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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62期

第２四半期連結
累計期間

第63期
第２四半期連結

累計期間
第62期

会計期間
自　平成25年１月１日
至　平成25年６月30日

自　平成26年１月１日
至　平成26年６月30日

自　平成25年１月１日
至　平成25年12月31日

売上高 （千円） 7,146,517 8,233,422 14,332,142

経常利益 （千円） 406,475 1,026,370 826,682

四半期（当期）純利益 （千円） 260,102 673,649 499,794

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 445,677 628,832 815,889

純資産額 （千円） 18,054,326 18,779,096 18,286,579

総資産額 （千円） 20,146,815 21,169,695 20,328,585

１株当たり四半期（当期）純利益

金額
（円） 19.09 49.43 36.68

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 （％） 89.49 88.57 89.82

営業活動による

キャッシュ・フロー
（千円） 657,676 1,231,830 1,372,135

投資活動による

キャッシュ・フロー
（千円） △648,124 △397,051 △2,113,426

財務活動による

キャッシュ・フロー
（千円） △136,594 △136,389 △275,120

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高
（千円） 5,480,354 5,323,972 4,666,541

 

 
回次
 

第62期
第２四半期連結

会計期間

第63期
第２四半期連結

会計期間

 
会計期間

 

自　平成25年４月１日
至　平成25年６月30日

自　平成26年４月１日
至　平成26年６月30日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 10.54 23.15

　（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

 国内市場においては、当社グループの主要顧客であります電気機械及び自動車メーカーの生産額が増加傾向に

あり、これらユーザーの電気測定器に対する設備需要が回復したため、当社グループの国内売上高は各製品群に

おいて前期実績を上回りました。

　一方、海外市場においても、経済環境が安定し、また円安傾向が定着したことにより、当社グループの海外売

上高はアジア、米国市場を中心として堅調に推移いたしました。

　開発面では、新製品投入による売上高の増加を目指し、世界市場において競争に打ち勝つための商品企画及び

開発期間の短縮に取り組みました。当期は28機種の新製品の発売を予定しておりますが、６月には世界初となる

非接触電力計を発売することができました。

　販売面では、より顧客に密着するためユーザー訪問件数を増加しました。また、海外販売においては、販売子

会社の営業員の増員及び重点地域における海外代理店の複数化を進めました。

　生産面では、リードタイムの短縮及び平準化生産を進め、適正在庫の実現をはかるとともに、顧客の希望納期

を遵守する体制構築に努めました。

　また、当期はより一層の研究・開発効率の向上と技術革新を推進するため、平成27年（創業80周年）３月完成

を目指し、研究棟の建設を進めております。

　以上の結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高が82億33百万円（前年同期比15.2％増）になりまし

た。また、営業利益は10億13百万円（同157.2％増）、経常利益は10億26百万円（同152.5％増）、四半期純利益

は６億73百万円（同159.0％増）になりました。
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　当社グループにおける製品別の受注高及び売上高の実績は、次のとおりであります。

 

① 受注実績

 

 

前第２四半期連結累計期間
（自　平成25年１月１日
至　平成25年６月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成26年１月１日
至　平成26年６月30日）

増減

金額
（千円）

構成比
（％）

金額
（千円）

構成比
（％）

金額
（千円）

増減率
（％）

自動試験装置 928,263 12.6 1,479,852 16.4 551,589 59.4

記録装置 1,544,644 21.0 1,714,609 18.9 169,964 11.0

電子測定器 2,647,043 36.0 3,186,046 35.2 539,003 20.4

現場測定器 1,608,006 21.8 1,912,318 21.1 304,312 18.9

周辺装置他 631,469 8.6 755,365 8.3 123,896 19.6

合計 7,359,426 100.0 9,048,192 100.0 1,688,765 22.9

 

② 売上実績

 

 

前第２四半期連結累計期間
（自　平成25年１月１日
至　平成25年６月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成26年１月１日
至　平成26年６月30日）

増減

金額
（千円）

構成比
（％）

金額
（千円）

構成比
（％）

金額
（千円）

増減率
（％）

自動試験装置 861,620 12.1 1,122,045 13.6 260,425 30.2

記録装置 1,482,548 20.7 1,617,095 19.6 134,547 9.1

電子測定器 2,594,683 36.3 3,022,682 36.7 427,998 16.5

現場測定器 1,565,293 21.9 1,826,267 22.2 260,973 16.7

周辺装置他 642,370 9.0 645,331 7.8 2,960 0.5

合計 7,146,517 100.0 8,233,422 100.0 1,086,905 15.2
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　また、顧客の所在地別の受注高及び売上高の実績は、次のとおりであります。

　当第２四半期連結累計期間の海外売上高は、35億79百万円（前年同期比25.1％増）、海外売上高比率は43.5％

になりました。

 

