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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65期

第２四半期
連結累計期間

第66期
第２四半期
連結累計期間

第65期

会計期間
自 平成27年４月１日
至 平成27年９月30日

自 平成28年４月１日
至 平成28年９月30日

自 平成27年４月１日
至 平成28年３月31日

売上高 (千円) 3,661,079 3,544,328 7,966,103

経常利益 (千円) 183,238 139,026 643,917

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(千円) 121,948 80,438 455,723

四半期包括利益
又は包括利益

(千円) 41,823 △1,508 246,593

純資産額 (千円) 8,779,491 8,757,712 8,957,735

総資産額 (千円) 10,749,916 10,703,518 11,187,029

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 14.36 9.55 53.79

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 (％) 81.4 81.5 79.8

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 119,719 179,283 280,813

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 14,403 △90,418 △36,485

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △208,809 △201,054 △237,854

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 2,753,536 2,687,958 2,819,880
 

 

回次
第65期

第２四半期
連結会計期間

第66期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成27年７月１日
至 平成27年９月30日

自 平成28年７月１日
至 平成28年９月30日

１株当たり四半期
純利益金額

(円) 9.52 5.97
 

(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)において営まれている事業の内容に

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２四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、

投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生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」についての重要な変更はありません。

 なお、重要事象等は存在しておりません。

 

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

当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、緩やかな景気回復基調が続いているものの、世界経済の減

速懸念や円高、株安などの影響から輸出と生産面は横ばいで推移するなど、弱さが見られました。

また、海外経済においても同様に景気は緩やかに回復しておりますが、中国をはじめとする新興国経済減速の

影響や英国の欧州連合(ＥＵ)離脱問題等により、先行きは不透明感が強まっております。

一方、当社グループが属する電子計測器、電源機器等の業界においては、世界経済の減速懸念や円高の影響を

受け、製造業の設備投資の動きに足踏みがみられ、受注環境は厳しい状況で推移いたしました。

このような状況の中、当社グループは引き続き環境・エネルギー関連市場、自動車関連市場及び冷凍空調市場

を中心に積極的な営業活動と研究開発活動を行うと共に、原価低減と経費節減にも努力を重ねてまいりました。

しかしながら、当第２四半期連結累計期間の売上高は製造業全般で設備投資が抑制されたことや円高の影響等

により、35億４千４百万円(前年同期比3.2％減)となりました。

損益面におきましては、営業利益は１億４千万円(前年同期比10.9％減)、経常利益は１億３千９百万円(前年同

期比24.1％減)、親会社株主に帰属する四半期純利益は８千万円(前年同期比34.0％減)となりました。

 

当社グループは、電子計測器、電源機器等の各種電子応用機器の製造、販売を行っているものであり、セグメ

ントは単一であります。したがいまして、セグメントごとに業績は開示しておりません。

 
なお、当社グループにおける製品群別の売上の概況は、次のとおりであります。

 
《電子計測器群》

電子計測器分野においては、航空機用電子機器の測定器が好調に推移いたしました。また、次世代自動車関連

市場への安全関連試験機器に動きが見られましたが、前年同期実績を若干下回る結果となりました。

以上の結果、売上高は８億３千５百万円(前年同期比0.4％減)となりました。

　

《電源機器群》

電源機器分野においては、自動車関連市場向けにバイポーラ電源等の直流電源や新製品であるＰＬＺ－５Ｗシ

リーズ等の電子負荷装置が好調に推移いたしました。また、エネルギー関連市場への交流電源に動きが見られま

したが、汎用性の高い直流電源の設備需要が低調であったことなどにより、前年同期実績を下回る結果となりま

した。

以上の結果、売上高は25億７千万円(前年同期比4.0％減)となりました。
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《サービス・部品等》

サービス・部品等につきましては、特記すべき事項はありません。

当該サービス・部品等の売上高は、１億３千８百万円(前年同期比5.3％減)となりました。

　

