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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72期

第２四半期
連結累計期間

第73期
第２四半期
連結累計期間

第72期

会計期間
自 平成28年４月１日
至 平成28年９月30日

自 平成29年４月１日
至 平成29年９月30日

自 平成28年４月１日
至 平成29年３月31日

売上高 (千円) 5,560,025 4,836,658 10,694,073

経常損失(△) (千円) △667,257 △49,705 △1,182,671

親会社株主に帰属する四半期(当
期)純損失(△)

(千円) △674,557 △47,962 △1,056,441

四半期包括利益又は包括利益 (千円) △1,264,615 △137,964 △1,225,802

純資産額 (千円) 8,171,349 8,072,197 8,210,162

総資産額 (千円) 11,429,977 11,332,749 12,390,364

１株当たり四半期(当期)純損失
金額(△)

(円) △44.02 △3.13 △68.95

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 (％) 71.49 71.23 66.26

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 436,085 △531,344 231,924

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 370,509 △47,331 295,005

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △51,005 △207,686 257,551

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 3,262,232 2,867,555 3,695,879
 

　

回次
第72期

第２四半期
連結会計期間

第73期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成28年７月１日
至 平成28年９月30日

自 平成29年７月１日
至 平成29年９月30日

１株当たり四半期純損失金額
(△)

(円) △8.90 △4.26
 

　
(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73期第２四半期連結累計期間及び第72期第２四半期連結累計期間、第72期の潜在株式調整後１株当たり四

半期(当期)純利益金額については、１株当たり四半期(当期)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、当社及び当社の関係会社(以下、「当社グループ」)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。

　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】

(1) 事業等のリスク

当第２四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、投資者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。
　
(2) 継続企業の前提に関する重要事象等

当社グループは、前連結会計年度に営業損失９億93百万円及び親会社株主に帰属する当期純損失10億56百万円を

計上しておりました。

当第２四半期連結累計期間においても、依然として営業損失２億12百万円及び親会社株主に帰属する四半期純損

失47百万円を計上している状況であること等から、前連結会計年度に引き続き継続企業の前提に重要な疑義を生じ

させるような事象又は状況が存在しているものと認識しております。

当社グループでは、当該事象又は状況を早期に改善、解消すべく対応策に取り組んでおりますが、現時点では継

続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。なお、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事

象又は状況及びその対応策に関しましては、「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　

（6）継続企業の前提に関する重要事象等についての分析、検討内容及び改善、解消するための対応策」に記載し

ております。
　

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、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ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（平成29年４月～平成29年９月）におけるわが国経済は、政府による経済政策や金

融政策を背景に企業収益や雇用情勢が改善するなど緩やかな回復基調で推移しましたが、個人消費は節約志向が

強く、力強さに欠ける状況が続いてまいりました。また、海外経済の不確実性や欧州のテロ、北朝鮮の核開発を

巡る緊迫した地政学リスクが高まる不安定な国際情勢などから、国内景気は依然として先行き不透明な状況で推

移いたしました。

一方、世界経済は、緩やかな景気回復が見られるものの、米国のトランプ政権の政策動向やその影響、欧州の

政治・経済情勢、アジア地域における地政学リスクの高まりなどから、海外経済の不確実性は高まっており、先

行きの不透明感が払拭されない状況で推移いたしました。

このような環境の下、当社グループにおきましては、販売面においては北米市場を中心に注力し、欧州市場の

事業収益の改善に向けて販売体制を整備する等の活動を展開、開発及び生産面においては付加価値の高い新製品

の開発と経費削減を進めてまいりました。

当社グループの当第２四半期連結累計期間の連結売上高は、モノクロ機の販売は回復基調で推移いたしました

が、平成27年10月より発売し好評を得たカラー機の販売は落ち着き、また、価格競争の激化や後継機の開発の遅

れも重なったことなどから、48億36百万円と前年同四半期の55億60百万円に比べて７億23百万円の大きな減収と

なりました。

営業利益は売上げの減収が影響し、売上原価率が悪化したことにより２億12百万円の営業損失（前年同四半期

は１億84百万円の営業損失）、経常利益は為替相場の変動による為替差益を計上したことにより損失は圧縮さ

れ、49百万円の経常損失（前年同四半期は６億67百万円の経常損失）、親会社株主に帰属する四半期純利益は47

百万円の親会社株主に帰属する四半期純損失（前年同四半期は６億74百万円の親会社株主に帰属する四半期純損

失）となりました。

なお、当社グループの事業は、画像情報機器事業の単一セグメントであるため、セグメントごとの記載を省略

しております。
　

EDINET提出書類

桂川電機株式会社(E02000)

