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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74期

第１四半期連結
累計期間

第75期
第１四半期連結
累計期間

第74期

会計期間

自平成22年
４月１日
至平成22年
６月30日

自平成23年
４月１日
至平成23年
６月30日

自平成22年
４月１日
至平成23年
３月31日

売上高（百万円） 21,450 18,428 83,828

経常利益（百万円） 1,954 245 5,880

四半期（当期）純利益（百万円） 1,045 73 3,685

四半期包括利益又は包括利益

（百万円）
864 281 3,087

純資産額（百万円） 30,275 32,549 32,492

総資産額（百万円） 60,408 60,683 63,308

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
58.83 4.07 206.29

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
52.59 3.68 185.47

自己資本比率（％） 48.6 52.1 49.8

営業活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△300 894 5,635

投資活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△160 △893 △3,171

財務活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△876 △776 △2,019

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（百万円）
7,918 8,778 9,496

　（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、消費税及び地方消費税は含まれておりません。

　３．第74期第１四半期連結累計期間の四半期包括利益の算定にあたり、「包括利益の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第25号）を適用し、遡及処理しております。　　

 

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）が営んでいる事業の内容に重要な

変更はありません。

　また、主要な関係会社の異動は、以下のとおりであります。

   (自動車部品関連事業）

    平成23年４月に資本金の払い込みを完了：武漢今仙電機有限公司

　

  この結果、平成23年６月30日現在では、当社グループは、当社、子会社13社及び関連会社１社により構成されるこ　　

ととなりました。　　　　
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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１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。

　　 

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】

(1) 業績の状況

　当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響を受けて急速に落ち込んだものの、サプライ

チェーンの復旧に伴い、企業の生産活動や個人消費に徐々に持ち直しの動きがみられてきましたが、雇用情勢は依然

として厳しく、また長期化する円高や電力供給への懸念など先行きは依然不透明な状況が続いております。

　自動車業界におきましては、震災により生産工場の被災やサプライチェーンが寸断されたことから、国内外とも大幅

な減産を余儀なくされましたが、当初の想定を上回るペースで復旧が進み、生産は徐々に回復してまいりました。

　このような経営環境の中で当社グループは、激変する事業環境の変化に緊急避難措置で対応する一方で、中期経営計

画「Proud 2nd Stage (Recovery 1-2-3)」の最終年度として、「全ての業務で既成概念にとらわれない改善を進め、

最適化された事業を鍛え上げる」を目標に、「スピード」ある事業運営を実現し、成長路線への回復を目指して取り

組んでまいりました。

　これらの結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は18,428百万円（前年同期比14.1％減）、経常利益は245百万円

（前年同期比87.4％減）、四半期純利益は73百万円（前年同期比93.0％減）となりました。

 

 セグメントの業績は次のとおりであります。

(a) 自動車部品関連事業

  自動車部品関連事業につきましては、震災を受け主要得意先の自動車生産が大幅に減少したことから、売上高は

17,310百万円（前年同期比15.4％減）、営業利益は89百万円（前年同期比95.3％減）となりました。

　

(b) ワイヤーハーネス関連事業

  工作機械関連機器向けの受注が回復してきましたが、収益の回復までには至らず、売上高は633百万円（前年同期比

21.6％増）、営業利益は24百万円（前年同期比7.7％減）となりました。

 

(c) 福祉機器関連事業

　電動車いすの売上は堅調に推移しましたが、新社屋に伴う費用が増加したことから、売上高は264百万円（前年同期

比8.1％増）、営業利益は11百万円（前年同期比32.5％減）となりました。

　

(d) 自動車販売関連事業

　国内自動車販売は、震災の影響により販売が減少し、売上高は219百万円（前年同期比3.9％減）、営業損失は10百万

円（前年同期は12百万円の損失）となりました。

 

(2）キャッシュ・フローの状況

  当第１四半期連結累計期間において営業活動の結果増加した資金は、894百万円（前年同期は300百万円の減少）、

投資活動に使用した資金は、893百万円（前年同期比458.2％増）、財務活動に使用した資金は、776百万円（前年同期

比11.5％減）となりました。

　この結果、当第１四半期末の現金及び現金同等物の残高は8,778百万円となりました。

 

(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、894百万円の増加となりました。これは主として、減価償却費が954百万円、売

上債権の減少額が2,739百万円であったのに対し、仕入債務の減少額が2,167百万円であったことによるものでありま

す。
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(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、893百万円の減少となりました。これは主として、有形固定資産の取得による

支出が834百万円であったこと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、776百万円の減少となりました。これは主として、リース債務の返済による支

出が261百万円、配当金の支払額が197百万円であったことによるものであります。　

(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、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１四半期連結累計期間における研究開発活動に係る費用の総額は327百万円であります。なお、当該金額には既