① 受注実績

 

 

 

 

 

前第２四半期連結累計期間
（自　平成25年１月１日
至　平成25年６月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成26年１月１日
至　平成26年６月30日）

増減

金額
（千円）

構成比
（％）

金額
（千円）

構成比
（％）

金額
（千円）

増減率
（％）

国　　内 4,423,322 60.1 4,846,609 53.6 423,286 9.6

海外

アジア 2,142,576 29.1 3,075,051 34.0 932,474 43.5

アメリカ 447,646 6.1 689,850 7.6 242,203 54.1

ヨーロッパ 184,988 2.5 224,023 2.5 39,034 21.1

その他の地域 160,892 2.2 212,658 2.4 51,765 32.2

計 2,936,104 39.9 4,201,583 46.4 1,265,478 43.1

合　　計 7,359,426 100.0 9,048,192 100.0 1,688,765 22.9

（注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２．各区分に属する主な国又は地域

（１）アジア ……………… 中国・韓国・台湾・インド・東南アジア

（２）アメリカ …………… 北米・中南米

（３）ヨーロッパ ………… ドイツ・イタリア・オランダ

（４）その他の地域 ……… 中近東・オーストラリア・アフリカ

３．受注高は顧客の所在地を基礎とし、分類しております。

 

② 売上実績

 

 

 

 

 

前第２四半期連結累計期間
（自　平成25年１月１日
至　平成25年６月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成26年１月１日
至　平成26年６月30日）

増減

金額
（千円）

構成比
（％）

金額
（千円）

構成比
（％）

金額
（千円）

増減率
（％）

国　　内 4,284,487 60.0 4,654,417 56.5 369,929 8.6

海外

アジア 2,112,717 29.6 2,524,877 30.7 412,160 19.5

アメリカ 429,754 6.0 674,170 8.2 244,416 56.9

ヨーロッパ 188,559 2.6 225,075 2.7 36,516 19.4

その他の地域 130,998 1.8 154,881 1.9 23,882 18.2

計 2,862,029 40.0 3,579,004 43.5 716,975 25.1

合　　計 7,146,517 100.0 8,233,422 100.0 1,086,905 15.2

（注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２．各区分に属する主な国又は地域

（１）アジア ……………… 中国・韓国・台湾・インド・東南アジア

（２）アメリカ …………… 北米・中南米

（３）ヨーロッパ ………… ドイツ・イタリア・オランダ

（４）その他の地域 ……… 中近東・オーストラリア・アフリカ

３．売上高は顧客の所在地を基礎とし、分類しております。
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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の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末と比較して６億57百万円増加

し、53億23百万円になりました。

　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）

 営業活動によるキャッシュ・フローは、12億31百万円の収入（前年同期比87.3％増）になりました。主な増加

要因は、税金等調整前四半期純利益10億18百万円、減価償却費の発生額３億41百万円、その他の引当金及び未払

消費税等の増加額１億30百万円であります。主な減少要因は、売上債権の増加額２億16百万円及び法人税等の支

払額１億60百万円であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出等により、３億97百万円の支出（前年

同期比38.7％減）になりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額等により、１億36百万円の支出（前年同期比0.1％減）

になりました。

 

（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はありません。

 

（４）研究開発活動

　当第２四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、10億34百万円であります。

　なお、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。
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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 40,514,000

計 40,514,000

 

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６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成26年８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 14,024,365 14,024,365 東京証券取引所市場第一部 単元株式数100株

計 14,024,365 14,024,365 － －

 

（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４月１日～

平成26年６月30日
－ 14,024,365 － 3,299,463 － 3,936,873
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（６）【大株主の状況】

  平成26年６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(％)

日置　恒明 長野県埴科郡坂城町 930 6.63

日置　勇二 長野県上田市 819 5.84

日置電機社員持株会 長野県上田市小泉81番地 818 5.83

株式会社八十二銀行

（常任代理人　日本マスタートラスト信

託銀行株式会社）　

東京都港区浜松町２丁目11番３号 666 4.75

日置　妙子 長野県埴科郡坂城町 633 4.51

明治安田生命保険相互会社

（常任代理人　資産管理サービス信託銀

行株式会社）

東京都中央区晴海１丁目８番12号

晴海アイランドトリトンスクエア

オフィスタワーＺ棟

510 3.63

日置　秀雄　 長野県埴科郡坂城町 390 2.78

日置　晶 長野県埴科郡坂城町 231 1.64

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

（常任代理人　日本マスタートラスト信

託銀行株式会社）　

東京都港区浜松町２丁目11番３号 217 1.55

日置　綾 長野県埴科郡坂城町 200 1.43

計 － 5,417 38.62

　（注）上記のほか、自己株式が397千株あります。
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成26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） 普通株式    397,300 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 13,588,100 135,881 －

