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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67期

第２四半期
連結累計期間

第68期
第２四半期
連結累計期間

第67期

会計期間
自平成25年４月１日
至平成25年９月30日

自平成26年４月１日
至平成26年９月30日

自平成25年４月１日
至平成26年３月31日

売上高 （百万円） 119,373 123,190 260,424

経常利益 （百万円） 1,173 563 3,944

四半期（当期）純利益 （百万円） 585 266 2,008

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 2,258 103 5,238

純資産額 （百万円） 39,441 42,085 42,469

総資産額 （百万円） 113,254 118,761 110,635

１株当たり四半期（当期）純利

益金額
（円） 22.40 10.20 76.85

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 （％） 31.0 31.5 34.0

営業活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） 2,114 8,110 5,999

投資活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） △94 △53 △162

財務活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） △205 △3,088 △5,382

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高
（百万円） 19,774 24,505 18,976

 

回次
第67期

第２四半期
連結会計期間

第68期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自平成25年７月１日
至平成25年９月30日

自平成26年７月１日
至平成26年９月30日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 18.39 5.31

　（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、新たな事業等のリスクの発生、または、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【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（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(平成26年４月１日～平成26年９月30日)におけるわが国の経済は、設備投資の増加や

企業収益の改善が見られたものの、消費増税に伴う駆け込み需要の反動で生産が減少し、個人消費も足踏み状態と

なりました。また、上期末にかけては急速に円安が進むなど、不安定な状況が続きました。

当社グループが属するエレクトロニクス業界におきましては、スマートフォンの需要拡大が続き、車載向けや産

業機器向け製品も増加しましたが、デジタルカメラはマイナス成長が継続しました。半導体市場では、DRAMやアナ

ログICの需要は増加したものの、ディスプレイドライバICが中小型向けで減少しました。また、半導体製造装置

は、設備投資の先送りなどにより受注回復のスピードが減速しました。

こうした状況の下、当第２四半期連結累計期間における当社グループの売上高は、前年同期比3.2％増の123,190

百万円となりましたが、営業利益は利益率の低下により前年同期比21.7％減の919百万円となりました。また、経常

利益については、急激な為替相場の変動に伴い外貨建資産・負債の時価評価差額等453百万円を為替差損として営業

外費用に計上したため、前年同期比52.0％減の563百万円となりました。四半期純利益は、前年同期比54.5％減の

266百万円となりました。

 

事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。

（デバイス事業）

デバイス事業は、PCやデジタルカメラ向けの半導体および電子部品の売上が減少した一方で、通信モジュール

やOA機器、産業機器向けの半導体の売上が増加しました。その結果、売上高は前年同期比2.4％増の107,488百万

円となりましたが、売上総利益率の低下により、セグメント利益は前年同期比31.2％減の752百万円となりまし

た。

（システム事業）

システム事業は、医用機器やレーザ機器の売上が減少した一方で、設備投資の回復により試験計測機器の需要

が増加し、また科学機器も薄膜製造装置の売上が増加しました。その結果、売上高は前年同期比8.9％増の15,701

百万円、セグメント利益は前年同期比101.3％増の171百万円となりました。

 

（2）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。）の残高は、24,505百万円とな

り、前年同期と比較して4,730百万円の増加となりました。

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）

営業活動の結果得られた資金は8,110百万円（前年同期は2,114百万円の収入）となりました。これは主にたな

卸資産の増加が6,123百万円あった一方で、仕入債務の増加が11,128百万円、売上債権の減少が4,063百万円あっ

たこと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）

投資活動の結果使用した資金は53百万円（前年同期は94百万円の支出）となりました。これは主に定期預金の

払戻による収入が168百万円あった一方で、定期預金の預入による支出が144百万円、有形固定資産の取得による

支出が64百万円あったこと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）

財務活動の結果使用した資金は3,088百万円（前年同期は205百万円の支出）となりました。これは主に短期借

入金の純増加額が2,388百万円あった一方で、長期借入金の返済による支出が5,023百万円、配当金の支払額が339

百万円あったこと等によるものであります。
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（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

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 100,000,000

計 100,000,000

 

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９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成26年11月12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 28,051,200 28,051,200
東京証券取引所

市場第一部

単元株式数

100株

計 28,051,200 28,051,200 － －

 

