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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90期

第１四半期
連結累計期間

第91期
第１四半期
連結累計期間

第90期

会計期間
自平成26年４月１日
至平成26年６月30日

自平成27年４月１日
至平成27年６月30日

自平成26年４月１日
至平成27年３月31日

売上高 （百万円） 120,889 126,414 525,274

経常利益又は経常損失（△） （百万円） 3,294 △2,739 11,959

親会社株主に帰属する四半期純

利益又は親会社株主に帰属する

四半期（当期）純損失（△）

（百万円） 1,630 △5,247 △334

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 673 △1,249 18,889

純資産額 （百万円） 188,621 202,443 204,723

総資産額 （百万円） 390,427 437,125 417,440

１株当たり四半期純利益金額

又は１株当たり四半期（当期）

純損失金額（△）

（円） 5.94 △19.11 △1.21

潜在株式調整後１株当たり

四半期（当期）純利益金額
（円） 5.93 － －

自己資本比率 （％） 41.4 38.6 41.4

（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.前連結会計年度並びに当第１四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額につ

いては、潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期（当期）純損失金額であるため記載しておりません。

４.「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日）等を適用し、当第１四半期連結累

計期間より、「四半期純利益又は四半期（当期）純損失」を「親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社

株主に帰属する四半期（当期）純損失」としております。

 

２【事業の内容】

　当第１四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。

　なお、当第１四半期連結会計期間より、報告セグメントの区分を変更しております。詳細は、「第４　経理の状

況　１　四半期連結財務諸表　注記事項（セグメント情報等）」に記載のとおりであります。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第１四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１四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または締結等はありません。
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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１四半期連結累計期間の世界経済は、米国では景気は回復し、欧州では緩やかな景気回復が続き、アジア

では景気は総じて堅調に推移いたしました。また、日本経済は、景気は緩やかな回復基調で推移しているもの

の、個人消費、輸出及び設備投資の回復の動きが一服したことから、一時的に減速いたしました。

　このような状況下で、当社グループは「グローバル・ワンストップ・ソリューション企業」を目指し、「グ

ローバルリテール事業の成長」、「ソリューション事業の拡大」及び「原価低減の加速、生産性向上による安定

収益体制の構築」に鋭意努めてまいりました。

　売上高につきましては、為替の影響もあって概ね堅調に推移し、1,264億14百万円（前年同期比５％増）となり

ました。一方、損益につきましては、海外リテールソリューション事業が粗利低下並びに販売費及び一般管理費

増加の影響により大幅に悪化したことから、営業損失は18億55百万円（前年同期は46億２百万円の営業利益）、

経常損失は27億39百万円（前年同期は32億94百万円の経常利益）、親会社株主に帰属する四半期純損失は52億47

百万円（前年同期は16億30百万円の親会社株主に帰属する四半期純利益）となりました。

 

　当第１四半期連結累計期間の報告セグメントの状況は、次のとおりであります。

 

（リテールソリューション事業）

　国内及び海外市場向けＰＯＳシステム、国内市場向け複合機及び国内市場向けオートＩＤシステム並びにその

関連商品などを取り扱っているリテールソリューション事業は、米国においては消費が回復し大手小売業の投資

意欲が回復しつつあるものの、欧州及び国内において小売業の投資意欲が伸び悩むとともに、競合他社との競争

激化が続く厳しい事業環境の中で、マーケットニーズにマッチした新商品の開発、主力・注力商品の拡販、エリ

ア・マーケティングの推進、コスト競争力強化による収益体質向上などに鋭意注力いたしました。

国内市場向けＰＯＳシステムは、流通小売業の新規出店計画の見直しなどを背景に厳しい状況が続き、売上は

減少いたしました。

海外市場向けＰＯＳシステムは、競争激化が続く欧州市場などにおいて伸び悩んだものの、拡販施策の推進に

より米州市場の売上が堅調に推移したことや為替の影響などにより、売上は増加いたしました。

複合機は、カラー複合機の販売台数が減少したことなどにより、売上は減少いたしました。

オートＩＤシステムは、流通小売業・サービス業・飲食業向けに小型ラベルプリンタの売上が伸長したことな

どから、売上は増加いたしました。

この結果、リテールソリューション事業の売上高は、756億99百万円（前年同期比１％増）となりました。ま

た、同事業の営業損益は、海外リテールソリューション事業の損益悪化により52億35百万円の損失計上（前年同

期は11億83百万円の営業利益）に至りました。

 

