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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134期

第２四半期
連結累計期間

第135期
第２四半期
連結累計期間

第134期

会計期間
自　平成24年４月１日
至　平成24年９月30日

自　平成25年４月１日
至　平成25年９月30日

自　平成24年４月１日
至　平成25年３月31日

売上高 （百万円） 15,689 14,422 35,140

経常利益又は経常損失（△） （百万円） △471 △290 369

四半期純損失（△）又は当期純利益（百万円） △330 △205 196

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） △327 △89 298

純資産額 （百万円） 11,127 11,573 11,753

総資産額 （百万円） 24,260 23,891 26,281

１株当たり四半期純損失金額(△)

又は１株当たり当期純利益金額
（円） △18.57 △11.55 11.04

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 （％） 45.7 48.2 44.5

営業活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） △588 91 △816

投資活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） 1,160 △1,167 2,154

財務活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） △53 54 △309

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高
（百万円） 1,960 1,511 2,495

　

回次
第134期

第２四半期
連結会計期間

第135期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自　平成24年７月１日
至　平成24年９月30日

自　平成25年７月１日
至　平成25年９月30日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 1.51 6.95

（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．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】

（1）業績の状況

当第２四半期連結累計期間のわが国経済は、政府の経済政策や日銀の金融緩和により円安・株高基調が続き、輸

出関連企業を中心に業績の回復が見られるとともに、個人消費の回復が見られるなど、景気回復に向けての傾向が

続きました。しかしながら欧州経済の停滞や新興国の経済成長鈍化などの要因により、先行き不透明な状況は依然

続いております。

当業界におきましては、大型補正予算の実施に支えられた政府の建設投資が増加し、民間の建設投資も緩やかな

回復基調で推移いたしましたが建築投資の一部伸長はあるものの、震災復興需要を発端とする労務単価等コスト上

昇圧力や受注競争の激化により厳しい経営環境が続きました。

この様な状況の中、当社グループは顧客密着型の営業活動と採算性を重視した受注確保を最重要課題として活動

していくとともに、施工方法の改善、施工品質の向上等による工事原価低減策や資材コストの圧縮、固定費削減策

等の諸施策を強力に推進いたしました。

その結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高は144億22百万円（対前年同期比8.1％減）と前年同期を

下回りましたが、利益面では、営業損失は前年同期に比べ１億79百万円改善し２億99百万円となり、経常損失も前

年同期に比べ１億80百万円改善し２億90百万円となりました。また、四半期純損失も前年同期に比べ１億24百万円

改善し２億５百万円となり、いずれも前年を上回る結果となりました。

各セグメント別の業績は、次のとおりです。

①電気設備工事事業

電気設備工事事業では、着実に受注活動を展開した結果、受注工事高は133億６百万円（対前年同期比3.1％

増）となりました。一方、完成工事高は、事業年度後半への工事進捗の集中から、103億70百万円（対前年同期

比9.3％減）となりました。

②商品販売事業

商品販売事業では、主力の機器品は堅調に推移いたしましたが、冷熱住設品や工場向け大型設備案件の減少に

より、売上が前年同期を下回り、商品売上高は40億51百万円（対前年同期比4.9％減）となりました。

また、種類別受注実績の内訳は、次のとおりであります。

　 平成25年３月期 平成26年３月期
増減

　 第２四半期連結累計期間 第２四半期連結累計期間

　 金　額 構成比 金　額 構成比 金　額 増減率

　 (百万円) (％) (百万円) (％) (百万円) (％)

屋内線工事 10,776 62.8 11,376 65.6 599 5.6

その他工事 2,125 12.4 1,929 11.1 △195 △9.2

工事部門計 12,901 75.2 13,306 76.7 404 3.1

商品販売 4,261 24.8 4,051 23.3 △209 △4.9

合　　　　計 17,163 100.0 17,358 100.0 194 1.1
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（2）キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末から

９億84百万円減少し、15億11百万円となりました。

　

　当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの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）

　営業活動による資金は91百万円の増加（前年同期は５億88百万円の減少）となりました。これは主に税金等調整

前四半期純損失２億90百万円、売上債権の減少額30億32百万円、仕入債務の減少額23億90百万円及び法人税等の支

払額１億37百万円等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）

　投資活動による資金は11億67百万円の減少（前年同期は11億60百万円の増加）となりました。これは主に貸付け

による支出８億32百万円及び定期預金の預入による支出３億47百万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）

　財務活動による資金は54百万円の増加（前年同期は53百万円の減少）となりました。これは主に短期借入金の増

加額１億50百万円及び配当金の支払額81百万円等によるものであります。

　

（3）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３百万円であります。
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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 40,000,000

計 40,000,000

　

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25年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成25年11月１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 17,940,000 17,940,000
東京証券取引所

（市場第二部）

単元株式数は1,000

株であります。

計 17,940,000 17,940,000 ― ―

　

（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
（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25年７月１日～

