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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23期

第３四半期
連結累計期間

第24期
第３四半期
連結累計期間

第23期

会計期間
自　平成25年４月１日

至　平成25年12月31日

自　平成26年４月１日

至　平成26年12月31日

自　平成25年４月１日

至　平成26年３月31日

売上高 （千円） 18,901,422 19,592,626 24,839,128

経常利益 （千円） 4,376,521 4,967,818 5,398,349

四半期(当期)純利益 （千円） 2,784,059 3,246,539 3,476,492

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 5,234,748 4,756,915 5,681,241

純資産額 （千円） 26,774,588 31,320,918 27,011,663

総資産額 （千円） 33,266,159 37,181,268 32,899,682

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

（円） 67.16 78.32 83.87

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

（円） 66.48 77.72 83.15

自己資本比率 （％） 80.0 83.9 81.8
 

 

回次
第23期

第３四半期
連結会計期間

第24期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成25年10月１日

至 平成25年12月31日

自 平成26年10月１日

至 平成26年12月31日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 24.84 24.77
 

(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24期第１四半期連結会計期間より、在外子会社の収益及び費用は、在外子会社の決算日の直物為替相場に

より円貨に換算する方法から、期中平均為替相場により円貨に換算する方法に変更し、第23期第３四半期連

結累計期間及び第23期連結会計年度の関連する主要な経営指標等について、遡及処理後の数値を記載してお

ります。

 

２ 【事業の内容】

当第３四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）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。

 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】

当第３四半期連結累計期間において、財政状態及び経営成績の異常な変動等又は、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」について重要な変更はありません。

 

２ 【経営上の重要な契約等】

　当第３四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。

　なお、第１四半期連結会計期間より、在外子会社の収益及び費用は、在外子会社の決算日の直物為替相場により円

貨に換算する方法から、期中平均為替相場により円貨に換算する方法に変更し、遡及処理後の数値で前四半期連結累

計期間との比較を行っております。

 
(1)　業績の状況

当第３四半期連結累計期間における世界経済は、米国では緩やかな拡大が続き、中国では成長の勢いに弱さが

見られました。また、欧州や一部の新興国では足踏みの状態ながらも、持ち直しの動きも見えました。日本経済

は個人消費に弱さが見られたものの、緩やかな回復基調が続きました。一方、世界的な原油価格の下落は世界経

済の不安定要因となりました。

 

このような状況の中で、当社グループは全般的な円安もあり連結売上高が増加し、売上高は195億92百万円（前

年同四半期比3.7％増）、営業利益は45億51百万円（前年同四半期比14.9％増）、経常利益は49億67百万円（前年

同四半期比13.5％増）、四半期純利益は32億46百万円（前年同四半期比16.6％増）となりました。

 

　セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

(光学フィルム事業)

売上高は107億50百万円（前年同四半期比0.2％増）となりました。

製品種類別では、サングラス用素膜や温度追従型楕円偏光フィルム（ＴＥＰ）の出荷が減少しましたが、産

業用や車載用LCDパネル向けの染料系偏光フィルムや楕円偏光フィルムの出荷が伸長し、光学フィルム事業全体

では売上高が増加しました。

光学フィルム事業のセグメント利益（営業利益）は22億70百万円（前年同四半期比11.3％増）でありまし

た。
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(精密部品事業)

売上高は88億41百万円（前年同四半期比8.2％増）となりました。

製品種類別では、無機偏光板ProFluxについては通常の液晶プロジェクター向けの出荷が伸長した一方、デジ

タルシネマ等の事業用は低調でした。また、X線分析装置部材については出荷が堅調で、精密部品事業全体では

売上高が増加しました。

精密部品事業のセグメント利益（営業利益）は22億81百万円（前年同四半期比18.8％増）でありました。

 