（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
（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26年７月１日～

平成26年９月30日
－ 28,051,200 － 6,214 － 6,351
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（6）【大株主の状況】

  平成26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（％）

堀越　毅一 東京都港区 2,396 8.54

アローエレクトロニクスインク

590000

常任代理人　株式会社みずほ銀

行決済営業部

東京都中央区月島４丁目16－13 2,350 8.38

一般財団法人丸文財団 東京都中央区日本橋大伝馬町８－１ 2,304 8.21

堀越　裕史 東京都港区 1,566 5.59

株式会社千葉パブリックゴルフ

コース
東京都中央区日本橋大伝馬町８－１ 1,399 4.99

堀越　浩司 東京都目黒区 616 2.20

堀越　百子 東京都目黒区 602 2.15

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８－11 598 2.13

日本マスタートラスト信託銀行

株式会社（信託口）
東京都港区浜松町２丁目11－３ 594 2.12

丸文社員持株会 東京都中央区日本橋大伝馬町８－１ 559 1.99

計 － 12,988 46.30

（注）１．上記のほか、自己株式が1,915千株あります。

２．上記日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）、日本マスタートラスト信託銀行株式会社

（信託口）の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、それぞれ595千株、593千株であります。

 

（7）【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成26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 1,915,400 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 26,110,700 261,107 －

単元未満株式 普通株式    25,100 － －

発行済株式総数 28,051,200 － －

総株主の議決権 － 261,107 －

 

②【自己株式等】

平成26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（％）

丸文株式会社
東京都中央区日本橋

大伝馬町８－１
1,915,400 － 1,915,400 6.83

計 － 1,915,400 － 1,915,400 6.83

 

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７月１日から平

成26年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成26年４月１日から平成26年９月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、新日本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：百万円）

 
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成26年９月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 19,151 23,652

受取手形及び売掛金 60,944 56,574

有価証券 - 1,000

商品及び製品 16,860 22,863

仕掛品 70 80

繰延税金資産 1,070 1,106

その他 1,430 2,128

貸倒引当金 △17 △47

流動資産合計 99,510 107,359

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,125 4,137

減価償却累計額 △2,782 △2,825

建物及び構築物（純額） 1,343 1,312

機械装置及び運搬具 26 26

減価償却累計額 △18 △19

機械装置及び運搬具（純額） 8 6

工具、器具及び備品 2,053 2,043

減価償却累計額 △1,705 △1,705

工具、器具及び備品（純額） 348 338

土地 2,510 2,517

リース資産 79 99

減価償却累計額 △24 △35

リース資産（純額） 54 64

建設仮勘定 12 1

有形固定資産合計 4,277 4,240

無形固定資産   

のれん 2 1

その他 399 367

無形固定資産合計 402 368

投資その他の資産   

投資有価証券 2,171 2,604

長期貸付金 3 2

繰延税金資産 990 855

投資不動産 3,019 3,013

減価償却累計額 △2,068 △2,090

投資不動産（純額） 950 922

退職給付に係る資産 48 42

その他 2,281 2,366

投資その他の資産合計 6,445 6,793

固定資産合計 11,124 11,402

資産合計 110,635 118,761

 

EDINET提出書類

丸文株式会社(E02864)

四半期報告書

 8/18



 

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成26年９月30日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 39,910 50,929

短期借入金 7,100 10,030

1年内返済予定の長期借入金 15,043 10,024

未払法人税等 504 82

賞与引当金 789 795

資産除去債務 5 3

その他 1,762 1,702

流動負債合計 65,114 73,568

固定負債   

長期借入金 1,013 1,009

退職給付に係る負債 1,330 1,379

役員退職慰労引当金 225 253

資産除去債務 114 130

その他 366 334

固定負債合計 3,050 3,107

負債合計 68,165 76,676

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,214 6,214

資本剰余金 6,353 6,353

利益剰余金 25,713 25,595

自己株式 △1,630 △1,630

株主資本合計 36,652 36,533

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 490 769

繰延ヘッジ損益 13 35

為替換算調整勘定 246 2

退職給付に係る調整累計額 204 102

その他の包括利益累計額合計 955 909

少数株主持分 4,862 4,643

純資産合計 42,469 42,085

負債純資産合計 110,635 118,761
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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25年４月１日
　至　平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年９月30日)