平成25年９月30日
─ 17,940 ─ 1,520 ─ 1,070
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（６）【大株主の状況】

　 　 平成25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(％)

三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内2－7－3 8,971 50.0

弘電社従業員持株会 東京都中央区銀座5－11－10 699 3.9

三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町1－6－1 585 3.3

日本トラスティ・サービス信託

銀行株式会社（信託口）
東京都中央区晴海1－8－11 261 1.5

田中憲治 千葉県市原市 242 1.3

ネグロス電工株式会社 東京都江戸川区中央1－3－5 235 1.3

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内2－7－1 234 1.3

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区丸の内1－3－3 234 1.3

阿児常治郎 大阪府岸和田市 119 0.7

鈴木正吾 神奈川県横浜市西区 100 0.6

計 ― 11,681 65.1

（注）当社は自己株式158千株（0.9％）を保有しております。
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

　 　 　 平成25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 158,000

完全議決権株式（その他） 普通株式 17,471,000 17,471 ─

単元未満株式 普通株式 311,000 ― ─

発行済株式総数 17,940,000 ― ―

総株主の議決権 ― 17,471 ―

（注）１．「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株（議決権１個）

含まれております。

２．「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式293株が含まれております。

　

②【自己株式等】

　 　 　 　 平成25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（％）

株式会社　弘電社
東京都中央区銀座

五丁目11番10号
158,000 ― 158,000 0.9

計 ― 158,000 ― 158,000 0.9

　

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）に準拠して作成し、「建設業法施行規則」（昭和24年建設省令第14号）に準じて記載しております。

　

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25年７月１日から

平成25年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成25年４月１日から平成25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：百万円）

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成25年９月30日)

資産の部

流動資産

現金預金 2,569 1,955

受取手形・完成工事未収入金等 15,988 12,981

未成工事支出金 94 192

商品 277 339

短期貸付金 642 1,476

繰延税金資産 385 490

その他 420 486

貸倒引当金 △4 △4

流動資産合計 20,372 17,917

固定資産

有形固定資産

建物・構築物（純額） 1,199 1,216

土地 888 888

その他（純額） 80 79

有形固定資産合計 2,168 2,185

無形固定資産 170 147

投資その他の資産

投資有価証券 1,597 1,617

前払年金費用 1,221 1,296

繰延税金資産 301 306

その他 793 767

貸倒引当金 △344 △346

投資その他の資産合計 3,569 3,641

固定資産合計 5,908 5,974

資産合計 26,281 23,891

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 9,855 7,500

短期借入金 999 1,149

未払法人税等 170 47

未成工事受入金 796 876

賞与引当金 412 421

完成工事補償引当金 10 9

工事損失引当金 486 410

その他 610 707

流動負債合計 13,342 11,122

固定負債

退職給付引当金 835 868

役員退職慰労引当金 141 128

その他 207 198

固定負債合計 1,185 1,195

負債合計 14,527 12,317
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成25年９月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,520 1,520

資本剰余金 1,070 1,070

利益剰余金 9,088 8,794

自己株式 △44 △44

株主資本合計 11,635 11,340

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 50 65

為替換算調整勘定 18 115

その他の包括利益累計額合計 68 180

少数株主持分 50 52

純資産合計 11,753 11,573

負債純資産合計 26,281 23,891
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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：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年９月30日)

売上高

完成工事高 11,427 10,370

商品売上高 4,261 4,051

売上高合計 15,689 14,422

売上原価

完成工事原価 10,513 9,367

商品売上原価 3,624 3,437

売上原価合計 14,138 12,805

売上総利益

完成工事総利益 914 1,002

商品売上総利益 637 614

売上総利益合計 1,551 1,616

販売費及び一般管理費
※1 2,030 ※1 1,916

営業損失（△） △479 △299

営業外収益

受取利息 4 6

受取配当金 5 9

受取家賃 37 39

その他 13 8

営業外収益合計 60 63

営業外費用

支払利息 9 9

売上割引 14 15

賃貸費用 23 27

その他 5 2

営業外費用合計 52 54

経常損失（△） △471 △290

税金等調整前四半期純損失（△） △471 △290

法人税等 △137 △88

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △333 △201

少数株主利益又は少数株主損失（△） △3 3

四半期純損失（△） △330 △205
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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：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △333 △201

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △2 15

為替換算調整勘定 8 97

その他の包括利益合計 5 112

四半期包括利益 △327 △89

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △324 △93

少数株主に係る四半期包括利益 △3 3
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25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（△） △471 △290