四半期報告書

 3/19



 

　
 (2) 財政状態の分析

①　資産の部

当第２四半期連結会計期間末の資産合計は、113億32百万円となり前連結会計年度末の123億90百万円に比し

て10億57百万円減少いたしました。

流動資産は、75億25百万円となり前連結会計年度末の84億90百万円に比して９億64百万円減少いたしまし

た。

有形固定資産は、16億60百万円となり前連結会計年度末の17億35百万円に比して74百万円減少いたしまし

た。

無形固定資産は、３億５百万円となり前連結会計年度末の３億31百万円に比して25百万円減少いたしまし

た。

投資その他の資産は、18億40百万円となり前連結会計年度末の18億33百万円に比して７百万円増加いたしま

した。
　

②　負債の部

当第２四半期連結会計期間末の負債合計は、32億60百万円となり前連結会計年度末の41億80百万円に比して

９億19百万円減少いたしました。

流動負債は、23億78百万円となり前連結会計年度末の34億56百万円に比して10億78百万円減少いたしまし

た。

固定負債は、８億82百万円となり前連結会計年度末の７億23百万円に比して１億58百万円増加いたしまし

た。
　

③　純資産の部

当第２四半期連結会計期間末の純資産合計は、80億72百万円となり前連結会計年度末の82億10百万円に比し

て１億37百万円減少いたしました。
　
 (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現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前年同四半期連結累計

期間に対して３億94百万円減少の28億67百万円となりました。

各キャッシュ・フローの状況と要因は次のとおりであります。
　

(営業活動によるキャッシュ・フロー)　

当第２四半期連結累計期間における営業活動の結果、資金は５億31百万円の減少（前年同四半期連結累計期

間は４億36百万円の増加）となりました。この主な要因は、減価償却費１億38百万円の資金の増加はありまし

たが、税金等調整四半期純損失54百万円、たな卸資産１億85百万円の増加、仕入債務４億71百万円の減少等、

資金の減少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)　　

当第２四半期連結累計期間における投資活動の結果、資金は47百万円の減少（前年同四半期連結累計期間は

３億70百万円の増加）となりました。この主な要因は、有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出50百

万円等によるものであります。
　

(財務活動によるキャッシュ・フロー)　

当第２四半期連結会計期間における財務活動の結果、資金は２億７百万円の減少（前年同四半期連結累計期

間は51百万円の減少）となりました。この主な要因は、長期借入れによる収入１億91百万円はありましたが、

長期借入金の返済による支出３億95百万円等によるものであります。
　
 (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、１億85百万円であります。

当第２四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。
　
 (6) 継続企業の前提に関する重要事象等についての分析、検討内容及び改善、解消するための対応策

当社グループは、「第２ 事業の状況　１ 事業等のリスク　(2) 継続企業の前提に関する重要事象等」に記載の

とおり、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。　

当該事象又は状況を改善、解消するための対応策として下記項目について取り組んでおります。

① 収益構造の改善、 ② 生産構造改革、 ③ 技術開発の情報の共有化、 ④ 組織体制の見直し及び人員削減等

の合理化、 ⑤ 新規事業の開拓、 ⑥ 固定資産の有効活用、 ⑦ 資金繰りについて。
　

当社グループの対応策の詳細は、「第４ 経理の状況　継続企業の前提に関する事項」に記載しております。
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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 48,275,000

計 48,275,000
 

　

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29年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成29年11月14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 15,525,000 15,525,000
東京証券取引所
ＪＡＳＤＡＱ
(スタンダード)

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 1,000株

計 15,525,000 15,525,000 ― ―
 

　

(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
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

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７月１日～
平成29年９月30日

 

― 15,525 ― 4,651,750 ― 697,329
 

　

(6) 【大株主の状況】

平成29年９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(％)