存製品の改良、応用等に関する費用が含まれており、「研究開発費等に係る会計基準」（企業会計審議会）に規定す

る「研究開発費」は23百万円であります。

　また、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 49,195,000

計 49,195,000

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23年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成23年８月９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 18,172,737 18,172,737

東京証券取引所

市場第一部

名古屋証券取引所　　　市

場第一部

単元株式数

100株　

計 18,172,737 18,172,737 － －

　（注）　「提出日現在発行数」欄には、平成23年８月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発

行された株式数は含まれておりません。

（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
（千株）

発行済株式
総数残高
（千株）

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23年４月１日～

 平成23年６月30日
－ 18,172 － 4,548 － 4,281

 

（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23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23年３月31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 215,200
－ －

完全議決権株式（その他）
  普通株式    

        17,949,800
179,498 －

単元未満株式   普通株式   7,737 －
１単元（100株）未満

の株式

発行済株式総数 18,172,737 － －

総株主の議決権 － 179,498 －

　（注） 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式63株が含まれております。

　

②【自己株式等】

 平成23年３月31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）

㈱今仙電機製作所

愛知県犬山市字柿

畑１番地
215,200     ― 215,200 1.18

計 － 215,200     ― 215,200 1.18

　（注）当第１四半期会計期間末日現在の自己株式数は、215,263株であります。　

 

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。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、四半期連結財務諸表規則第５条の２第２項により、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しておりま

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、当第１四半期連結会計期間（平成23年４月１日から平

成23年６月30日まで）及び当第１四半期連結累計期間（平成23年４月１日から平成23年６月30日まで）に係る四半

期連結財務諸表について、有限責任 あずさ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23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 9,825 9,174

受取手形及び売掛金 19,691 17,109

たな卸資産 5,963 5,388

その他 2,791 2,898

貸倒引当金 △3 △3

流動資産合計 38,269 34,566

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 7,057 6,996

機械装置及び運搬具（純額） 5,621 5,968

その他（純額） 8,517 9,325

有形固定資産合計 21,196 22,291

無形固定資産

その他 344 341

無形固定資産合計 344 341

投資その他の資産

投資有価証券 3,280 3,262

その他 253 257

貸倒引当金 △35 △35

投資その他の資産合計 3,498 3,484

固定資産合計 25,038 26,116

資産合計 63,308 60,683

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 12,998 11,007

1年内償還予定の社債 500 500

短期借入金 3,332 3,097

未払法人税等 770 319

賞与引当金 1,147 471

その他 5,233 5,469

流動負債合計 23,982 20,865

固定負債

社債 3,000 3,000

長期借入金 601 590

退職給付引当金 1,454 1,379

その他 1,776 2,296

固定負債合計 6,833 7,267

負債合計 30,815 28,133
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 4,548 4,548

資本剰余金 4,281 4,281

利益剰余金 23,544 23,420

自己株式 △108 △108

株主資本合計 32,265 32,141

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 952 937

為替換算調整勘定 △1,665 △1,468

その他の包括利益累計額合計 △713 △531

少数株主持分 939 940

純資産合計 32,492 32,549

負債純資産合計 63,308 60,683

EDINET提出書類

株式会社今仙電機製作所(E02231)

四半期報告書

 9/18



（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22年４月１日
　至　平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年６月30日)

売上高 21,450 18,428

売上原価 17,747 16,699

売上総利益 3,702 1,728

販売費及び一般管理費

荷造運搬費 689 506

給料手当及び賞与 468 494

賞与引当金繰入額 57 62

退職給付費用 17 18

減価償却費 27 17

その他 485 511

販売費及び一般管理費合計 1,747 1,611

営業利益 1,955 117

営業外収益

受取利息 6 13

受取配当金 12 17

為替差益 － 91

その他 56 50

営業外収益合計 75 173

営業外費用

支払利息 34 35

為替差損 22 －

その他 19 9

営業外費用合計 76 44

経常利益 1,954 245

特別利益

固定資産売却益 3 0

特別利益合計 3 0

特別損失

固定資産処分損 13 1

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 12 －

特別損失合計 25 1

税金等調整前四半期純利益 1,932 244

法人税、住民税及び事業税 538 150

法人税等調整額 327 △2

法人税等合計 865 147

少数株主損益調整前四半期純利益 1,066 96

少数株主利益 21 23

四半期純利益 1,045 73

EDINET提出書類

株式会社今仙電機製作所(E02231)

四半期報告書

10/18



【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22年４月１日
　至　平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 1,066 96

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △324 △14

為替換算調整勘定 122 198

その他の包括利益合計 △201 184

四半期包括利益 864 281

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 843 254

少数株主に係る四半期包括利益 21 26
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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１四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23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 1,932 244