減価償却費 76 79

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3 1

工事損失引当金の増減額（△は減少） 42 △76

賞与引当金の増減額（△は減少） 2 9

退職給付引当金の増減額（△は減少） 35 32

前払年金費用の増減額（△は増加） △59 △75

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △41 △12

受取利息及び受取配当金 △9 △15

支払利息 9 9

売上債権の増減額（△は増加） 1,514 3,032

未成工事支出金の増減額（△は増加） △135 △98

たな卸資産の増減額（△は増加） 24 △62

仕入債務の増減額（△は減少） △1,811 △2,390

未成工事受入金の増減額（△は減少） 240 79

未収消費税等の増減額（△は増加） 2 12

未払消費税等の増減額（△は減少） 3 60

その他の流動資産の増減額（△は増加） △51 △77

その他の流動負債の増減額（△は減少） 65 6

その他 2 △2

小計 △558 222

利息及び配当金の受取額 9 15

利息の支払額 △9 △9

法人税等の支払額 △31 △137

営業活動によるキャッシュ・フロー △588 91

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加） 29 △347

有形固定資産の取得による支出 △0 △9

無形固定資産の取得による支出 △2 △5

投資有価証券の売却による収入 2 1

短期貸付金の純増減額（△は増加） 1,087 △832

その他の支出 △22 △29

その他の収入 66 56

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,160 △1,167

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 40 150

自己株式の増減額（△は増加） △0 △0

配当金の支払額 △81 △81

その他 △11 △13

財務活動によるキャッシュ・フロー △53 54
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年９月30日)

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 37

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 517 △984

現金及び現金同等物の期首残高 1,442 2,495

現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 1,960 ※1 1,511
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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）

（税金費用の計算）

税金費用については、「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。

　

（四半期連結貸借対照表関係）

１　保証債務

下記のとおり、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25年３月31日）
当第２四半期連結会計期間
（平成25年９月30日）

従業員の住宅ローンに対する保証 7百万円 7百万円

計 7百万円 7百万円

　

　

（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24年４月１日
至 平成24年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日）

従業員給料手当 754百万円 706百万円

賞与引当金繰入額 216百万円 202百万円

退職給付費用 59百万円 43百万円

役員退職慰労引当金繰入額 20百万円 20百万円

 

２　前第２四半期連結累計期間（自　平成24年４月１日　至　平成24年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間

（自　平成25年４月１日　至　平成25年９月30日）

当社グループの売上高は、主たる事業分野である電気設備工事事業において、契約により第１四半期連結会計

期間、第２四半期連結会計期間、第３四半期連結会計期間に比べ、第４四半期連結会計期間に工事の完成引渡し

を行う割合が大きいことから、完成工事高が第４四半期連結会計期間に増加する傾向があるため、業績に季節的

変動があります。
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（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24年４月１日
至 平成24年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日）

現金預金 2,157百万円 1,955百万円

預入期間が３か月超の定期預金 △197百万円 △443百万円

現金及び現金同等物 1,960百万円 1,511百万円

　

　

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　平成24年４月１日　至　平成24年９月30日）

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24年４月27日

取締役会
普通株式 88 ５　 平成24年３月31日 平成24年６月11日 利益剰余金

　

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　平成25年４月１日　至　平成25年９月30日）

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25年４月30日

取締役会
普通株式 88 ５　　 平成25年３月31日 平成25年６月10日 利益剰余金
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（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24年４月１日 至 平成24年９月30日）

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）１

四半期連結

損益計算書

計上額

（注）２
　 電気設備工事 商品販売 計

売上高 　 　 　 　 　

外部顧客への売上高 11,427 4,261 15,689 ― 15,689

セグメント間の内部売上高

又は振替高
― 104 104 △104 ―

計 11,427 4,366 15,794 △104 15,689

セグメント利益又は損失(△) △18 148 129 △608 △479

（注）１．セグメント利益又は損失(△)の調整額△608百万円には、各報告セグメントに配分していない全社

費用△608百万円が含まれております。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。

２．セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

　

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年９月30日）

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）１

四半期連結

損益計算書

計上額

（注）２
　 電気設備工事 商品販売 計

売上高 　 　 　 　 　

外部顧客への売上高 10,370 4,051 14,422 ― 14,422

セグメント間の内部売上高

又は振替高
― 191 191 △191 ―

計 10,370 4,243 14,613 △191 14,422

セグメント利益又は損失(△) 55 149 204 △504 △299

（注）１．セグメント利益又は損失(△)の調整額△504百万円には、各報告セグメントに配分していない全社

費用△504百万円が含まれております。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。

２．セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
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（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。

　
前第２四半期連結累計期間
（自　平成24年４月１日
至　平成24年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成25年４月１日
至　平成25年９月30日）

１株当たり四半期純損失金額 18.57円 11.55円

（算定上の基礎）   

四半期純損失金額（百万円） 330 205

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純損失金額（百万円） 330 205

普通株式の期中平均株式数（千株） 17,787 17,783

　（注）　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25年11月１日

株式会社弘電社

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 浅　井　　　満　　 　印

　

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 山　邉　　　道　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」に掲げられている株式会社弘電社

の平成25年４月１日から平成26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25年７月１日から平成25

年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成25年４月１日から平成25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、株式会社弘電社及び連結子会社の平成25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。

　　　２．四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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