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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26期

第２四半期累計期間
第27期

第２四半期累計期間
第26期

会計期間
自 平成24年10月１日
至 平成25年３月31日

自 平成25年10月１日
至 平成26年３月31日

自 平成24年10月１日
至 平成25年９月30日

売上高 (千円) 28,610,927 50,031,876 64,680,265

経常利益 (千円) 618,382 621,426 845,603

四半期(当期)純利益 (千円) 382,003 315,737 313,650

持分法を適用した場合の
投資損失(△)

(千円) △3,060 ― △8,110

資本金 (千円) 550,450 550,450 550,450

発行済株式総数 (株) 2,529,100 2,529,100 2,529,100

純資産額 (千円) 5,963,513 6,125,117 5,901,421

総資産額 (千円) 17,947,166 27,979,659 24,019,920

１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) 155.19 128.27 127.42

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

１株当たり配当額 (円) ― ― 40.0

自己資本比率 (％) 33.2 21.9 24.6

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 1,896,205 2,248,737 △2,672,393

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △1,541 △499,530 △575,885

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △1,150,234 △601,654 3,702,609

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 1,773,832 2,775,141 1,557,044
 

 

回次
第26期

第２四半期会計期間
第27期

第２四半期会計期間

会計期間
自 平成25年１月１日
至 平成25年３月31日

自 平成26年１月１日
至 平成26年３月31日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 102.93 28.14
 

(注) １　当社は、四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る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。

４　平成25年９月期の配当につきましては、１株当たり普通配当35円に、創立25周年記念配当５円を加えた合計

40円としております。
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２ 【事業の内容】

当第２四半期累計期間において、当社において営まれている事業の内容に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２四半期累計期間において、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２四半期会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。

 

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

第２四半期累計期間（平成25年10月１日～平成26年３月31日）における世界経済は、先進国の景気が

緩やかな回復基調にあるものの、中国及び新興国の経済成長ペースが鈍化していることやウクライナ情

勢が懸念されるなど、全体的には不透明感が払拭されない状況が続いております。

このような環境のもと、当社におきましては既存取引の強化及び新規顧客の獲得や取扱商品の拡大に

積極的に取り組み収益性の向上を目指してまいりましたが、ＬＣＤモジュール事業とパネル事業が好調

に推移したこと等により売上高は500億31百万円（前年同四半期比74.9％増）となりました。

利益につきましては、売上増にともない営業利益が５億５百万円（前年同四半期比15.1倍）となり、

為替差益が１億35百万円発生したため経常利益は６億21百万円（前年同四半期比0.5％増）となりまし

た。しかし、繰延税金資産の取り崩し等の影響で四半期純利益は３億15百万円（前年同四半期比17.3％

減）となりました。

 
当第２四半期累計期間における事業部門別概況は以下のとおりであります。

 

①半導体事業

半導体事業は、スマートフォン向け半導体の需要が旺盛でした。また、薄型ＴＶ、白物家電、車載

用途向け半導体の需要も堅調に推移しましたが、ＯＤＤ(オプティカル・ディスク・ドライブ)の需要

が大幅に減少したため、売上は減少しました。

以上の結果、売上高は136億94百万円（前年同四半期比10.4％減）となりました。

 
②ＬＣＤモジュール事業

ＬＣＤモジュール事業は、平成25年９月に発売された顧客のハイエンド・スマートフォンの売上が

引き続き好調の為、売上は大幅に増加いたしました。

　以上の結果、売上高は212億51百万円（前年同四半期比418.4％増）となりました。
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③パネル事業

パネル事業は、国内法人向けＰＣの買替え需要が引き続き旺盛であったことや海外向けモニター用

製品の販売が好調であったため、売上は増加いたしました。

以上の結果、売上高は145億52百万円(前年同四半期比68.3％増)となりました。

 
④電子材料事業

電子材料事業は、有機ＥＬ用封止材の販売は順調でしたが、太陽光パネル及びリチウムイオンバッ

テリーセルの販売が低調でした。太陽光発電事業については概ね計画どおりに推移いたしました。

以上の結果、売上高は５億33百万円（前年同四半期比9.5％減）となりました。

 

(2) 財政状態の分析

(資産)

当第２四半期会計期間末の資産は、現金及び預金が12億18百万円、売掛金が34億81百万円増加したこ

と、商品が９億47百万円減少したこと等により、279億79百万円(前事業年度末比39億59百万円増)とな

りました。

 
(負債)

当第２四半期会計期間末の負債は、買掛金が41億86百万円増加したこと、短期借入金が４億46百万円

減少したこと等により、218億54百万円(前事業年度末比37億36百万円増)となりました。

 
(純資産)

