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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109期

第１四半期連結
累計期間

第110期
第１四半期連結
累計期間

第109期

会計期間

自平成23年
４月１日
至平成23年
６月30日

自平成24年
４月１日
至平成24年
６月30日

自平成23年
４月１日
至平成24年
３月31日

売上高（百万円） 8,379 19,582 35,739

経常利益（百万円） 565 2,839 3,875

四半期（当期）純利益（百万円） 460 1,824 2,281

四半期包括利益又は包括利益

（百万円）
545 1,071 2,503

純資産額（百万円） 22,367 28,497 27,717

総資産額（百万円） 37,110 53,468 50,757

１株当たり四半期（当期）純利益金額（円） 6.98 24.80 33.88

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純

利益金額（円）
6.87 24.43 33.43

自己資本比率（％） 59.6 52.6 53.9

営業活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
1,005 3,049 499

投資活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△146 △659 △1,915

財務活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△482 △1,582 2,608

現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高

（百万円）
4,431 6,056 5,264

（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、消費税等は含んでおりません。

３．四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【事業の内容】

(1）事業の内容の重要な変更

　当第１四半期連結会計期間における当社グループ（当社および当社の関係会社）が営む事業の内容について、重

要な変更はありません。　

　

(2）主要な関係会社の異動

　当第１四半期連結会計期間より、当社子会社であるTSUGAMI KOREA Co.,Ltdおよび浙江品川精密機械有限公司

は、重要性が増したため、連結の範囲に追加いたしました。

　なお、連結範囲の変更に伴い、報告セグメントの区分を次のとおり変更しております。

　＜日本＞

　主な内容の変更はありません。

＜中国＞

　浙江品川精密機械有限公司を追加しております。

＜韓国＞

　内容は全てTSUGAMI KOREA Co.,Ltd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】

(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、震災復興需要の本格化、エコカー購入支援策などにより緩やか

な回復基調となりましたが、欧州の金融不安に加え、歴史的円高水準の長期化により、なお予断を許さない状況が続

いています。

　工作機械業界におきましては、国内自動車向けや北米向け輸出が堅調に推移したものの、長引く円高や欧州経済危

機の影響が強まり、不安定な状況が続きました。

　このような状況の下、当社グループは、前期に実現しましたスマートフォン市場への参入効果が本格化したことか

ら、売上、利益とも大幅に増加しました。

　当第１四半期連結累計期間の売上高は19,582百万円（前年同四半期比133.7%増）、営業利益は3,310百万円（同

421.6%増）、経常利益は2,839百万円（同402.3%増）、四半期純利益は1,824百万円（同296.3%増）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。

①　日本につきましては、売上高は13,109百万円（前年同期比59.3％増）、営業利益は1,582百万円（前年同期

  比219.5％増）となりました。

②　中国につきましては、売上高は13,921百万円（前年同期比314.9％増）、営業利益は1,539百万円（前年同期比

961.7％増）となりました。

③　韓国につきましては、売上高は268百万円、営業利益は30百万円となりました。　

　当第１四半期連結会計期間より、当社子会社であるTSUGAMI KOREA Co.,Ltdおよび浙江品川精密機械有限公司

を連結範囲に含めたことにより、報告セグメントを従来の「日本」および「中国」の２区分から、「日本」、

「中国」および「韓国」の３区分に変更しております。TSUGAMI KOREA Co.,Ltdは「韓国」に、浙江品川精密機

械有限公司は「中国」に含めております。

　　　

(2）キャッシュ・フローの状況

　　当第１四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べて791百万円増加

  し、6,056百万円となりました。当第１四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は、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）　

　　営業活動による資金は、3,049百万円の増加（前年同四半期は1,005百万円の増加）となりました。

　これは主に、税金等調整前四半期純利益2,769百万円、減価償却費186百万円、仕入債務の増加3,213百万円に

　より資金が増加した一方、売上債権の増加2,478百万円、たな卸資産の増加420百万円、法人税等の支払額1,443

　百万円により資金が減少したことによるものです。

　（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　　投資活動による資金は、659百万円の減少（前年同四半期は146百万円の減少）となりました。　

　これは主に、有形固定資産の取得531百万円により資金が減少したことによるものです。 

　（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　　財務活動による資金は、1,582百万円の減少（前年同四半期は482百万円の減少）となりました。

　これは主に、短期借入金の返済1,068百万円、社債の償還150百万円、配当金の支払367百万円により資金が減少

  したことによるものです。

　

(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グループ全体の研究開発活動の金額は、237百万円であります。

　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 320,000,000

計 320,000,000

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24年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成24年８月10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 74,919,379 74,919,379
東京証券取引所

市場第一部

単元株式数

1,000株

計 74,919,379 74,919,379 － －

（注）「提出日現在発行数」欄には、平成24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
（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24年４月１日～

平成24年６月30日
－ 74,919,379 － 12,345 － 5,884

　

（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24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24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　1,382,000 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 73,088,000 73,088 －

単元未満株式 普通株式    449,379 － －

発行済株式総数 74,919,379 － －

総株主の議決権 － 73,088 －

　（注）上記「発行済株式」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、12千株（議決権

の数12個）含まれております。

　