株式会社三桂製作所 東京都大田区下丸子４丁目21-１ 5,170 33.30

渡邉正禮 東京都大田区 1,496 9.64

三桂興産株式会社 東京都大田区下丸子４丁目21-１ 671 4.32

池田公子 神奈川県横浜市港北区 602 3.88

湯藤大恵子 東京都中央区 602 3.88

篠原美枝子 東京都港区 584 3.76

柳澤二郎 神奈川県逗子市 560 3.60

秋元利規 東京都小平市 500 3.22

渡邉恒子 東京都港区 439 2.82

INTERACTIVE BROKERS LLC
ONE PICKWICK PLAZA GREENWICH.
CONNECTICUT 06830 USA

258 1.66

計 ― 10,885 70.08
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

   平成29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)
(自己保有株式)

普通株式 203,000
 

― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

15,312,000
15,312 ―

単元未満株式
普通株式

10,000
― 一単元(1,000株)未満の株式

発行済株式総数 15,525,000 ― ―

総株主の議決権 ― 15,312 ―
 

（注）「単元未満株式」欄には、当社所有の自己株式739株が含まれております。
 

 

② 【自己株式等】

　 　 　 　平成29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(％)

（自己保有株式） 東京都大田区矢口一丁目
５番１号

203,000 ― 203,000 1.31
桂川電機株式会社

計 ― 203,000 ― 203,000 1.31
 

 

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29年７月１日から平成

29年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成29年４月１日から平成29年９月30日まで)に係る四半期連結財務

諸表について、有限責任監査法人トーマツ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29年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成29年９月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 3,695,879 2,867,555

  受取手形及び売掛金 ※1、※2  1,559,509 ※1、※2  1,365,477

  商品及び製品 1,273,269 1,391,510

  仕掛品 54,873 89,900

  原材料及び貯蔵品 1,599,284 1,479,815

  その他 362,407 377,430

  貸倒引当金 △54,933 △45,938

  流動資産合計 8,490,290 7,525,750

 固定資産   

  有形固定資産 1,735,331 1,660,703

  無形固定資産 331,430 305,655

  投資その他の資産   

   投資有価証券 964,563 975,718

   その他 953,183 955,065

   投資損失引当金 △24,899 △24,899

   貸倒引当金 △59,535 △65,244

   投資その他の資産合計 1,833,312 1,840,640

  固定資産合計 3,900,073 3,806,999

 資産合計 12,390,364 11,332,749
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           (単位：千円)

          
前連結会計年度

(平成29年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成29年９月30日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 ※2  2,134,940 ※2  1,589,056

  1年内返済予定の長期借入金 371,273 12,693

  1年内返済予定の関係会社長期借入金 72,000 72,000

  未払法人税等 26,668 23,911

  賞与引当金 58,963 54,730

  その他 793,062 625,871

  流動負債合計 3,456,908 2,378,263

 固定負債   

  関係会社長期借入金 288,000 252,000

  長期借入金 - 176,648

  退職給付に係る負債 59,847 55,729

  役員退職慰労引当金 128,914 128,914

  その他 246,532 268,996

  固定負債合計 723,294 882,289

 負債合計 4,180,202 3,260,552

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 4,651,750 4,651,750

  資本剰余金 1,662,683 697,329

  利益剰余金 2,810,430 3,727,822

  自己株式 △113,706 △113,706

  株主資本合計 9,011,158 8,963,195

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 55,002 62,185

  為替換算調整勘定 △985,354 △1,085,352

  退職給付に係る調整累計額 129,356 132,169

  その他の包括利益累計額合計 △800,995 △890,997

 純資産合計 8,210,162 8,072,197

負債純資産合計 12,390,364 11,332,749
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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28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