単元未満株式 普通株式     38,965 － －

発行済株式総数 14,024,365 － －

総株主の議決権 － 135,881 －

 （注）「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が300株含まれております。また、「議決

権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数３個が含まれております。

 

②【自己株式等】

平成26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

（％）

日置電機株式会社 長野県上田市小泉81番地 397,300 － 397,300 2.83

計 － 397,300 － 397,300 2.83

 

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26年４月１日から平

成26年６月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成26年１月１日から平成26年６月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、太陽ＡＳＧ有限責任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25年12月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成26年６月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,296,541 6,953,972

受取手形及び売掛金 1,815,961 2,024,551

商品及び製品 349,135 374,596

仕掛品 410,676 450,876

原材料及び貯蔵品 1,283,963 1,201,371

繰延税金資産 257,451 211,738

その他 107,268 100,817

貸倒引当金 △899 △709

流動資産合計 10,520,099 11,317,216

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） ※１ 4,273,061 ※１ 4,244,636

機械装置及び運搬具（純額） 242,707 219,557

工具、器具及び備品（純額） 473,821 517,972

土地 ※１ 1,896,179 ※１ 1,896,179

建設仮勘定 1,087,958 1,122,961

有形固定資産合計 7,973,728 8,001,308

無形固定資産   

ソフトウエア 189,761 216,407

その他 29,606 34,141

無形固定資産合計 219,367 250,548

投資その他の資産 1,615,389 1,600,622

固定資産合計 9,808,486 9,852,478

資産合計 20,328,585 21,169,695
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(平成25年12月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成26年６月30日)

負債の部   

流動負債   

買掛金 391,245 428,821

未払法人税等 129,086 342,429

賞与引当金 315,749 362,521

役員賞与引当金 － 13,000

その他 515,169 623,636

流動負債合計 1,351,249 1,770,409

固定負債   

退職給付引当金 2,992 4,187

役員退職慰労引当金 130,985 139,078

繰延税金負債 287,601 206,399

その他 269,176 270,524

固定負債合計 690,755 620,188

負債合計 2,042,005 2,390,598

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,299,463 3,299,463

資本剰余金 3,936,881 3,936,881

利益剰余金 11,463,204 12,000,584

自己株式 △761,587 △761,633

株主資本合計 17,937,962 18,475,296

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 137,521 136,398

為替換算調整勘定 183,789 138,872

その他の包括利益累計額合計 321,310 275,271

少数株主持分 27,306 28,528

純資産合計 18,286,579 18,779,096

負債純資産合計 20,328,585 21,169,695
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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25年１月１日
　至　平成25年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成26年１月１日
　至　平成26年６月30日)

売上高 7,146,517 8,233,422

売上原価 4,675,173 4,883,905

売上総利益 2,471,343 3,349,517

販売費及び一般管理費 ※ 2,077,245 ※ 2,335,949

営業利益 394,098 1,013,567

営業外収益   

受取利息 3,032 2,701

受取配当金 9,955 26,306

受取家賃 3,694 3,597

為替差益 20,076 －

助成金収入 － 19,601

雑収入 14,126 19,194

営業外収益合計 50,885 71,400

営業外費用   

支払利息 1,977 2,240

売上割引 34,873 38,990

為替差損 － 16,198

雑損失 1,657 1,167

営業外費用合計 38,508 58,597

経常利益 406,475 1,026,370

特別利益   

固定資産売却益 641 438

特別利益合計 641 438

特別損失   

固定資産売却損 153 －

固定資産除却損 1,928 536

投資有価証券評価損 4,808 －

会員権評価損 － 7,700

特別損失合計 6,891 8,236

税金等調整前四半期純利益 400,225 1,018,572

法人税、住民税及び事業税 220,322 372,715

法人税等調整額 △83,131 △29,405

法人税等合計 137,190 343,310

少数株主損益調整前四半期純利益 263,035 675,262

少数株主利益 2,933 1,612

四半期純利益 260,102 673,649
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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25年１月１日
　至　平成25年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成26年１月１日
　至　平成26年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 263,035 675,262

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 69,054 △1,122

為替換算調整勘定 113,587 △45,306

その他の包括利益合計 182,642 △46,429

四半期包括利益 445,677 628,832

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 442,005 627,610

少数株主に係る四半期包括利益 3,672 1,222
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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25年１月１日
　至　平成25年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成26年１月１日
　至　平成26年６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 400,225 1,018,572