②【自己株式等】

 平成24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（％）

株式会社ツガミ
東京都中央区日本

橋富沢町12番20号
1,382,000 － 1,382,000 1.84

計 － 1,382,000 － 1,382,000 1.84

 

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、第１四半期連結会計期間（平成24年４月１日から平成

24年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24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24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,314 6,279

受取手形及び売掛金 ※3
 10,536

※3
 12,968

商品及び製品 4,275 4,719

仕掛品 6,926 5,751

原材料及び貯蔵品 7,606 8,601

繰延税金資産 535 543

その他 1,973 1,177

貸倒引当金 △59 △49

流動資産合計 37,108 39,991

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,555 4,398

機械装置及び運搬具（純額） 2,134 2,638

土地 581 581

リース資産（純額） 15 13

建設仮勘定 684 409

その他（純額） 262 273

有形固定資産合計 7,234 8,315

無形固定資産 149 191

投資その他の資産

投資有価証券 4,967 4,086

関係会社出資金 1,141 702

長期貸付金 1 4

繰延税金資産 1 1

その他 ※2
 121

※2
 146

投資その他の資産合計 6,233 4,940

固定資産合計 13,616 13,447

繰延資産 32 28

資産合計 50,757 53,468
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 16,503 19,664

短期借入金 2,107 1,015

1年内償還予定の社債 300 300

未払法人税等 1,413 823

賞与引当金 272 496

製品保証引当金 148 174

その他 730 1,330

流動負債合計 21,476 23,803

固定負債

社債 300 150

繰延税金負債 420 201

退職給付引当金 774 749

役員退職慰労引当金 12 13

その他 56 53

固定負債合計 1,563 1,167

負債合計 23,040 24,971

純資産の部

株主資本

資本金 12,345 12,345

資本剰余金 5,884 5,884

利益剰余金 8,535 10,015

自己株式 △499 △474

株主資本合計 26,264 27,770

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,114 550

繰延ヘッジ損益 1 1

為替換算調整勘定 △9 △199

その他の包括利益累計額合計 1,106 353

新株予約権 345 373

純資産合計 27,717 28,497

負債純資産合計 50,757 53,468
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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23年４月１日
　至　平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年６月30日)

売上高 8,379 19,582

売上原価 6,706 14,819

売上総利益 1,673 4,762

販売費及び一般管理費

給料及び手当 263 309

賞与引当金繰入額 33 62

退職給付費用 18 18

役員退職慰労引当金繰入額 1 1

研究開発費 188 237

保険料 22 37

製品保証引当金繰入額 25 58

その他 485 728

販売費及び一般管理費合計 1,039 1,452

営業利益 634 3,310

営業外収益

受取利息 0 3

受取配当金 23 29

その他 23 21

営業外収益合計 47 54

営業外費用

支払利息 15 26

為替差損 61 413

手形売却損 29 11

その他 11 73

営業外費用合計 116 525

経常利益 565 2,839

特別利益

固定資産売却益 1 0

特別利益合計 1 0

特別損失

固定資産除却損 0 1

減損損失 － 35

投資有価証券評価損 － 34

その他 0 －

特別損失合計 0 70

税金等調整前四半期純利益 566 2,769

法人税、住民税及び事業税 225 888

法人税等調整額 △120 56

法人税等合計 105 945

少数株主損益調整前四半期純利益 460 1,824

少数株主利益 － －

四半期純利益 460 1,824
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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23年４月１日
　至　平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 460 1,824

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 138 △563

繰延ヘッジ損益 △5 0

為替換算調整勘定 △47 △190

その他の包括利益合計 85 △753

四半期包括利益 545 1,071

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 545 1,071

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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23年４月１日
　至　平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24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 566 2,769

減価償却費 181 186

投資有価証券評価損益（△は益） － 34

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1 △7

退職給付引当金の増減額（△は減少） 0 △25

受取利息及び受取配当金 △24 △32

支払利息 15 26

有形固定資産売却損益（△は益） △1 △0

売上債権の増減額（△は増加） △283 △2,478

たな卸資産の増減額（△は増加） △752 △420

仕入債務の増減額（△は減少） 1,182 3,213

減損損失 － 35

その他 473 1,182

小計 1,357 4,483

利息及び配当金の受取額 24 32

利息の支払額 △16 △22

法人税等の支払額 △359 △1,443

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,005 3,049

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 △10 △144

定期預金の払戻による収入 10 45

有形固定資産の取得による支出 △93 △531

有形固定資産の売却による収入 4 4

投資有価証券の取得による支出 △0 △0

出資金の払込による支出 △11 △25

その他 △45 △7

投資活動によるキャッシュ・フロー △146 △659

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出 － △1,068

社債の償還による支出 △150 △150

自己株式の売却による収入 0 8

自己株式の取得による支出 △0 △1

配当金の支払額 △329 △367

リース債務の返済による支出 △2 △2

財務活動によるキャッシュ・フロー △482 △1,582

現金及び現金同等物に係る換算差額 △7 △43

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 369 764

現金及び現金同等物の期首残高 4,061 5,264

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 27

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 4,431

※
 6,056
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【連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更】

