く結果となる場合には「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」第19項の規定によ

り、「中間財務諸表等における税効果会計に関する実務指針」第12項（法定実効税率を使用する方法）に準じて計算

しております。

 

（追加情報）

　「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。

 

（四半期連結貸借対照表関係）

※１　有形固定資産に含まれる重要な休止固定資産は次のとおりであります。なお、当該有形固定資産の減価償却費は

営業外費用として計上しております。

 
前連結会計年度

（平成28年３月31日）
当第２四半期連結会計期間
（平成28年９月30日）

建物及び構築物 151,051千円 146,215千円

土地 53,033 53,033

 

（四半期連結損益計算書関係）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次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４月１日

　　至　平成27年９月30日）

　当第２四半期連結累計期間
（自　平成28年４月１日

　　至　平成28年９月30日）

給与等 212,457千円 221,003千円

賞与引当金繰入額 23,541 23,920

退職給付費用 4,385 6,622

減価償却費 16,441 20,141

研究開発費 239,830 252,374

 

※２　投資有価証券売却益

　投資有価証券売却益のうち、409,554千円は当社が保有するTransmode社の株式を売却したことによるものであ

ります。

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※１　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は下記のとお

りであります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自　平成27年４月１日
至　平成27年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成28年４月１日
至　平成28年９月30日）

現金及び預金勘定 2,086,598千円 1,800,031千円

現金及び現金同等物 2,086,598 1,800,031
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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４月１日　至　平成27年９月30日）

　　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６月17日

定時株主総会
普通株式 119,607 10.0 平成27年３月31日平成27年６月18日 利益剰余金

　（注）１株当たり配当額10.0円には記念配当4.0円が含まれております。

 

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　平成28年４月１日　至　平成28年９月30日）

　　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６月22日

定時株主総会
普通株式 164,651 14.0 平成28年３月31日平成28年６月23日 利益剰余金

　（注）１株当たり配当額14.0円には特別配当4.0円が含まれております。

 

（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27年４月１日　至　平成27年９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：千円）

 
光部品
関連事業

光測定器
関連事業

システム・
ソリューション

事業

合計
（注）

売上高     

外部顧客への売上高 706,000 700,768 230,233 1,637,002

セグメント間の内部売上高又は振替高 － － － －

計 706,000 700,768 230,233 1,637,002

セグメント利益又は損失（△） 51,572 △35,926 22,403 38,049

（注）セグメント利益又は損失の合計は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

 

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

　（固定資産に係る重要な減損損失）

　　該当事項はありません。

　（のれんの金額の重要な変動）

　　該当事項はありません。

　（重要な負ののれん発生益）

　　該当事項はありません。
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Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　平成28年４月１日　至　平成28年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報

    （単位：千円）

 
光部品
関連事業

光測定器
関連事業

システム・
ソリューション

事業

合計
（注）

売上高     

外部顧客への売上高 832,539 926,968 254,614 2,014,122

セグメント間の内部売上高又は振替高 － － － －

計 832,539 926,968 254,614 2,014,122

セグメント利益 128,850 38,251 30,034 197,136

（注）セグメント利益の合計は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

 

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

　（固定資産に係る重要な減損損失）

　　該当事項はありません。

　（のれんの金額の重要な変動）

　　該当事項はありません。

　（重要な負ののれん発生益）

　　該当事項はありません。

 

（金融商品関係）

　金融商品の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額に前連結会計年度末と比較して著しい変動が認められないた

め記載しておりません。

 

（有価証券関係）

　有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額に前連結会計年度末と比較して著しい変動が認められないた

め記載しておりません。

 

（デリバティブ取引関係）

　デリバティブ取引の四半期連結会計期間末の契約額等は、前連結会計年度末と比較して著しい変動が認められない

ため記載しておりません。

 

（企業結合等関係）

　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

　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４月１日
至　平成27年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成28年４月１日
至　平成28年９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（△）
34円86銭 △3円32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又は親会

社株主に帰属する四半期純損失金額（△）（千

円）

416,910 △39,003

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

益金額又は親会社株主に帰属する四半期純損失金

額（△）（千円）

416,910 △39,003

普通株式の期中平均株式数（株） 11,960,786 11,760,786

（注）　１．前第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後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。

　　　　２．当第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半

期純損失金額であり、また、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11月２日

ｓａｎｔｅｃ株式会社

取締役会　御中

 

有限責任 あずさ監査法人

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 柏木　勝広　　印

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 久野　誠一　　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ｓａｎｔｅｃ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、ｓａｎｔｅｃ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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