当第２四半期会計期間末の純資産は、四半期純利益により利益剰余金が３億15百万円増加したこと、

剰余金の配当に伴う利益剰余金の減少が98百万円あったこと等により、61億25百万円(前事業年度末比

２億23百万円増)となりました。

 
(3) キャッシュ・フローの状況の分析

当第２四半期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、営業活動、投資活

動、財務活動による各キャッシュ・フローが合計で12億18百万円増加し、27億75百万円となりました。

当第２四半期累計期間におけるキャッシュ・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)

当第２四半期累計期間において営業活動の結果得られた資金は、22億48百万円（前年同四半期は資金

の増加18億96百万円）となりました。

これは主に、売上債権の増加額34億82百万円、たな卸資産の減少額９億47百万円、仕入債務の増加額

41億86百万円等によるものであります。
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(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当第２四半期累計期間において投資活動に使用した資金は、４億99百万円（前年同四半期は資金の減

少１百万円）となりました。

これは主に、有形固定資産の取得による支出４億61百万円、投資有価証券の取得による支出28百万円

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２四半期累計期間において財務活動に使用した資金は、６億１百万円（前年同四半期は資金の減

少11億50百万円）となりました。

これは主に、短期借入金の純減少額４億69百万円、長期借入金の返済による支出30百万円、配当金の

支払いによる支出98百万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２四半期累計期間において、当社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

該当事項はありません。
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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 8,000,000

計 8,000,000
 

 

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26年３月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成26年５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 2,529,100 2,529,100
東京証券取引所
ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）

単元株式数は、100株であり
ます。

計 2,529,100 2,529,100 ― ―
 

 

(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26年１月１日～
平成26年３月31日

― 2,529,100 ― 550,450 ― 350,450
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(6) 【大株主の状況】

  平成26年３月31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(％)

株式会社ＴＭＫ 東京都杉並区高円寺南４丁目20番５号 800,000 31.63

武石　健次 東京都杉並区 360,000 14.23

武石　将樹 東京都杉並区 260,000 10.28

武石　智樹 東京都中野区 190,000 7.51

武石　富江 東京都杉並区 160,000 6.32

フーマイスターグループ従業員
持株会

東京都千代田区内神田２丁目３番３号 54,000 2.13

ルネサスエレクトロニクス株式
会社

神奈川県川崎市中原区下沼部1753 50,000 1.97

佐藤　友亮 東京都世田谷区 43,000 1.70

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丁目８番11号 37,300 1.47

木村　光俊 愛知県大府市 20,000 0.79

武石　博 埼玉県上尾市 20,000 0.79

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２丁目７番１号 20,000 0.79

計 ― 2,014,300 79.64
 

(注) １　上記のほか、当社が所有している自己株式67,619株（2.67％）があります。

２　発行済株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を切り捨てて表示しております。

 

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

   平成26年３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

67,600
― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

2,461,100
24,611 ―

単元未満株式
普通株式

400
― ―

発行済株式総数 2,529,100 ― ―

総株主の議決権 ― 24,611 ―
 

(注)　「単元未満株式」欄の普通株式には、自己株式が19株含まれております。
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② 【自己株式等】

  平成26年３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)
株式会社フーマイスター
エレクトロニクス

東京都千代田区内神田二
丁目３番３号

67,600 ― 67,600 2.67

計 ― 67,600 ― 67,600 2.67
 

(注)　自己名義所有株式数は、100株未満を切り捨てて表示しております。

 

 

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】

１．四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内

閣府令第63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２四半期会計期間(平成26年１月１日か

ら平成26年３月31日まで)及び第２四半期累計期間(平成25年10月１日から平成26年３月31日まで)に係る

四半期財務諸表について、アスカ監査法人による四半期レビューを受けております。

 

３．四半期連結財務諸表について

当社は、子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】
(1)【四半期貸借対照表】

(単位：千円)

前事業年度
(平成25年９月30日)

当第２四半期会計期間
(平成26年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,559,065 2,777,163