　上記に含まれる海外市場の事業概況は以下のとおりであります。

 
《海外市場》

米国では、ＩＴ関連市場への交流電源に、欧州では、車載関連市場への直流電源等に動きが見られましたが、

全般的に低調に推移いたしました。

アジアにおいては、中国では次世代自動車関連市場への安全関連試験機器は好調に推移し、車載関連市場への

直流電源に動きが見られましたが、全般的に設備投資の抑制と円高の影響等により、低調に推移いたしました。

韓国では車載機器市場への直流電源、また、東南アジアでは家電関連市場への交流電源にそれぞれ動きが見られ

ました。

以上の結果、海外売上高は、前年同期実績を下回り、10億３千３百万円(前年同期比8.5％減)となりました。

　

(2) 財政状態の分析

当第２四半期連結会計期間の総資産は、たな卸資産が増加したものの、現金及び預金並びに受取手形及び売掛

金の減少等により、前連結会計年度末に比べ４億８千３百万円減少し、107億３百万円となりました。

負債は、支払手形及び買掛金並びに未払法人税等の減少等により、前連結会計年度末に比べ２億８千３百万円

減少し、19億４千５百万円となりました。

純資産は、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上等により増加したものの、剰余金の配当等により、前連

結会計年度末に比べ２億円減少し、87億５千７百万円となりました。

　

(3) キャッシュ・フロー状況の分析

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。）は、前連結会計年度末に比

べ１億３千１百万円（4.7％）減少し、26億８千７百万円となりました。

　

　当第２四半期連結累計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下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、１億７千９百万円（前年同期は１億１千９百万円）となりました。こ

れは、税金等調整前四半期純利益１億６千２百万円の計上、売上債権の減少額５億４百万円等による資金の増加

が、たな卸資産の増加額１億７千７百万円及び法人税等の支払額１億６千５百万円等による資金の減少を上回っ

た結果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)

投資活動によるキャッシュ・フローは、△９千万円（前年同期は１千４百万円）となりました。これは、有形

固定資産の取得による支出９千１百万円、投資有価証券の取得による支出９千３百万円等による資金の減少が、

定期預金の払戻による収入６千３百万円、投資有価証券の売却及び償還による収入４千４百万円等による資金の

増加を上回った結果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)

財務活動によるキャッシュ・フローは、△２億１百万円（前年同期は△２億８百万円）となりました。これ

は、自己株式の取得による支出１千３百万円及び配当金の支払額１億８千５百万円等により資金が減少したこと

によるものであります。
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(4) 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、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。