  当第１四半期連結会計期間より、当社子会社であるTSUGAMI KOREA Co.,Ltdおよび浙江品川精密機械有限公司は、

重要性が増したため、連結の範囲に含めております。

　TSUGAMI KOREA Co.,Ltdにおいては、韓国市場の重要性が増したことによるものです。浙江品川精密機械有限公司

においては、当社グループ会社への金型の安定供給を本格的に開始したことによるものです。

　

【会計方針の変更】

当第１四半期連結累計期間
（自　平成24年４月１日
至　平成24年６月30日）

（減価償却方法の変更）

　当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取得

した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。

　これにより、従来の方法に比べて、当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益

はそれぞれ３百万円増加しております。　

　

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

１．受取手形割引高及び輸出受取手形割引高

 
前連結会計年度

（平成24年３月31日）
当第１四半期連結会計期間
（平成24年６月30日）

受取手形割引高 947百万円 1,101百万円

輸出受取手形割引高 2,022百万円 1,750百万円

 

※２．資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額

 
前連結会計年度

（平成24年３月31日）
当第１四半期連結会計期間
（平成24年６月30日）

投資その他の資産 119百万円 121百万円

　

※３．四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をしております。な

お、当第１四半期連結会計期間の末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形が

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24年３月31日）

当第１四半期連結会計期間

（平成24年６月30日）

受取手形　  11百万円  8百万円

受取手形割引高  49百万円  171百万円

　　

（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

 
前第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）

当第１四半期連結累計期間
（自  平成24年４月１日
至  平成24年６月30日）

現金及び預金勘定 4,481百万円 6,279百万円

預入期間が３か月を超える定期預金 △50百万円 △223百万円

現金及び現金同等物 4,431百万円 6,056百万円
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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23年４月１日　至　平成23年６月30日）

配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成23年５月12日
取締役会

普通株式 329利益剰余金 5.00平成23年３月31日平成23年５月31日

　
Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成24年４月１日　至　平成24年６月30日）

配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成24年５月10日
取締役会

普通株式 367利益剰余金 5.00平成24年３月31日平成24年５月29日

　

（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23年４月１日 至平成23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

日本 中国 韓国 合計

売上高     

外部顧客への売上高 5,691　 2,688　 －　 8,379　

セグメント間の内部売上高

又は振替高
2,536　 666　 －　 3,203　

計 8,227　 3,355　 －　 11,582　

セグメント利益 495　 145　 －　 640　

　

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な

内容（差異調整に関する事項）

　 （単位：百万円）

利益 金額

報告セグメント計 640　

未実現利益の消去他 △5　

四半期連結損益計算書の営業利益 634　

　

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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Ⅱ．当第１四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24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

日本 中国 韓国 合計

売上高     

外部顧客への売上高 6,131　 13,202　 248　 19,582　

セグメント間の内部売上高

又は振替高
6,977　 718　 20　 7,716　

計 13,109　 13,921　 268　 27,298　

セグメント利益 1,582　 1,539　 30　 3,152　

　

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な

内容（差異調整に関する事項）

　 （単位：百万円）

利益 金額

報告セグメント計 3,152　

未実現利益の消去他 157　

四半期連結損益計算書の営業利益 3,310　

　

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

　 （単位：百万円）

　 日本 中国 韓国 全社・消去 合計

　減損損失 35　 －　 －　 － 35

　

４．報告セグメントの変更等に関する事項

　　当第１四半期連結会計期間より、当社子会社であるTSUGAMI KOREA Co.,Ltdおよび浙江品川精密機械有限公司

  を連結範囲に含めたことにより、報告セグメントを従来の「日本」および「中国」の２区分から、「日本」、

  「中国」および「韓国」の３区分に変更しております。TSUGAMI KOREA Co.,Ltdは「韓国」に、浙江品川精密機

  械有限公司は「中国」に含めております。　

　　なお、前第１四半期連結累計期間のセグメント情報は、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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（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23年４月１日
至　平成23年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成24年４月１日
至　平成24年６月30日）

(1）１株当たり四半期純利益金額 6円98銭 24円80銭

（算定上の基礎） 　 　

四半期純利益金額（百万円） 460 1,824

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） 460 1,824

普通株式の期中平均株式数（千株） 65,966 73,572

(2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 6円87銭 24円43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） 1,048 1,101

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

　平成22年６月18日定時株主

総会決議によるストック・オ

プション（株式の数350千

株）

──────

　

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

２【その他】

　平成24年５月10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。

(イ）配当金の総額………………………………………367百万円

(ロ）１株当たりの金額…………………………………５円00銭

(ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日…………平成24年５月29日

　（注）　平成24年３月31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。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成24年８月10日

株式会社ツガミ

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 五十嵐　朗　　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 野 本 直 樹 　　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ツガミの

平成24年４月１日から平成25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24年４月１日から平成24

年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24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、株式会社ツガミ及び連結子会社の平成24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（四半期報告

書提出会社）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いません。
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