売上高 5,560,025 4,836,658

売上原価 4,207,412 3,548,856

売上総利益 1,352,612 1,287,802

販売費及び一般管理費 ※1  1,537,224 ※1  1,499,990

営業損失（△） △184,611 △212,188

営業外収益   

 受取利息 6,162 7,388

 受取配当金 1,802 1,793

 持分法による投資利益 8,404 -

 不動産賃貸収入 20,830 13,903

 為替差益 - 165,804

 雑収入 3,662 2,001

 営業外収益合計 40,862 190,892

営業外費用   

 支払利息 13,198 12,493

 持分法による投資損失 - 5,671

 不動産賃貸費用 9,785 8,987

 為替差損 500,046 -

 雑損失 476 1,256

 営業外費用合計 523,507 28,409

経常損失（△） △667,257 △49,705

特別損失   

 特別退職金 22,933 4,663

 特別損失合計 22,933 4,663

税金等調整前四半期純損失（△） △690,190 △54,368

法人税、住民税及び事業税 18,206 974

法人税等調整額 △33,839 △7,379

法人税等合計 △15,632 △6,405

四半期純損失（△） △674,557 △47,962

非支配株主に帰属する四半期純利益 - -

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △674,557 △47,962
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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28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

四半期純損失（△） △674,557 △47,962

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 7,484 7,183

 為替換算調整勘定 △612,302 △99,997

 退職給付に係る調整額 14,759 2,812

 その他の包括利益合計 △590,058 △90,002

四半期包括利益 △1,264,615 △137,964

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 △1,264,615 △137,964

 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28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29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損失（△） △690,190 △54,368

 減価償却費 146,023 138,380

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △40,213 △5,673

 賞与引当金の増減額（△は減少） △6,734 △4,233

 特別退職金 22,933 4,663

 受取利息及び受取配当金 △7,964 △9,182

 支払利息 13,198 12,493

 持分法による投資損益（△は益） △8,404 5,671

 為替差損益（△は益） 130,129 △35,753

 売上債権の増減額（△は増加） 301,052 119,923

 たな卸資産の増減額（△は増加） 670,310 △185,494

 仕入債務の増減額（△は減少） △157,474 △471,607

 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △8,133 △23,354

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 4,774 △5,522

 その他 41,957 307

 小計 411,263 △513,749

 利息及び配当金の受取額 17,081 9,182

 利息の支払額 △13,102 △13,666

 法人税等の還付額 55,318 -

 法人税等の支払額 △30,727 △8,447

 特別退職金の支払額 △3,748 △4,663

 営業活動によるキャッシュ・フロー 436,085 △531,344

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 有価証券の償還による収入 501,736 -

 有形固定資産の取得による支出 △58,093 △46,529

 有形固定資産の売却による収入 301 92

 無形固定資産の取得による支出 △711 △3,675

 投資有価証券の取得による支出 △68,731 -

 短期貸付けによる支出 △680 -

 貸付金の回収による収入 3,000 2,780

 その他 △6,312 -

 投資活動によるキャッシュ・フロー 370,509 △47,331

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 長期借入れによる収入 - 191,012

 長期借入金の返済による支出 △41,942 △395,171

 リース債務の返済による支出 △9,038 △3,403

 その他 △24 △123

 財務活動によるキャッシュ・フロー △51,005 △207,686

現金及び現金同等物に係る換算差額 △474,912 △41,961

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 280,677 △828,324

現金及び現金同等物の期首残高 2,981,555 3,695,879

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1  3,262,232 ※1  2,867,555
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【注記事項】

(継続企業の前提に関する事項)

　当社グループは、前連結会計年度に営業損失９億93百万円及び親会社株主に帰属する当期純損失10億56百万円を計上

しておりました。

　当第２四半期連結累計期間においても、依然として営業損失２億12百万円及び親会社株主に帰属する四半期純損失47

百万円を計上している状況であること等から、前連結会計年度に引き続き継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるよ

うな事象又は状況が存在しているものと認識しております。

　当社グループは、当該事象又は状況を早期に改善、解消すべくグループの収益力向上及び財務体質強化を図り、安定

した経営基盤を築くために、以下の対応策に取り組んでまいります。

（1）収益構造の改善

　① 国内外の販売会社を含めた営業体制及び営業活動の強化を図り、グローバル市場での売上規模の拡大及び新興国へ

　　 の拡販強化を実施してまいります。

　② 管理業務の効率化を図り、固定費削減を含むコスト管理を更に強化してまいります。

　③ 徹底した在庫管理を目指し、在庫の削減を含めた管理及び購入調整を強化してまいります。

 (2）生産構造改革

　① 製品等の部材調達につきましては、国内及び海外での部材調達の最適化を目指しコスト削減を図ってまいります。

　② 製品の生産工程等につきましても、国内及び海外での合理化を図り、コスト削減を実施してまいります。

（3）技術開発の情報の共有化

　当社の開発部門においては、機械系、光学系、電気系、ソフトウェア系など専門設計者との多様な設計情報を共有化

し、厳しい競争において、いかに早く、品質の良い売れ筋の製品を出すかという課題の中、新製品の開発力の向上とタ

イムリーな市場投入をさらに強化するとともに、開発計画の厳守及び技術開発コスト削減の徹底を実施してまいりま

す。また、モノ作りに関する人材・技術双方の育成と創造にも努めてまいります。

　個々の製品に関する研究開発投資につきましては、メーカーの生命線であるとの認識のもと、その投資内容をより一

層厳選し、重点的な投資を実行してまいります。

（4）組織体制の見直し及び人員削減等の合理化

　① 事業規模に応じた経営の効率化を図るうえで、人員体制の機動的な対応に向け、必要に応じて組織体制及び人員配

　  置のさらなる見直しを実施してまいります。

② 役員報酬及び管理職の賞与について、減額を引き続き実施してまいります。

（5）新規事業の開拓

 当社は、新たな収益源の確保を目的に、本業の拡大を図りながら多岐に渡り新規アイテムを模索し、幾つかのアイテ

ムにおきましては、具体的な検討も行ってまいります。更に中期的には当社保有技術を応用拡張し、その有効利用に資

源を集中させ、新たなビジネスアプリケーションに挑む方向で具体的な組織づくりを行ってまいります。また長期的に

は他分野での事業展開を行なう上で、技術パートナーとの協調も視野に入れる等、より広い分野での更なる検討を進め

てまいります。

（6） 固定資産の有効活用

 生産拠点での生産効率の向上やコスト削減を図るため、固定資産の有効活用に注力してまいります。設備投資につき

ましては、投資後も減価償却、保全、改良などが必要となり、初期投資だけでない維持・運用のための財務的な負担も

考慮し、自社の設備保全に要するコストを削減し、かつ設備の余寿命を延ばし、結果として設備の稼動を向上させる方

法を検討してまいります。

（7） 資金繰りについて

 当社グループは、事業目標に応じた効率的なコスト削減に取り組み、事業及び運転資金の安定的な確保と維持に向

け、グループ内の資金を最大限に有効活用してまいります。現状におきましては、厳しい事業環境を乗り越えるための

資金繰りに支障はないと判断しております。なお、取引金融機関に対しましては、引き続きご協力を賜りますよう協議

を進めてまいります。

 以上の施策を実施するとともに、今後も引き続き有効と考えられる施策については、積極的に実施してまいります。

 現在、これらの対応策を進めておりますが、これらの改善策を実施してもなお、当社グループにおける今後の売上高

及び利益の回復は、受注動向や為替の影響等、経済環境に左右され確信できるものではなく、また、売上高の回復が資

金計画にも重要な影響を与える等から、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。

 なお、当社グループの四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不

確実性の影響を四半期連結財務諸表に反映しておりません。
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(四半期連結貸借対照表関係)

※1  輸出手形割引高は、次のとおりであります。
 

 
前連結会計年度

(平成29年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成29年９月30日)

 22,000千円 19,677千円
 

 
※2  四半期連結会計期間末日満期手形

  当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、手形交換日をもって決済処理しております。な

お、当四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形が、四半

期連結会計期間残高に含まれております。
 

 
前連結会計年度

(平成29年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成29年９月30日)

受取手形 ― 千円 778千円
支払手形 ― 千円 96,909千円

 

 

(四半期連結損益計算書関係)

※1  販売費及び一般管理費の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28年４月１日
至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
至 平成29年９月30日)

荷造運搬費 49,678千円 38,544千円

役員報酬 31,180千円 30,562千円

給料及び賞与 564,832千円 570,090千円

賞与引当金繰入額 21,261千円 18,855千円

退職給付費用 11,925千円 15,262千円

役員退職慰労引当金繰入額 360千円 -千円

法定福利費 140,670千円 121,024千円

交通費 111,287千円 100,409千円

減価償却費 65,571千円 85,114千円

支払手数料 98,554千円 94,074千円

貸倒引当金繰入額 △2,772千円 6,315千円
 

 