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会

社法施行規則第118条第３号に掲げる事項)は次のとおりであります。

① 基本方針の内容

当社の株式は、株主及び投資家の皆様による自由な取引が認められており、当社の株式に対する大量買付

提案等であっても、企業価値・株主共同の利益に資するものであれば、これを一概に否定するものではな

く、株式会社の支配権の移転を伴う買収提案についての判断は、最終的に株主全体の意思に基づいて行われ

るべきものと考えます。

しかしながら、株式の大量買付の中には、対象となる会社の経営陣の賛同を得ることなく、一方的に大量

買付提案等を強行するといったものも少なくありません。

当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方としては、経営の基本理念、企業価値、当社を支

えるステークホルダーとの信頼関係を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を中長期的に

確保、向上させる者でなければならないと考えております。したがいまして、企業価値ひいては株主共同の

利益を毀損するおそれのある不適切な大量買付提案等を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配

する者として不適切であると考えます。

② 不適切な支配の防止のための取り組み

当社は、大量買付提案の買付行為がなされた場合について、その大量買付者が中長期的な経営意図や計画

もなく一時的な収益の向上を狙ったもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、買収等の

提案理由、買付方法等が不当・不明確であるなどの事情があるときは、企業価値を毀損し、株主共同の利益

に資するとはいえないと考えます。

また、大量買付行為を受け入れるかどうかは、最終的には株主の皆様の判断に委ねるべきものであります

が、株主の皆様が適切な判断を行うためには十分な情報が提供される必要があると考えます。

そこで、大量買付行為に対するルールとして、特定の株主グループの株式等保有割合を20％以上となるよ

うな当社株式の買付を行う者に対して、(ａ)買付行為の前に、当社取締役会に対して十分な情報提供をする

こと、(ｂ)その後、独立委員会がその買付行為を検討、評価・交渉・意見及び代替案立案のための期間を設

けることをルールとして策定いたしました。このルールが遵守されない場合やその買付行為が企業価値また

は株主共同の利益に対する侵害・毀損をもたらすおそれのある買付と認められる場合に、当社はこれに対す

る買収防衛策を導入すべきものと考えます。

このような観点から、当社は、平成28年５月13日開催の取締役会において、当社の企業価値・株主共同の

利益を向上させるため、基本方針に照らし不適切な買付行為の防止の取り組みとして、当社株式の大量買付

行為に関する対応策(買収防衛策)の継続を決議し、平成28年６月29日開催の当社第65回定時株主総会におい

て承認を得ております。

③ 上記②の取り組みについての取締役会の判断

当社取締役会は、上記②の取り組みが当社の上記①の基本方針に沿って策定され、当社の企業価値、株主

共同の利益を損なうものではないと考えます。

また、取締役の恣意的な判断を排するため、独立委員会を設置し、独立委員会の勧告を最大限尊重して買

収防衛策が発動されることが定められており、当社取締役の地位の維持を目的とするものではありません。

　

(5) 研究開発活動

当第２四半期連結累計期間の研究開発費の総額は５億３千２百万円であります。

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 30,000,000

計 30,000,000
 

 

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28年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成28年11月7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 9,900,000 9,900,000
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 9,900,000 9,900,000 ― ―
 

 

 

(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28年９月30日 ― 9,900,000 ― 2,201,250 ― 2,736,250
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(6) 【大株主の状況】

  平成28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(％)

菊水取引先持株会
神奈川県横浜市都筑区東山田１－１－３
菊水電子工業㈱社内

900 9.09

小 林 一 夫 東京都大田区 521 5.27

菊水電子工業従業員持株会
神奈川県横浜市都筑区東山田１－１－３
菊水電子工業㈱社内

455 4.60

株式会社みずほ銀行
東京都千代田区大手町１－５－５
常任代理人 資産管理サービス信託銀行㈱

360 3.64

小 林 寛 子 東京都大田区 346 3.50

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内１－６－６ 301 3.04

ケル株式会社 東京都多摩市永山６－17－７ 220 2.22

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２－７－１ 214 2.17

山 崎 万 希 子 東京都大田区 202 2.04

橋　本　幸　雄 東京都府中市 188 1.90

計 ― 3,709 37.47
 

(注) 上記のほか当社所有の自己株式1,492千株(15.07％)があります。

 

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

   平成28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)
 (自己保有株式)

普通株式  1,492,000
― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式  8,406,500 84,065 ―

単元未満株式  普通株式 　  1,500 ― ―

発行済株式総数 9,900,000 ― ―

総株主の議決権 ― 84,065 ―
 

(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式49株が含まれております。
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② 【自己株式等】

  平成28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(％)

(自己保有株式)
菊水電子工業株式会社

神奈川県横浜市都筑区
東山田１―１―３

1,492,000 ― 1,492,000 15.07

計 ― 1,492,000 ― 1,492,000 15.07
 

 

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28年７月１日から平成

28年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成28年４月１日から平成28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：千円)

          
前連結会計年度

(平成28年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成28年９月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 2,885,005 2,722,471