（プリンティングソリューション事業）

　海外市場向け複合機、海外市場向けオートＩＤシステム及びその関連商品並びに国内及び海外市場向けインク

ジェットなどを取り扱っているプリンティングソリューション事業は、競合他社との価格競争激化が続く厳しい

事業環境の中で、戦略商品の拡販、バーティカル市場と新規事業領域の開拓及びアライアンス戦略の推進による

拡販などに鋭意注力いたしました。

　複合機は、当社独自の商品・顧客網を活用した差異化による販売活動の推進、戦略商品の拡販、為替の影響な

どにより、米州市場及びアジア市場において伸長したことから、売上は増加いたしました。

　オートＩＤシステムは、欧州市場向け高速ラベルプリンタの販売が好調であったことや為替の影響などによ

り、売上は増加いたしました。

　インクジェットは、海外向け販売が増加したことから、売上は増加いたしました。

　この結果、プリンティングソリューション事業の売上高は、539億33百万円（前年同期比９％増）となりまし

た。また、同事業の営業利益は、販売費及び一般管理費増加の影響などにより33億79百万円（前年同期比１％

減）となりました。

 

（注）オートＩＤシステムとは、ハード・ソフトを含む機器により、自動的にバーコード、ＩＣタグなどのデー

タを取り込み、内容を識別・管理するシステムをいいます。
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（２）財政状態の分析

　当第１四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196億85百万円増加し、4,371億25百万円と

なりました。これは主に流動資産の「グループ預け金」が123億22百万円、「商品及び製品」が35億２百万円、固

定資産の「投資その他の資産」が29億88百万円増加したことなどによります。

　負債は、前連結会計年度末に比べ219億66百万円増加し、2,346億82百万円となりました。これは主に流動負債

の「短期借入金」が183億50百万円、「その他」が44億91百万円増加したことなどによります。

　純資産は、22億80百万円減少し2,024億43百万円となりました。これは、「為替換算調整勘定」が26億47百万

円、「非支配株主持分」が18億30百万円増加しましたが、「利益剰余金」が配当金の支払いにより19億22百万

円、親会社株主に帰属する四半期純損失により52億47百万円減少したことなどによります。

 

（３）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第１四半期連結累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更はありません。

　また、当第１四半期連結累計期間において、新たに発生した事業上及び財務上の対処すべき課題はありません。

 

（４）研究開発活動

　当第１四半期連結累計期間における当社グループの研究開発費の総額は、69億63百万円であります。

　なお、当第１四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 1,000,000,000

計 1,000,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末

現在発行数(株)
(平成27年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成27年８月11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 288,145,704 288,145,704
東京証券取引所

(市場第一部)
単元株式数 1,000株

計 288,145,704 288,145,704 ― ―

 

（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27年４月１日～

平成27年６月30日
― 288,145,704 ― 39,970 ― 49,183

 

（６）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

　当第１四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ないため、記

載することができないことから、直前の基準日(平成27年３月31日)に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。

 

①【発行済株式】

平成27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      13,561,000 ― 単元株式数 1,000株

完全議決権株式(その他) 普通株式     273,332,000 273,332 同上

単元未満株式 普通株式       1,252,704 ― １単元(1,000株)未満の株式

発行済株式総数              288,145,704 ― ―

総株主の議決権 ― 273,332 ―

 (注)　㈱証券保管振替機構名義の株式1,000株は、「完全議決権株式(その他)」に1,000株(議決権１個)を含めており

ます。

 

②【自己株式等】

平成27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(％)