(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28年４月１日
至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
至 平成29年９月30日)

現金及び預金 3,262,232千円 2,867,555千円

現金及び現金同等物 3,262,232千円 2,867,555千円
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(株主資本等関係)

前第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 . 配当金支払額
 

該当事項はありません。
　

2 . 基準日が当第２四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２四半期連結会

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

資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の内容

(1) 会社法第448条第１項の規定に基づき、資本準備金の一部を減少させ、その他資本剰余金に振り替えまし

た。

　① 減少した準備金の額 　

　資本準備金 　　　153,620千円

　② 増加した剰余金の額

　その他資本剰余金 153,620千円 　

(2) 会社法第452条の規定に基づき、上記資本準備金振替後のその他資本剰余金の全額を減少させ、繰越利益

剰余金に振り替えることにより、繰越利益剰余金の欠損を填補致しました。

　① 減少した剰余金の額

　その他資本剰余金 153,620千円

　② 増加した剰余金の額

　繰越利益剰余金 　153,620千円

 
当第２四半期連結累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日)

1 . 配当金支払額
 

該当事項はありません。
　

2 . 基準日が当第２四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２四半期連結会

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

資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の内容

(1) 会社法第448条第１項の規定に基づき、資本準備金の一部を減少させ、その他資本剰余金に振り替えまし

た。

　① 減少した準備金の額 　

　資本準備金 　　　965,354千円

　② 増加した剰余金の額

　その他資本剰余金 965,354千円 　

(2) 会社法第452条の規定に基づき、上記資本準備金振替後のその他資本剰余金の全額を減少させ、繰越利益

剰余金に振り替えることにより、繰越利益剰余金の欠損を填補致しました。

　① 減少した剰余金の額

　その他資本剰余金 965,354千円

　② 増加した剰余金の額

　繰越利益剰余金 　965,354千円
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第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）

　当該グループの事業セグメントにつきましては、「画像情報機器」の単一セグメントであり重要性が乏しいた

め、セグメント情報の記載を省略しております。

　

当第２四半期連結累計期間（自 平成29年４月１日　至 平成29年９月30日）

　当該グループの事業セグメントにつきましては、「画像情報機器」の単一セグメントであり重要性が乏しいた

め、セグメント情報の記載を省略しております。

　

(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。

項目
前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成29年４月１日
至　平成29年９月30日)

１株当たり四半期純損失金額(△) △44円02銭 △３円13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)

△674,557 △47,962

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)

△674,557 △47,962

普通株式の期中平均株式数　(千株) 15,321 15,321
 

(注) 当第２四半期連結累計期間及び前第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、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。
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２ 【その他】

 　該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

桂川電機株式会社(E02000)

四半期報告書

17/19



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１１月９日
 

 桂 川 電 機 株 式 会 社

    取 締 役 会 御 中
 

 

有限責任監査法人　トーマツ  
 

 

指定有限責任社員
 

業 務 執 行 社 員
 

 公認会計士 飯　　野　　健　　一 ㊞

 

 

指定有限責任社員
 

業 務 執 行 社 員
 

 公認会計士 五 十 嵐　 勝  彦 ㊞

 

 

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」に掲げられている桂川電機株

式会社の平成２９年４月１日から平成３０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２９年７

月１日から平成２９年９月３０日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成２９年４月１日から平成２９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、桂川電機株式会社及び連結子会社の平成２９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。
　

強調事項

 継続企業の前提に関する事項に記載されているとおり、会社は前連結会計年度において営業損失及び親会社株主に帰

属する当期純損失を計上している。当第２四半期連結累計期間においても、依然として営業損失２億12百万円及び親会

社株主に帰属する四半期純損失47百万円を計上しており、本格的な業績の回復を確認できるまでに至っていないこと等

から、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関

する重要な不確実性が認められる。なお、当該事象又は状況に対する対応策及び重要な不確実性が認められる理由につ

いては当該注記に記載されている。四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な不

確実性の影響は四半期連結財務諸表に反映されていない。

 当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。

 

 
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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