売掛金（純額）
※１ 14,648,583 ※１ 18,130,500

商品 4,645,403 3,697,559

その他 1,005,684 752,937

流動資産合計 21,858,736 25,358,161

固定資産

有形固定資産 1,879,712 2,306,911

無形固定資産 22,429 18,377

投資その他の資産
※１ 259,040 ※１ 296,208

固定資産合計 2,161,183 2,621,497

資産合計 24,019,920 27,979,659

負債の部

流動負債

買掛金 5,608,036 9,795,007

短期借入金
※２, ※３ 10,946,349 ※２ 10,500,000

1年内返済予定の長期借入金 60,000 60,000

未払法人税等 196,600 91,716

賞与引当金 33,256 42,343

役員賞与引当金 30,000 －

その他 198,453 112,731

流動負債合計 17,072,696 20,601,799

固定負債

長期借入金 540,000 510,000

退職給付引当金 72,647 80,675

役員退職慰労引当金 293,858 300,786

投資損失引当金 90,628 86,993

資産除去債務 3,639 14,856

その他 45,027 259,432

固定負債合計 1,045,802 1,252,742

負債合計 18,118,498 21,854,542

純資産の部

株主資本

資本金 550,450 550,450

資本剰余金 2,382,670 2,382,670

利益剰余金 2,990,511 3,207,788

自己株式 △41,060 △41,089

株主資本合計 5,882,571 6,099,819

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 18,850 25,297

評価・換算差額等合計 18,850 25,297

純資産合計 5,901,421 6,125,117

負債純資産合計 24,019,920 27,979,659
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(2)【四半期損益計算書】
【第２四半期累計期間】

(単位：千円)

前第２四半期累計期間
(自 平成24年10月１日
　至 平成25年３月31日)

当第２四半期累計期間
(自 平成25年10月１日
　至 平成26年３月31日)

売上高 28,610,927 50,031,876

売上原価 27,861,289 48,740,563

売上総利益 749,638 1,291,313

販売費及び一般管理費

給料手当及び賞与 268,822 286,259

退職給付費用 13,738 19,804

役員退職慰労引当金繰入額 6,940 6,928

賞与引当金繰入額 32,597 39,104

その他 394,160 433,378

販売費及び一般管理費合計 716,259 785,474

営業利益 33,379 505,838

営業外収益

受取利息及び配当金 1,105 1,019

為替差益 597,112 135,548

その他 25,998 32,213

営業外収益合計 624,216 168,781

営業外費用

支払利息 28,126 45,266

支払手数料 8,407 3,997

その他 2,680 3,929

営業外費用合計 39,214 53,193

経常利益 618,382 621,426

税引前四半期純利益 618,382 621,426

法人税、住民税及び事業税 126,506 89,737

法人税等調整額 109,872 215,950

法人税等合計 236,378 305,688

四半期純利益 382,003 315,737
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)

前第２四半期累計期間
(自 平成24年10月１日
　至 平成25年３月31日)

当第２四半期累計期間
(自 平成25年10月１日
　至 平成26年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益 618,382 621,426

減価償却費 16,785 27,375

長期前払費用償却額 180 9,347

貸倒引当金の増減額（△は減少） 430 135

賞与引当金の増減額（△は減少） △4,127 9,087

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △20,000 △30,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,821 8,027

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △366 6,928

長期未払金の増減額（△は減少） △179 △1,560

受取利息及び受取配当金 △1,105 △1,019

支払利息 28,126 45,266

為替差損益（△は益） △150,624 △47,666

匿名組合投資損益（△は益） △2,793 △3,635

売上債権の増減額（△は増加） 1,925,912 △3,482,052

たな卸資産の増減額（△は増加） 921,685 947,843

仕入債務の増減額（△は減少） △1,616,494 4,186,970

その他 205,446 189,235

小計 1,924,079 2,485,709

利息及び配当金の受取額 1,106 1,017

利息の支払額 △28,229 △45,285

法人税等の支払額 △750 △192,704

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,896,205 2,248,737

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △0 △0

有形固定資産の取得による支出 △1,137 △461,670

無形固定資産の取得による支出 △4,619 －

投資有価証券の取得による支出 － △28,350

関係会社貸付けによる支出 － △14,000

関係会社貸付金の回収による収入 － 2,467

従業員に対する長期貸付けによる支出 － △2,932

従業員に対する長期貸付金の回収による収入 4,118 5,872

差入保証金の差入による支出 △500 △917

差入保証金の回収による収入 598 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,541 △499,530
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(単位：千円)

前第２四半期累計期間
(自 平成24年10月１日
　至 平成25年３月31日)

当第２四半期累計期間
(自 平成25年10月１日
　至 平成26年３月31日)

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） △1,060,999 △469,967

長期借入金の返済による支出 － △30,000

リース債務の返済による支出 △3,277 △3,012

自己株式の取得による支出 △16 △28

配当金の支払額 △85,939 △98,645

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,150,234 △601,654

現金及び現金同等物に係る換算差額 164,739 70,544

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 909,169 1,218,097

現金及び現金同等物の期首残高 864,663 1,557,044

現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,773,832 ※ 2,775,141
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【注記事項】

(継続企業の前提に関する事項)

該当事項はありません。

　

　