(2) 財政状態の分析

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ42億81百万円増加し、371億81百万円とな

りました。主な要因は、現金及び預金の増加25億61百万円、受取手形及び売掛金の増加７億97百万円、有価証

券の増加１億64百万円、原材料及び貯蔵品の増加１億65百万円、有形固定資産の増加４億47百万円でありま

す。

当第３四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べ27百万円減少し、58億60百万円となりまし

た。主な要因は、支払手形及び買掛金の増加４億73百万円、未払法人税等の減少３億94百万円、退職給付に係

る負債の減少２億66百万円であります。

当第３四半期連結会計期間末の少数株主持分を含めた純資産は、前連結会計年度末に比べ43億９百万円増加

し、313億20百万円となりました。主な要因は、四半期純利益32億46百万円、株主配当金の支払による減少６億

11百万円、為替換算調整勘定の増加14億53百万円、退職給付会計の会計基準変更に係る期首利益剰余金の増加

１億65百万円であります。

 

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四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３四半期連結累計期間の研究開発費の総額は14億24百万円であります。

なお、当第３四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 165,800,000

計 165,800,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成26年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成27年２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 41,450,000 41,450,000
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 41,450,000 41,450,000 － －
 

 

(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

(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12月31日 － 41,450,000 － 3,095,125 － 2,761,941
 

 

EDINET提出書類

株式会社ポラテクノ(E02107)

四半期報告書

 5/19



 

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 

(7) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載することが

できませんので、直前の基準日である平成26年９月30日の株主名簿により記載しております。

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） － － －

完全議決権株式（その他）
普通株式

41,449,200
414,492 －

単元未満株式
普通株式

800
－ －

発行済株式総数 41,450,000 － －

総株主の議決権 － 414,492 －
 

（注）１　上記の「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200株含まれております。

また、「議決権の数」の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数２個が含まれておりま

す。

２　単元未満株式には、当社所有の自己株式77株が含まれております。

　

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(％)

－ － － － － －

計 － － － － －
 

 

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３四半期連結会計期間（平成26年10月１日から平成

26年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成26年４月１日から平成26年12月31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。

 

EDINET提出書類

株式会社ポラテクノ(E02107)

四半期報告書

 7/19



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26年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成26年12月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 9,078,777 11,640,659

  受取手形及び売掛金 5,363,932 ※1  6,161,918

  有価証券 1,110,204 1,274,326

  商品及び製品 1,751,449 1,837,631

  仕掛品 1,588,343 1,492,885

  原材料及び貯蔵品 2,293,645 2,459,589

  その他 1,031,414 1,139,792

  貸倒引当金 △27,803 △21,948

  流動資産合計 22,189,963 25,984,855

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 4,137,655 4,902,700

   機械装置及び運搬具（純額） 3,523,271 3,321,870

   その他（純額） 1,901,163 1,785,442

   有形固定資産合計 9,562,090 10,010,013

  無形固定資産   

   のれん 70,147 43,761

   その他 814,957 849,415

   無形固定資産合計 885,104 893,177

  投資その他の資産   

   退職給付に係る資産 － 6,238

   その他 262,523 290,126

   貸倒引当金 － △3,143

   投資その他の資産合計 262,523 293,222

  固定資産合計 10,709,719 11,196,413

 資産合計 32,899,682 37,181,268

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 2,135,165 ※1  2,608,394

  1年内返済予定の長期借入金 275,000 75,000

  未払法人税等 982,721 588,718

  賞与引当金 350,170 210,661

  役員賞与引当金 38,006 48,069

  その他 953,416 1,386,687

  流動負債合計 4,734,479 4,917,530

 固定負債   

  長期借入金 150,000 75,000

  退職給付に係る負債 288,629 22,253

  資産除去債務 25,812 26,680

  その他 689,097 818,885

  固定負債合計 1,153,539 942,819

 負債合計 5,888,018 5,860,349
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           (単位：千円)

          
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成26年12月31日)

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 3,095,125 3,095,125

  資本剰余金 2,761,941 2,761,941

  利益剰余金 20,681,844 23,482,592

  自己株式 △26 △26

  株主資本合計 26,538,884 29,339,633

 その他の包括利益累計額   

  為替換算調整勘定 539,380 1,993,207

  退職給付に係る調整累計額 △171,937 △147,908

  その他の包括利益累計額合計 367,443 1,845,298

 少数株主持分 105,335 135,986

 純資産合計 27,011,663 31,320,918

負債純資産合計 32,899,682 37,181,268
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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３四半期連結累計期間】

           (単位：千円)