東芝テック㈱
東京都品川区

 大崎一丁目11番１号
13,561,000 ― 13,561,000 4.71

計 ― 13,561,000 ― 13,561,000 4.71

 (注)　当第１四半期会計期間末の自己株式数は13,571,492株(発行済株式総数に対する所有株式数の割合4.71％)と

なっております。

 

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第１四半期累計期間における役員の異動はありません。

　なお、前事業年度の有価証券報告書に記載のとおり、平成27年７月13日付で役員の異動がありました。同日後、当

第１四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。

 

（１）退任役員

役名 職名 氏名 退任年月日

取締役 （非常勤） 下光　秀二郎 平成27年７月21日

 

（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性11名　女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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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１四半期連結会計期間(平成27年４月１日から平

成27年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成27年４月１日から平成27年６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27年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成27年６月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 21,810 18,198

グループ預け金 33,154 45,476

受取手形及び売掛金 81,622 82,012

商品及び製品 36,295 39,797

仕掛品 2,445 3,230

原材料及び貯蔵品 6,967 7,947

その他 59,616 61,626

貸倒引当金 △1,405 △1,653

流動資産合計 240,506 256,635

固定資産   

有形固定資産 33,560 34,037

無形固定資産   

のれん 36,911 37,301

その他 70,332 70,043

無形固定資産合計 107,243 107,344

投資その他の資産   

その他 36,089 39,077

貸倒引当金 △62 △62

投資その他の資産合計 36,026 39,014

固定資産合計 176,830 180,397

繰延資産 103 92

資産合計 417,440 437,125
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  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成27年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成27年６月30日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 89,919 87,981

短期借入金 2,028 20,378

未払法人税等 4,418 4,284

その他 68,739 73,230

流動負債合計 165,105 185,874

固定負債   

退職給付に係る負債 36,552 36,325

その他 11,058 12,481

固定負債合計 47,610 48,807

負債合計 212,716 234,682

純資産の部   

株主資本   

資本金 39,970 39,970

資本剰余金 52,965 52,965

利益剰余金 65,921 58,752

自己株式 △5,542 △5,549

株主資本合計 153,316 146,140

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,513 1,800

繰延ヘッジ損益 3 △3

為替換算調整勘定 18,157 20,804

最小年金負債調整額 △568 △590

退職給付に係る調整累計額 354 514

その他の包括利益累計額合計 19,461 22,526

新株予約権 116 116

非支配株主持分 31,830 33,660

純資産合計 204,723 202,443

負債純資産合計 417,440 437,125
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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１四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第１四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成27年４月１日
　至　平成27年６月30日)

売上高 120,889 126,414

売上原価 67,421 73,043

売上総利益 53,468 53,371

販売費及び一般管理費 48,865 55,227

営業利益又は営業損失（△） 4,602 △1,855

営業外収益   

受取利息 58 146

受取配当金 19 24

為替差益 － 855

デリバティブ評価益 73 －

その他 67 136

営業外収益合計 220 1,162

営業外費用   

支払利息 145 167

為替差損 599 －

デリバティブ評価損 － 1,269

その他 782 609

営業外費用合計 1,528 2,046

経常利益又は経常損失（△） 3,294 △2,739

特別損失   

減損損失 － 465

事業構造改革費用 108 59

特別損失合計 108 524

税金等調整前四半期純利益又は

税金等調整前四半期純損失（△）
3,186 △3,264

法人税等 1,407 1,596

四半期純利益又は四半期純損失（△） 1,778 △4,860

非支配株主に帰属する四半期純利益 147 386

親会社株主に帰属する四半期純利益又は

親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
1,630 △5,247
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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第１四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成27年４月１日
　至　平成27年６月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 1,778 △4,860

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 172 287

繰延ヘッジ損益 △5 △7

為替換算調整勘定 △1,364 3,192

最小年金負債調整額 △91 △22

退職給付に係る調整額 183 160

その他の包括利益合計 △1,105 3,610

四半期包括利益 673 △1,249

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 933 △2,182

非支配株主に係る四半期包括利益 △260 932
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【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