  受取手形及び売掛金 2,399,253 1,880,538

  有価証券 100,404 50,209

  商品及び製品 549,680 601,892

  仕掛品 321,534 401,985

  原材料及び貯蔵品 543,053 576,354

  その他 335,266 348,093

  流動資産合計 7,134,198 6,581,545

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 525,306 530,301

   土地 1,454,495 1,454,495

   その他（純額） 253,243 270,514

   有形固定資産合計 2,233,045 2,255,311

  無形固定資産 37,503 41,090

  投資その他の資産   

   投資有価証券 1,020,474 1,045,759

   その他 763,822 781,826

   貸倒引当金 △2,015 △2,015

   投資その他の資産合計 1,782,281 1,825,570

  固定資産合計 4,052,831 4,121,972

 資産合計 11,187,029 10,703,518

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 675,756 648,310

  未払法人税等 174,880 100,876

  賞与引当金 181,972 157,554

  役員賞与引当金 33,000 －

  製品保証引当金 11,934 9,707

  その他 385,469 274,794

  流動負債合計 1,463,012 1,191,243

 固定負債   

  役員退職慰労引当金 8,346 8,506

  退職給付に係る負債 170,303 170,257

  その他 587,631 575,798

  固定負債合計 766,280 754,562

 負債合計 2,229,293 1,945,805
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           (単位：千円)

          
前連結会計年度

(平成28年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成28年９月30日)

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 2,201,250 2,201,250

  資本剰余金 2,737,648 2,737,648

  利益剰余金 4,203,600 4,099,356

  自己株式 △672,487 △686,321

  株主資本合計 8,470,010 8,351,933

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 375,216 342,566

  為替換算調整勘定 51,343 1,333

  退職給付に係る調整累計額 25,930 24,544

  その他の包括利益累計額合計 452,489 368,444

 非支配株主持分 35,235 37,333

 純資産合計 8,957,735 8,757,712

負債純資産合計 11,187,029 10,703,518
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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27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

売上高 3,661,079 3,544,328

売上原価 1,799,300 1,698,608

売上総利益 1,861,779 1,845,720

販売費及び一般管理費 ※  1,704,328 ※  1,705,487

営業利益 157,450 140,232

営業外収益   

 受取利息 3,299 1,452

 受取配当金 23,417 19,193

 有価証券売却益 16,779 －

 その他 4,568 4,420

 営業外収益合計 48,064 25,066

営業外費用   

 支払利息 1,587 1,219

 売上割引 6,878 6,573

 為替差損 11,654 14,362

 その他 2,155 4,117

 営業外費用合計 22,276 26,272

経常利益 183,238 139,026

特別利益   

 投資有価証券売却益 － 23,255

 特別利益合計 － 23,255

税金等調整前四半期純利益 183,238 162,281

法人税等 61,215 79,744

四半期純利益 122,023 82,536

非支配株主に帰属する四半期純利益 75 2,098

親会社株主に帰属する四半期純利益 121,948 80,438
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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27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

四半期純利益 122,023 82,536

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 △70,624 △32,649

 為替換算調整勘定 △7,543 △50,010

 退職給付に係る調整額 △2,032 △1,385

 その他の包括利益合計 △80,200 △84,045

四半期包括利益 41,823 △1,508

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 41,747 △3,606

 非支配株主に係る四半期包括利益 75 2,098
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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27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28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 183,238 162,281

 減価償却費 108,675 85,091

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △3,313 △2,047

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 160 160

 賞与引当金の増減額（△は減少） △9,997 △23,892

 役員賞与引当金の増減額（△は減少） △45,000 △33,000

 製品保証引当金の増減額（△は減少） 8,921 △2,226

 受取利息及び受取配当金 △27,526 △21,557

 支払利息 8,466 7,793

 売上債権の増減額（△は増加） 317,600 504,658

 たな卸資産の増減額（△は増加） △108,711 △177,094

 仕入債務の増減額（△は減少） 45,646 △10,999

 その他 △184,263 △176,268

 小計 293,895 312,898

 利息及び配当金の受取額 28,117 22,124

 利息の支払額 △10,133 △9,500

 法人税等の支払額 △192,160 △165,608

 法人税等の還付額 － 19,368

 営業活動によるキャッシュ・フロー 119,719 179,283

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 有価証券の売却及び償還による収入 100,000 －

 定期預金の払戻による収入 － 63,678

 有形固定資産の取得による支出 △81,391 △91,991

 投資有価証券の取得による支出 △23,913 △93,251

 投資有価証券の売却及び償還による収入 24,687 44,175

 その他 △4,978 △13,030

 投資活動によるキャッシュ・フロー 14,403 △90,418

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 △19,233 △13,833

 配当金の支払額 △187,183 △185,281

 その他 △2,392 △1,940

 財務活動によるキャッシュ・フロー △208,809 △201,054

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,622 △19,730

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △77,309 △131,921

現金及び現金同等物の期首残高 2,830,846 2,819,880

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  2,753,536 ※  2,687,958
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【注記事項】