減価償却費 974 954

退職給付引当金の増減額（△は減少） △21 △74

賞与引当金の増減額（△は減少） △647 △676

受取利息及び受取配当金 △19 △31

支払利息 34 35

固定資産処分損益（△は益） 10 0

売上債権の増減額（△は増加） △1,073 2,739

たな卸資産の増減額（△は増加） △251 652

仕入債務の増減額（△は減少） 245 △2,167

その他 294 △168

小計 1,478 1,509

利息及び配当金の受取額 19 30

利息の支払額 △32 △37

法人税等の支払額 △1,765 △608

営業活動によるキャッシュ・フロー △300 894

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加） 35 △63

有形固定資産の取得による支出 △195 △834

有形固定資産の売却による収入 16 7

投資有価証券の取得による支出 △4 △4

その他 △12 1

投資活動によるキャッシュ・フロー △160 △893

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） △239 △103

長期借入金の返済による支出 △228 △187

リース債務の返済による支出 △217 △261

配当金の支払額 △177 △197

その他 △12 △26

財務活動によるキャッシュ・フロー △876 △776

現金及び現金同等物に係る換算差額 1 57

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,335 △718

現金及び現金同等物の期首残高 9,254 9,496

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 7,918

※
 8,778
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【連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更】

当第１四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年６月30日）

   連結の範囲の重要な変更

　　当第１四半期連結会計期間より、平成23年４月に資本金の払い込みを完了した武漢今仙電機有限公司を連結の範囲に

含めております。　

　

【会計方針の変更等】

当第１四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年６月30日）

  該当事項はありません。　

　

【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１四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年６月30日）

　該当事項はありません。　

　

【追加情報】

当第１四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年６月30日）

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用）

　当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の

訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第24号）を適用しております。
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【注記事項】

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第１四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年６月30日）

※　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

※　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

（平成22年６月30日現在） （平成23年６月30日現在）

　 （百万円）

　現金及び預金勘定　 8,198

　預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △279

　現金及び現金同等物 7,918

 

　 （百万円）

　現金及び預金勘定　 9,174

　預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △396

　現金及び現金同等物 8,778

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22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22年５月13日

取締役会
普通株式 177 10平成22年３月31日平成22年６月24日利益剰余金　

（2）基準日が当第１四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１四半期連結会計

期間の末日後となるもの

　該当事項はありません。

　

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23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23年５月13日

取締役会
普通株式 197 11平成23年３月31日平成23年６月23日利益剰余金　

（2）基準日が当第１四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１四半期連結会計

期間の末日後となるもの

　該当事項はありません。
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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22年４月１日　至　平成22年６月30日）

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
（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２

自動車
部品関連
事業

ワイヤー
ハーネス
関連事業

福祉機器
関連事業

自動車　販
売関連　事
業

合計

売上高        

(1）外部顧客への売上高 20,456 521 245 227 21,450 － 21,450
(2）セグメント間の内部売上高又
は振替高

－ 0 0 0 1 　　　△1 －

計 20,456 521 245 228 21,452 △1 21,450

セグメント利益又は損失（△） 1,920 26 16 △12 1,950 4 1,955

（注）１．セグメント間取引消去によるものです。

２．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利益と調整を行っております。

　

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年６月30日）

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
（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２

自動車
部品関連
事業

ワイヤー
ハーネス
関連事業

福祉機器
関連事業

自動車　販
売関連　事
業

合計

売上高        

(1）外部顧客への売上高 17,310 633 264 219 18,428 － 18,428
(2）セグメント間の内部売上高又
は振替高

－ 2 0 0 2 　　　△2 －

計 17,310 635 265 219 18,430 △2 18,428

セグメント利益又は損失（△） 89 24 11 △10 114 2 117

（注）１．セグメント間取引消去によるものです。

２．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利益と調整を行っております。
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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、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22年４月１日
至　平成22年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年６月30日）

(1）１株当たり四半期純利益金額 58円83銭 4円07銭

（算定上の基礎） 　  

四半期純利益金額（百万円） 1,045 73

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） 1,045 73

普通株式の期中平均株式数（千株） 17,767 17,957

(2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 52円59銭 3円68銭

（算定上の基礎）  　

四半期純利益調整額（百万円） － －

普通株式増加数（千株） 2,105 1,915

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

－　 －　

　

（重要な後発事象）

        　該当事項はありません。　

 

２【その他】

　　平成23年５月13日開催の取締役会において、次のとおり剰余金の配当を行うことを決議いたしました。

　１．配当金の総額　　　　　　　　　　　　　　　　　197,532千円

　２．１株当たり配当額　　　　　　　　　　　　　　  　　　 11円

　３．支払請求権の効力発生日及び支払開始日　 　平成23年６月23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23年８月９日

株式会社今仙電機製作所

取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員　

 公認会計士 安　井　金　丸　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員　

 公認会計士 加　藤　浩　幸　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員　

 公認会計士 大　谷　浩　二　　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今仙電機
製作所の平成23年４月１日から平成24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23年４月１日か
ら平成23年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成23年４月１日から平成23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、株式会社今仙電機製作所及び連結子会社の平成23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１四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、その原本は当社が別途保管

しております。

　　　　２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。
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