　当社グループ会社である東芝テックシンガポール社による株式取得に伴い、当第１四半期連結会計期間より、

東芝テックマレーシア社及びその子会社３社（テレ ダイナミクス ソリューション社、ビーエクセル社、タイコ

ム ネットワーク社）を連結の範囲に含めております。

 

（会計方針の変更）

（企業結合に関する会計基準等の適用）

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」とい

う。）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成25年９月13日。以下「連結会計基準」

という。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号　平成25年９月13日。以下「事業分離等

会計基準」という。）等を当第１四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当

社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用と

して計上する方法に変更しております。また、当第１四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合につい

ては、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四

半期連結財務諸表に反映させる方法に変更しております。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持

分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第１四半期連結

累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。

企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項(4)、連結会計基準第44－５項(4)及び事

業分離等会計基準第57－４項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、当第１四半期連結会計期間の期首時点か

ら将来にわたって適用しております。

なお、この変更に伴う当第１四半期連結会計期間末の四半期連結貸借対照表及び当第１四半期連結累計期間の

四半期連結損益計算書への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１四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。

 

（追加情報）

　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　偶発債務

従業員について、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27年３月31日）

当第１四半期連結会計期間

（平成27年６月30日）

従業員住宅ローン

(銀行借入金等保証)
193百万円

従業員住宅ローン

(銀行借入金等保証)
179百万円

保証債務計 193百万円 保証債務計 179百万円

 

２　輸出為替手形(信用状なし)割引高

 
前連結会計年度

（平成27年３月31日）
当第１四半期連結会計期間
（平成27年６月30日）

輸出為替手形(信用状なし)割引高 154百万円 106百万円

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第１四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１四半

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１四半期連結累計期間
（自 平成26年４月１日
至 平成26年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自 平成27年４月１日
至 平成27年６月30日）

１　減価償却費 4,083百万円 4,205百万円

２　のれんの償却額 1,141 1,256
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間(自　平成26年４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

（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４月28日

取締役会
普通株式 1,097 4.0 平成26年３月31日 平成26年６月２日 利益剰余金

 

 

（２）株主資本の金額の著しい変動

該当事項はありません。

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間(自　平成27年４月１日　至　平成27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

（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27年６月16日

取締役会
普通株式 1,922 7.0 平成27年３月31日 平成27年６月29日 利益剰余金

 

 

（２）株主資本の金額の著しい変動

該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成26年４月１日 至　平成26年６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

調整額

四半期連結

損益計算書

計上額

（注）
 

リテール

ソリューション

プリンティング

ソリューション
計

売上高      

外部顧客への売上高 74,274 46,615 120,889 － 120,889

セグメント間の

内部売上高又は振替高
723 2,671 3,395 △3,395 －

計 74,998 49,287 124,285 △3,395 120,889

セグメント利益 1,183 3,419 4,602 － 4,602

（注）セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成27年４月１日 至　平成27年６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