(継続企業の前提に関する注記)

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)

１　繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用

　「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号　平成28年３月28日。以下「回

収可能性適用指針」という。)を第１四半期連結会計期間から適用し、繰延税金資産の回収可能性に関する会計処

理の方法の一部を見直しております。

　回収可能性適用指針の適用については、回収可能性適用指針第49項(４)に定める経過的な取扱いに従ってお

り、第１四半期連結会計期間の期首時点において回収可能性適用指針第49項(３)①から③に該当する定めを適用

した場合の繰延税金資産及び繰延税金負債の額と、前連結会計年度末の繰延税金資産及び繰延税金負債の額との

差額を、第１四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加算しております。

　この結果、第１四半期連結会計期間の期首において、繰延税金負債(固定負債)が792千円減少し、利益剰余金が

792千円増加しております。

 
２　平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用

　法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」(実務対応

報告第32号　平成28年６月17日)を第１四半期連結会計期間に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附属

設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

　なお、当第２四半期連結累計期間の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)

 
当第２四半期連結累計期間

(自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日)

 税金費用の計算

   当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する方法を採用しております。
 

 

(四半期連結損益計算書関係)

※ 販売費及び一般管理費の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27年４月１日
 至 平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
 至 平成28年９月30日)

給与手当 380,242千円 382,945千円

賞与引当金繰入額 69,832千円 69,132千円

製品保証引当金繰入額 8,921千円 △569千円

退職給付費用 13,680千円 14,950千円

役員退職慰労引当金繰入額 160千円 160千円

研究開発費 487,804千円 532,229千円
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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27年４月１日
 至 平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
 至 平成28年９月30日)

現金及び預金 2,832,805千円 　2,722,471千円

有価証券 100,390千円 　50,209千円

計 2,933,196千円 　2,772,680千円

預入期間が３か月を超える
定期預金

△179,659千円 　　△84,721千円

償還期間が３か月を超える
有価証券

－千円 　－千円

現金及び現金同等物 2,753,536千円 　2,687,958千円
 

 

(株主資本等関係)

前第２四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27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

(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27年６月26日
定時株主総会

普通株式 187,031 22 平成27年３月31日 平成27年６月29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に関する事項

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２四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28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

(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28年６月29日
定時株主総会

普通株式 185,473 22 平成28年３月31日 平成28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に関する事項

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)

当社グループは、電子計測器、電源機器等の各種電子応用機器の製造、販売を行う単一セグメントであるため、

記載を省略しております。

 

(金融商品関係)

金融商品の四半期連結貸借対照表額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動がありませ

ん。

 
(有価証券関係)

有価証券の四半期連結貸借対照表額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動がありませ

ん。

 

(デリバティブ取引関係)

該当事項はありません。

　

(企業結合等関係)

該当事項はありません。

　

(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２四半期連結累計期間
(自　平成27年４月１日
至 平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
至 平成28年９月30日)

１株当たり四半期純利益金額 14円36銭  9円55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(千円) 121,948 80,438

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

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(千円)

121,948 80,438

普通株式の期中平均株式数(株) 8,493,145 8,424,054
 

(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】

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28年11月７日

菊水電子工業株式会社

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   薄   井         誠   印

 

　
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   鈴   木   博   貴   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」に掲げられている菊水電子工業株

式会社の平成28年４月１日から平成29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28年７月１日から

平成28年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成28年４月１日から平成28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、菊水電子工業株式会社及び連結子会社の平成28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。

　

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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