          前第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

売上高 18,901,422 19,592,626

売上原価 10,557,781 10,658,990

売上総利益 8,343,641 8,933,635

販売費及び一般管理費 4,383,684 4,382,056

営業利益 3,959,956 4,551,578

営業外収益   

 受取利息 9,196 11,383

 為替差益 375,646 378,831

 その他 40,199 29,939

 営業外収益合計 425,042 420,154

営業外費用   

 支払利息 5,962 1,732

 その他 2,514 2,182

 営業外費用合計 8,477 3,915

経常利益 4,376,521 4,967,818

特別利益   

 固定資産売却益 28 －

 持分変動利益 37,996 26,015

 特別利益合計 38,024 26,015

特別損失   

 固定資産除却損 45,784 7,118

 特別損失合計 45,784 7,118

税金等調整前四半期純利益 4,368,762 4,986,715

法人税、住民税及び事業税 1,590,030 1,763,696

法人税等調整額 △16,300 △36,960

法人税等合計 1,573,729 1,726,735

少数株主損益調整前四半期純利益 2,795,032 3,259,979

少数株主利益 10,973 13,440

四半期純利益 2,784,059 3,246,539
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【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

           (単位：千円)

          前第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 2,795,032 3,259,979

その他の包括利益   

 為替換算調整勘定 2,439,715 1,472,907

 退職給付に係る調整額 － 24,028

 その他の包括利益合計 2,439,715 1,496,935

四半期包括利益 5,234,748 4,756,915

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 5,201,296 4,724,394

 少数株主に係る四半期包括利益 33,451 32,520
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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。

 

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

　　　該当事項はありません。

　

(会計方針の変更等)

 

（在外子会社の収益及び費用の換算方法の変更）

　在外子会社の収益及び費用については、従来、在外子会社の決算日の直物為替相場により円貨に換算しておりまし

たが、第１四半期連結会計期間より、期中平均為替相場により円貨に換算する方法に変更しております。

　この変更は、近年在外子会社における収益及び費用の重要性が増しており、今後もその傾向が継続すると見込まれ

る中、期末時点で受ける一時的な為替相場の変動による期間損益への影響を排除し、会計年度を通じて発生する損益

をより適切に連結財務諸表に反映させるために行ったものであります。この変更に伴い、前年四半期及び前連結会計

年度については、当該会計方針の変更を反映した遡及適用後の数値を記載しております。

　この結果、遡及適用を行う前と比べて、前第３四半期連結累計期間の売上高は８億79百万円、営業利益は４億67百

万円、経常利益は77百万円、税金等調整前四半期純利益は77百万円、四半期純利益は53百万円減少しております。ま

た、利益剰余金の前期首残高は２百万円増加し、為替換算調整勘定の前期首残高が２百万円減少しております。

　なお、１株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。

 

（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、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いたしました。

　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３四半期

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３四半期連結累計期間の期首の退職給付に係る負債が２億56百万円減少し、利益剰余金が１

億65百万円増加しております。また、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)

該当事項はありません。
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(四半期連結貸借対照表関係)

※１　四半期連結会計期間末日満期手形

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

第３四半期連結会計期間末日は金融機関が休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形が当第３四半

期連結会計期間末残高に含まれております。

 

 
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成26年12月31日)

受取手形 ― 2,106千円

支払手形 ― 75,253千円

   
 

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半

期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次

のとおりであります。

 

 
前第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
 至 平成25年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
 至 平成26年12月31日)

減価償却費 1,360,123千円 1,246,550千円

のれんの償却額 141,122千円 33,863千円

負ののれんの償却額 △53千円 　　―
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(株主資本等関係)

前第３四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年12月31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６月24日
定時株主総会

普通株式 518,124 12.50 平成25年３月31日 平成25年６月25日 利益剰余金

平成25年11月７日
取締役会

普通株式 259,062 6.25 平成25年９月30日 平成25年12月２日 利益剰余金
 

 

２  基準日が当第３四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３四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

株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。

 

当第３四半期連結累計期間（自 平成26年４月１日 至 平成26年12月31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６月24日
定時株主総会

普通株式 321,236 7.75 平成26年３月31日 平成26年６月25日 利益剰余金

平成26年11月５日
取締役会

普通株式 290,149 7.00 平成26年９月30日 平成26年12月１日 利益剰余金
 

 