売上高 119,373 123,190

売上原価 110,925 115,033

売上総利益 8,448 8,157

販売費及び一般管理費 ※ 7,274 ※ 7,237

営業利益 1,174 919

営業外収益   

受取利息 7 4

受取配当金 17 22

持分法による投資利益 106 121

投資不動産賃貸料 78 62

雑収入 149 133

営業外収益合計 359 345

営業外費用   

支払利息 143 116

売上割引 56 61

為替差損 78 453

投資不動産賃貸費用 48 49

雑損失 33 20

営業外費用合計 360 701

経常利益 1,173 563

特別利益   

投資不動産売却益 2 -

負ののれん発生益 1 -

特別利益合計 3 -

特別損失   

固定資産除売却損 19 4

段階取得に係る差損 17 -

その他 0 -

特別損失合計 37 4

税金等調整前四半期純利益 1,139 558

法人税等 374 221

少数株主損益調整前四半期純利益 764 337

少数株主利益 178 70

四半期純利益 585 266
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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25年４月１日
　至　平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 764 337

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 154 273

繰延ヘッジ損益 125 23

為替換算調整勘定 1,212 △432

退職給付に係る調整額 - △102

持分法適用会社に対する持分相当額 1 5

その他の包括利益合計 1,494 △233

四半期包括利益 2,258 103

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,574 221

少数株主に係る四半期包括利益 683 △117
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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25年４月１日
　至　平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26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 1,139 558

減価償却費 200 175

貸倒引当金の増減額（△は減少） △13 33

賞与引当金の増減額（△は減少） △27 6

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △32 28

退職給付引当金の増減額（△は減少） 56 -

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） - △132

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） - △41

受取利息及び受取配当金 △24 △27

支払利息 143 116

為替差損益（△は益） △153 △116

持分法による投資損益（△は益） △106 △121

投資不動産売却損益（△は益） △2 -

投資不動産賃貸料 △78 △62

投資不動産賃貸費用 48 49

固定資産除売却損益（△は益） 19 4

負ののれん発生益 △1 -

段階取得に係る差損益（△は益） 17 -

売上債権の増減額（△は増加） △3,179 4,063

たな卸資産の増減額（△は増加） △146 △6,123

仕入債務の増減額（△は減少） 5,219 11,128

その他 △655 △729

小計 2,421 8,812

利息及び配当金の受取額 25 26

利息の支払額 △147 △116

法人税等の支払額 △358 △615

法人税等の還付額 174 2

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,114 8,110

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 △164 △144

定期預金の払戻による収入 176 168

有形固定資産の取得による支出 △92 △64

無形固定資産の取得による支出 △62 △19

投資有価証券の取得による支出 △12 △12

投資不動産の売却による収入 13 -

投資不動産の賃貸による収入 78 60

投資不動産の賃貸による支出 △39 △38

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による

収入
46 -

その他 △39 △4

投資活動によるキャッシュ・フロー △94 △53

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） 234 2,388

長期借入金の返済による支出 △48 △5,023

社債の償還による支出 △21 -

配当金の支払額 △234 △339

少数株主への配当金の支払額 △129 △102

その他 △6 △10

財務活動によるキャッシュ・フロー △205 △3,088

現金及び現金同等物に係る換算差額 550 560

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,364 5,529

現金及び現金同等物の期首残高 17,410 18,976

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 19,774 ※ 24,505
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【注記事項】

（会計方針の変更）

（退職給付に関する会計基準等の適用）

　「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号　平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」とい

う。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号　平成24年５月17日。以下

「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた

定めについて第１四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込

額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更しております。また、割引率の決定方法を割引率決定

の基礎となる債券の期間について従業員の平均残存勤務期間に近似した年数とする方法から、退職給付の支払見込

期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更しております。

　退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第２四半

期連結累計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減し

ております。

　この結果、当第２四半期連結累計期間の期首の退職給付に係る資産が16百万円減少、退職給付に係る負債が54百

万円増加、利益剰余金が45百万円減少しております。また、この変更による損益に与える影響は軽微であります。

 

（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、

当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用す

る方法によっております。

　なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。

 