(追加情報)

 
当第２四半期累計期間

(自 平成25年10月１日 至 平成26年３月31日)

（法人税率の変更等による影響）
「所得税法等の一部を改正する法律」（平成26年法律第10号）が平成26年３月31日に公布され、平成26年４月

１日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課せられないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及
び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成26年10月１日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時
差異等については従来の38.0%から35.6％に変更されております。

その結果、繰延税金資産（流動資産）が1,200千円、繰延税金負債（固定負債）が2,259千円それぞれ減少した
ことにより、法人税等調整額が1,059千円減少しております。
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(四半期貸借対照表関係)

※１　資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額

 
前事業年度

(平成25年９月30日)
当第２四半期会計期間
(平成26年３月31日)

売掛金 2,559千円 2,694千円

投資その他の資産 78,194千円 78,194千円
 

 

※２　貸出コミットメント

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行４行とシンジケート方式による貸出コミットメ

ント契約（リボルビング・クレジット・ファシリティ契約）を締結しております。これらの契約に基づ

く借入未実行残高は次のとおりであります。

 
前事業年度

(平成25年９月30日)
当第２四半期会計期間
(平成26年３月31日)

貸出コミットメントの総額 11,000,000千円 11,000,000千円

借入実行残高 9,696,349千円 8,100,000千円

差引額 1,303,650千円 2,900,000千円
 

 

※３　財務制限条項

前事業年度（平成25年９月30日）

当社が締結しておりますシンジケート方式による貸出コミットメント契約(リボルビング・クレジッ

ト・ファシリティ契約)(当事業年度末借入金残高合計9,696,349千円)には、当事業年度末現在、以下の

財務制限条項が付されております。

当事業年度末日における貸借対照表の純資産の部の金額を45億円以上に維持すること。

 

 
(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期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２四半期累計期間

(自 平成24年10月１日
至 平成25年３月31日)

当第２四半期累計期間
(自 平成25年10月１日
至 平成26年３月31日)

現金及び預金 1,775,854千円 2,777,163千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 2,021千円 2,021千円

現金及び現金同等物 1,773,832千円 2,775,141千円
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(株主資本等関係)

Ⅰ 前第２四半期累計期間(自 平成24年10月１日 至 平成25年３月31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24年12月21日
定時株主総会

普通株式 86,154 35.0 平成24年９月30日 平成24年12月25日 利益剰余金
 

 

Ⅱ　当第２四半期累計期間(自 平成25年10月１日 至 平成26年３月31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25年12月20日
定時株主総会

普通株式 98,460 40.0 平成25年９月30日 平成25年12月24日 利益剰余金
 

 

 

(持分法損益等)

 
前事業年度

(平成25年９月30日)
当第２四半期会計期間
(平成26年３月31日)

関連会社に対する投資の金額 ―千円 ―千円

持分法を適用した場合の投資の金額 ―千円 ―千円
 

 

 
前第２四半期累計期間

(自 平成24年10月１日
至 平成25年３月31日)

当第２四半期累計期間
(自 平成25年10月１日
至 平成26年３月31日)

持分法を適用した場合の投資損失の金額 3,060千円 ―千円
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第２四半期累計期間(自 平成24年10月１日 至 平成25年３月31日)

当社の事業は、「電子部品関連事業」のみの単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

Ⅱ 当第２四半期累計期間(自 平成25年10月１日 至 平成26年３月31日)

当社の事業は、「電子部品関連事業」以外の重要なセグメントがないため、記載を省略しております。
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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２四半期累計期間

(自 平成24年10月１日
至 平成25年３月31日)

当第２四半期累計期間
(自 平成25年10月１日
至 平成26年３月31日)

１株当たり四半期純利益金額 155.19円 128.27

    (算定上の基礎)   

   四半期純利益金額(千円) 382,003 315,737

   普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る四半期純利益金額(千円) 382,003 315,737

    普通株式の期中平均株式数(株) 2,461,528 2,461,509
 

(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、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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(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26年５月14日

株式会社　フーマイスターエレクトロニクス

取締役会　御中

ア　ス　カ　監　査　法　人

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　田　　中　　大　　丸　㊞

  

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　若　　尾　　典　　邦　㊞
 

 
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

式会社フーマイスターエレクトロニクスの平成25年10月１日から平成26年９月30日までの第27期事業年度の

第２四半期会計期間(平成26年１月１日から平成26年３月31日まで)及び第２四半期累計期間(平成25年10月

１日から平成26年３月31日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算

書、四半期キャッシュ・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財務諸表の作成基準に準拠して四半

期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財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社フーマイスターエレクトロニクスの平成26

年３月31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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