２  基準日が当第３四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３四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

株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年12月31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：千円）

 
報告セグメント

調整額
四半期連結
損益計算書
計上額

光学フィルム
事業

精密部品
事業

計

売上高      

  外部顧客への売上高 10,730,223 8,171,199 18,901,422 － 18,901,422

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

201,052 － 201,052 △201,052 －

計 10,931,276 8,171,199 19,102,475 △201,052 18,901,422

セグメント利益 2,040,020 1,919,936 3,959,956 － 3,959,956
 

(注)　セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

 

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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Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自 平成26年４月１日 至 平成26年12月31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：千円）

 
報告セグメント

調整額
四半期連結
損益計算書
計上額

光学フィルム
事業

精密部品
事業

計

売上高      

  外部顧客への売上高 10,750,998 8,841,627 19,592,626 － 19,592,626

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

182,334 － 182,334 △182,334 －

計 10,933,333 8,841,627 19,774,961 △182,334 19,592,626

セグメント利益 2,270,512 2,281,066 4,551,578 － 4,551,578
 

(注)　セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

 

２.　報告セグメントの変更等に関する事項

（在外子会社の収益及び費用の換算方法の変更）

「会計方針の変更等」に記載のとおり、在外子会社の収益及び費用は、従来、決算日の直物為替相場により円貨に

換算しておりましたが、第１四半期連結会計期間より期中平均為替相場により円貨に換算する方法に変更しておりま

す。

　この変更は、近年在外子会社における収益及び費用の重要性が増しており、今後もその傾向が継続すると見込まれ

る中、期末時点で受ける一時的な為替相場の変動による期間損益への影響を排除し、会計年度を通じて発生する損益

をより適切に連結財務諸表に反映させるために行ったものであります。

　この変更に伴い、報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額の算定方法を変更し、前第３四半期連結累

計期間については、遡及適用後の「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」となってお

ります。

 
（退職給付に関する会計基準等の適用）

　「会計方針の変更等」に記載のとおり、第１四半期連結会計期間より退職給付債務及び勤務費用の計算方法を変更

したことに伴い、報告セグメントの退職給付債務及び勤務費用の計算方法を同様に変更いたしました。

　　なお、当該変更による各報告セグメント利益に及ぼす影響は軽微であります。

 

３. 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並びに潜在株式調整後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３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
 至 平成25年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
 至 平成26年12月31日)

(1) １株当たり四半期純利益金額 67.16円 78.32円

(算定上の基礎)   

四半期純利益金額(千円) 2,784,059 3,246,539

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) 2,784,059 3,246,539

普通株式の期中平均株式数(株) 41,449,923 41,449,923

(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 66.48円 77.72円

(算定上の基礎)   

四半期純利益調整額(千円) △28,271 △24,746

(うち米国連結子会社の発行する潜在株式に係
る権利行使を仮定した場合の四半期純利益の減
少額(千円))

(△28,271) (△24,746)

普通株式増加数(株) － －

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜
在株式で、前連結会計年度末から重要な変動が
あったものの概要

－ －

 

(注)　「会計方針の変更等」に記載のとおり、第１四半期連結会計期間における会計方針の変更は遡及適用され、

前第３四半期連結累計期間は遡及適用後の四半期連結財務諸表となっております。

この結果、遡及適用を行う前と比べて、前第３四半期連結累計期間の１株当たり四半期純利益金額は１円30

銭減少し、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額は１円29銭減少しております。

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

 

２ 【その他】

第24期（平成26年４月１日から平成27年３月31日まで）中間配当について、平成26年11月５日開催の取締役会にお

いて、平成26年９月30日の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。

①配当金の総額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 290,149千円

②１株当たりの金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ７円00銭

③支払請求権の効力発生日及び支払開始日　　　　 平成26年12月１日
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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27年２月12日

株式会社ポラテクノ

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   野　　本　　直　　樹   印

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   大　　島　　伸　　一   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ポラテ

クノの平成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３四半期連結会計期間(平成26年10月１日から平

成26年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成26年４月１日から平成26年12月31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、株式会社ポラテクノ及び連結子会社の平成26年12月31日現在の財

政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績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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