減価償却費 374,642 341,751

貸倒引当金の増減額（△は減少） △155 △161

前払年金費用の増減額（△は増加） 50,418 35,172

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 9,293 8,093

その他の引当金の増減額（△は減少） 36,323 61,351

受取利息及び受取配当金 △12,988 △29,008

助成金収入 － △19,601

支払利息 1,977 2,240

売上割引 34,873 38,990

固定資産売却損益（△は益） △487 △438

固定資産除却損 1,928 536

投資有価証券評価損益（△は益） 4,808 －

会員権評価損 － 7,700

売上債権の増減額（△は増加） △38,512 △216,795

たな卸資産の増減額（△は増加） 57,617 10,185

仕入債務の増減額（△は減少） 71,485 46,913

未払消費税等の増減額（△は減少） 12,870 69,138

その他 △29,555 33,413

小計 974,766 1,408,056

利息及び配当金の受取額 11,876 23,811

助成金の受取額 － 1,286

利息の支払額 △2,823 △2,664

売上割引の支払額 △34,449 △38,644

法人税等の支払額 △291,693 △160,015

営業活動によるキャッシュ・フロー 657,676 1,231,830

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 － △23,363

有形固定資産の取得による支出 △599,999 △319,016

有形固定資産の売却による収入 756 14,758

投資有価証券の取得による支出 △1,201 △1,196

その他 △47,680 △68,233

投資活動によるキャッシュ・フロー △648,124 △397,051

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △28 △46

配当金の支払額 △136,105 △135,883

その他 △459 △459

財務活動によるキャッシュ・フロー △136,594 △136,389

現金及び現金同等物に係る換算差額 107,712 △40,959

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △19,329 657,430

現金及び現金同等物の期首残高 5,499,683 4,666,541

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 5,480,354 ※ 5,323,972
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

※１. 国庫補助金等により取得した固定資産の圧縮記帳累計額は、次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（平成25年12月31日）
当第２四半期連結会計期間
（平成26年６月30日）

土地 100,000千円 100,000千円

建物 266,702 266,702

構築物 4,664 4,664

 

　２．保証債務

従業員銀行借入に対する保証は、次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（平成25年12月31日）
当第２四半期連結会計期間
（平成26年６月30日）

 9,929千円 7,675千円

 

（四半期連結損益計算書関係）

※　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25年１月１日

　　至 平成25年６月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自 平成26年１月１日

　　至 平成26年６月30日）

給与手当 677,164千円 800,881千円

賞与引当金繰入額 102,023 118,300

退職給付引当金繰入額 41,226 40,038

役員賞与 7,000 14,018

役員退職慰労引当金繰入額 17,393 10,833

貸倒引当金繰入額 △155 △161
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（四半期連結キャッシュ・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25年１月１日
至　平成25年６月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成26年１月１日
至　平成26年６月30日）

現金及び預金勘定 7,110,354千円 6,953,972千円

預入期間が３か月を超える定期預金 △1,550,000 △1,550,000

預入期間が３か月を超える定期積立金 △80,000 △80,000

現金及び現金同等物 5,480,354 5,323,972

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　平成25年１月１日　至　平成25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
（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２月27日

定時株主総会
普通株式 136,271 10 平成24年12月31日 平成25年２月28日 利益剰余金

 

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

　末後となるもの

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７月４日

取締役会
普通株式 136,270 10 平成25年６月30日 平成25年８月23日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　平成26年１月１日　至　平成26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
（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26年２月27日

定時株主総会
普通株式 136,270 10 平成25年12月31日 平成26年２月28日 利益剰余金

 

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

　末後となるもの

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26年７月３日

取締役会
普通株式 136,269 10 平成26年６月30日 平成26年８月22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】

前第２四半期連結累計期間（自　平成25年１月１日　至　平成25年６月30日）及び当第２四半期連結累計期間

（自　平成26年１月１日　至　平成26年６月30日）

当社グループは、電気測定器事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、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25年１月１日
至　平成25年６月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成26年１月１日
至　平成26年６月30日）

　１株当たり四半期純利益金額 （円） 19.09 49.43

（算定上の基礎）    

四半期純利益金額 （千円） 260,102 673,649

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） 260,102 673,649

普通株式の期中平均株式数 （株） 13,627,090 13,626,999

（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。

 

２【その他】

　平成26年７月３日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

　（１）中間配当による配当金の総額 …………… 136,269千円

　（２）１株当たりの金額 ………………………… 10円

　（３）支払請求の効力発生日及び支払開始日 … 平成26年８月22日

　（注）平成26年６月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払を行います。
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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7月30日

日置電機株式会社

取締役会　御中

 

太陽ＡＳＧ有限責任監査法人

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 桐川　　聡　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 大矢　昇太　　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」に掲げられている日置電機株式会社

の平成26年1月1日から平成26年12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26年4月1日から平成26年6

月30日まで）及び第2四半期連結累計期間（平成26年1月1日から平成26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、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、日置電機株式会社及び連結子会社の平成26年6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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