（四半期連結貸借対照表関係）

１　保証債務

　連結会社以外の会社及び従業員の金融機関からの借入等に対し、債務保証を行っております。

前連結会計年度
（平成26年３月31日）

当第２四半期連結会計期間
（平成26年９月30日）

従業員 7百万円 従業員 7百万円

株式会社池田医療電機 248 株式会社池田医療電機 126

計 255 計 134

 

２　手形信託契約に基づく遡及義務

 
前連結会計年度

（平成26年３月31日）
当第２四半期連結会計期間
（平成26年９月30日）

手形信託契約に基づく遡及義務 186百万円 －百万円

 

（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４月１日

　　至 平成25年９月30日）

　当第２四半期連結累計期間
（自 平成26年４月１日

　　至 平成26年９月30日）

給与 2,770百万円 2,806百万円

賞与引当金繰入額 700 691

退職給付費用 332 112
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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25年４月１日

至　平成25年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成26年４月１日
至　平成26年９月30日）

現金及び預金勘定 19,942百万円 23,652百万円

預入期間が３か月を超える定期預金 △167 △147

有価証券勘定 － 1,000

現金及び現金同等物 19,774 24,505

 

（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４月１日　至平成25年９月30日）

１．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６月27日

定時株主総会
普通株式 235 9  平成25年３月31日  平成25年６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
（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10月31日

取締役会
普通株式 156 6  平成25年９月30日  平成25年12月６日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自平成26年４月１日　至平成26年９月30日）

１．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26年６月27日

定時株主総会
普通株式 339 13  平成26年３月31日  平成26年６月30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
（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26年10月31日

取締役会
普通株式 182 7  平成26年９月30日  平成26年12月４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25年４月１日　至平成25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：百万円）

 報告セグメント

合計
調整額
（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２

 
デバイス
事業

システム
事業

計

売上高       

外部顧客への売上高 104,950 14,423 119,373 119,373 － 119,373

セグメント間の内部売上高

又は振替高
0 7 7 7 △7 －

計 104,950 14,431 119,381 119,381 △7 119,373

セグメント利益 1,093 85 1,179 1,179 △5 1,174

（注）１．セグメント利益の調整額△5百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△5百万円が

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投資不動産に係る費用でありま

す。

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

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

　該当事項はありません。

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自平成26年４月１日　至平成26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：百万円）

 報告セグメント

合計
調整額
（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２

 
デバイス
事業

システム
事業

計

売上高       

外部顧客への売上高 107,488 15,701 123,190 123,190 － 123,190

セグメント間の内部売上高

又は振替高
0 77 77 77 △77 －

計 107,488 15,779 123,268 123,268 △77 123,190

セグメント利益 752 171 924 924 △4 919

（注）１．セグメント利益の調整額△4百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△4百万円が

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投資不動産に係る費用でありま

す。

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

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

　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25年４月１日
至　平成25年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成26年４月１日
至　平成26年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額 22円40銭 10円20銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（百万円） 585 266

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利益金額（百万円） 585 266

普通株式の期中平均株式数（千株） 26,136 26,135

（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。

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

２【その他】

平成26年10月31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。

（イ） 配当金の総額 ……………………………………… 182百万円

（ロ） １株当たりの金額 ………………………………… ７円00銭

（ハ） 支払請求の効力発生日及び支払開始日 ………… 平成26年12月４日

（注） 平成26年９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、支払いを行います。
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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。

 

EDINET提出書類

丸文株式会社(E02864)

四半期報告書

17/18



 
 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成26年11月12日

丸文株式会社

取締役会　御中

 

新日本有限責任監査法人

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 海野　隆善　　　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 佐々木　浩一郎　　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」に掲げられている丸文株式会社の

平成26年４月１日から平成27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26年７月１日から平成26年

９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成26年４月１日から平成26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、丸文株式会社及び連結子会社の平成26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。

 

その他の事項

　会社の平成26年３月31日をもって終了した前連結会計年度の第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間に係

る四半期連結財務諸表並びに前連結会計年度の連結財務諸表は、それぞれ、前任監査人によって四半期レビュー及び監査

が実施されている。前任監査人は、当該四半期連結財務諸表に対して平成25年11月８日付けで無限定の結論を表明してお

り、また、当該連結財務諸表に対して平成26年６月27日付けで無限定適正意見を表明している。

 

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おりません。
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