調整額

四半期連結

損益計算書

計上額

（注）
 

リテール

ソリューション

プリンティング

ソリューション
計

売上高      

外部顧客への売上高 75,123 51,290 126,414 － 126,414

セグメント間の

内部売上高又は振替高
575 2,642 3,218 △3,218 －

計 75,699 53,933 129,633 △3,218 126,414

セグメント利益又は

損失（△）
△5,235 3,379 △1,855 － △1,855

（注）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

　報告セグメント情報における事業区分は、前連結会計年度まで「システムソリューション事業」及び

「グローバルソリューション事業」に区分しておりましたが、事業環境をリードし、あらゆるお客様に一

歩先のソリューションを活用いただくために、当第１四半期連結会計期間より商品・サービス別組織へと

体制を再編し、「リテールソリューション事業」及び「プリンティングソリューション事業」の事業区分

に変更しております。

　なお、前第１四半期連結累計期間のセグメント情報は、会社組織変更後の報告セグメントの区分に基づ

き作成したものを開示しております。
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（企業結合等関係）

取得による企業結合

１．企業結合の概要

　当社グループ会社である東芝テックシンガポール社は、平成27年４月１日付でTele Dynamics Sdn. Bhd.の株

式取得を実行いたしました。これに伴い、Tele Dynamics Sdn. Bhd.とその子会社３社（Tele Dynamics

Solution Sdn. Bhd.、B-Excelle Sdn. Bhd.、Thaicom Network Co., LTD）の連結組入を行うとともに、マレー

シア、タイにおいて事業を開始いたしました。

　なお、出資比率は、東芝テックシンガポール社が51.0％、Questland Development Sdn. Bhd.が49.0％であり

ますが、一定期間経過後に東芝テックシンガポール社が同社を100％子会社にする予定であります。

（1）被取得企業の名称及びその事業の内容

被取得企業の名称　Tele Dynamics Sdn. Bhd.及びその子会社３社（Tele Dynamics Solution Sdn. Bhd.、

B-Excelle Sdn. Bhd.、Thaicom Network Co., LTD）

事業の内容　　　　マレーシア、タイでのMFP、POS、BCSの販売及びメンテナンス、

IT事業、ソリューション開発

（2）企業結合を行った主な理由

マレーシア、タイの販売会社を現地法人化することにより、プリンティングソリューション市場における

当社の事業拡大を目指すためであります。

（3）企業結合日

平成27年４月１日

（4）企業結合の法的形式

株式取得

（5）結合後企業の名称

東芝テックマレーシア社、テレ ダイナミクス ソリューション社、ビーエクセル社、

タイコム ネットワーク社

 

２．四半期連結累計期間に係る四半期連結損益計算書に含まれる被取得企業の業績の期間

平成27年４月１日から平成27年６月30日

 

３．被取得企業の取得原価及びその内訳

契約に基づき運転資本等の変動額を精査しているため、取得原価総額は今後も変動する予定であります。

なお、取得対価の予定総額は約28百万米ドル（約32億円）であり、対価は現金であります。

 

４．発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

（1）発生したのれんの金額

７億75百万円

　なお、のれんの金額は、当第１四半期連結会計期間末において取得原価の配分が完了していないため、

暫定的に算定された金額であります。

（2）発生原因

企業結合時の時価純資産額が取得原価を下回ったため、その差額をのれんとして認識しております。

（3）償却方法及び償却期間

８年間にわたる均等償却
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎、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。

 
前第１四半期連結累計期間
（自　平成26年４月１日
至　平成26年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成27年４月１日
至　平成27年６月30日）

(1) １株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四

半期純損失金額（△）
5円94銭 △19円11銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益金額又は

親会社株主に帰属する四半期純損失金額（△）

（百万円）

1,630 △5,247

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する

四半期純利益金額又は親会社株主に帰属する四

半期純損失金額（△）（百万円）

1,630 △5,247

普通株式の期中平均株式数（千株） 274,444 274,579

(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 5円93銭 －

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益調整額

（百万円）
－ －

普通株式増加数（千株） 333 －

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）当第１四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するもの

の、１株当たり四半期純損失金額であるため記載しておりません。
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２【その他】

平成27年６月16日開催の取締役会において、次のとおり剰余金の配当（期末配当）を行うことを決議いたしまし

た。

①配当金の総額　　　　　　　　　　　　　　 1,922百万円

②１株当たりの金額　　　　　　　　　　　　　　　 7.0円

③支払請求の効力発生日及び支払開始日　平成27年６月29日

（注）平成27年３月31日最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録質権者に対し、支払いを行いました。
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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８月11日

東芝テック株式会社

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 石川 達仁　　　 印

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 南山 智昭　　　 印

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 稻吉　 崇　　　 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」に掲げられている東芝テック株式

会社の平成27年４月１日から平成28年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成27年４月１日から平

成27年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成27年４月１日から平成27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、東芝テック株式会社及び連結子会社の平成27年６月30日現在の財政状

態及び同日をもって終了する第１四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

 

※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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