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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

  

  

(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。 

４．第98期第１四半期連結累計期間より表示方法の変更を行ったため、第97期第２四半期連結累計期間及び第97

期については、この表示方法の変更を反映させた組替え後の数値を記載しております。 

  

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第97期 

第２四半期 
連結累計期間

第98期 
第２四半期 
連結累計期間

第97期

会計期間
自  平成24年４月１日
至  平成24年９月30日

自  平成25年４月１日 
至  平成25年９月30日

自  平成24年４月１日
至  平成25年３月31日

売上高 (百万円) 43,474 46,399 90,295 

経常利益 (百万円) 3,184 3,401 7,768 

四半期(当期)純利益 (百万円) 1,640 1,893 3,986 

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 1,588 4,257 6,554 

純資産額 (百万円) 72,773 79,955 76,718 

総資産額 (百万円) 104,544 114,526 109,476 

１株当たり四半期(当期) 
純利益金額 

(円) 21.42 24.72 52.04 

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 (％) 69.4 69.5 69.8 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 4,891 6,345 7,979 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △2,630 △3,894 △6,220 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △348 313 △1,575 

現金及び現金同等物の 
四半期末(期末)残高 

(百万円) 27,776 29,805 26,587 

回次
第97期 

第２四半期 
連結会計期間

第98期 
第２四半期 
連結会計期間

会計期間
自  平成24年７月１日
至  平成24年９月30日

自  平成25年７月１日 
至  平成25年９月30日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 15.94 18.31 
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当第２四半期連結累計期間において、当社グループ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。 

  

２ 【事業の内容】

― 3 ―



第２ 【事業の状況】 

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。 

  

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。 

  

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) 経営成績の分析 

  当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新興国経済の減速など海外経済の不透明な状況は

あるものの、公共投資が堅調に推移し、企業収益の改善を背景にした設備投資の持ち直しや雇用・所得

環境の改善による個人消費の底堅い推移など、景気が緩やかに回復しているものと考えられます。 

  このような経営環境下にあって、当社グループは、新中期経営計画に基づくグローバルベースでの連

結成長戦略のもと、市場・プロダクトのグローバル展開、総合提案ビジネスの拡大に取り組むととも

に、徹底的な顧客ニーズの掘り起こしに注力し、原価低減、販管費抑制にも努めました。 

  業績については、売上高は463億99百万円(前年同四半期比6.7％増)となりました。利益については、

営業利益30億98百万円(同3.7％増)、経常利益34億１百万円(同6.8％増)、四半期純利益18億93百万円

(同15.4％増)となり、増収増益となりました。 

  

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

時間情報システム事業 

  当事業部門の売上高は、344億76百万円で、前年同四半期比32億15百万円の増収(前年同四半期比

10.3％増)、営業利益は37億76百万円で、同６億11百万円の増益(同19.3％増)となりました。 

  情報システムは、国内では抑制傾向が続いていた企業の情報関連投資が景気回復を背景に持ち直

し、また、クラウドサービス市場も拡大が続くなど事業環境は好転しております。当社はこのよう

な市場環境において、 適な労働時間制度の導入、総人件費のコントロールの実現、労務コンプラ

イアンス強化をサポートするべく、システムの所有から利用までのトータルソリューション提案活

動を強化し、需要の獲得に注力してまいりました。当第２四半期連結累計期間の国内実績は、前年

同四半期に比べ、ハードウェアは１億55百万円増収(前年同四半期比6.5％増)、ソフトウェアは１

億48百万円増収(同11.0％増)、メンテ・サプライは55百万円増収(同3.4％増)となりました。ハー

ドウェアの増収は、新商品投入効果および大型物件受注によるもので、ソフトウェアの増収は、シ

ステムエンジニアによるコンサルティング営業強化および就業・給与・人事のトータル提案活動に

より受注が拡大したことによるものです。海外の実績は、北米のアキュタイムシステムズ社は増

収、欧州のホロスマート社は円安が寄与し増収となり、海外全体では７億48百万円増収(同21.4％

増)となりました。以上の結果、当事業部門の売上高は104億44百万円(同13.0％増)となりました。

  時間管理機器は、国内では需要構造が標準機からシステムへ移行しており、事業環境は厳しい状

況が続いております。当社はこのような市場環境において、ネット・通販による低価格機やサプラ

１ 【事業等のリスク】

２ 【経営上の重要な契約等】

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】
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イ商品の販売プロモーションを強化し、顧客基盤の拡充および新規需要の掘り起こしに注力してま

いりました。当第２四半期連結累計期間の国内実績は、前年同四半期に比べ、低価格機は増加した

ものの標準機等が国内・輸出ともに伸び悩み、全体では35百万円減収(前年同四半期比2.4％減)。

また、海外の実績は、北米、欧州、アジアともに低調が続き、海外全体では16百万円減収(同2.6％

減)となりました。以上の結果、当事業部門の売上高は19億16百万円(同1.1％減)となりました。 

  パーキングシステムは、国内では駐車場運営の環境配慮やコスト削減、場内の安全・安心への取

り組み、駐車場利用者への利便性向上など、駐車場経営に求められるニーズが益々多様化しており

ます。当社はこのような市場環境において、国内グループ会社との連携により、安心・安全・エコ

をキーワードとした駐車場利用者へのサービス向上提案や駐車場情報配信サービスを活用した駐車

場運営の効率化提案、駐車場に付帯する設備や各種サービスのトータル提案を積極的に展開するな

ど、運営受託サービスの拡大に注力し、また、セキュリティゲートシステム、有料道路、駐輪場等

の新市場拡大にも取り組んでまいりました。当第２四半期連結累計期間の国内実績は、前年同四半

期に比べ、駐車場機器は１億85百万円増収(前年同四半期比2.6％増)、メンテ・サプライは67百万

円増収(同1.6％増)となりました。また、グループ会社アマノマネジメントサービス株式会社によ

る運営受託事業も順調に拡大しており、受託車室数は前年度末比12,800台増加(前年度末比5.1％

増)いたしました。海外の実績は、北米のアマノマクギャン社は円安が寄与し増収、欧州はアジ

ア・オセアニア市場向けシステム受注が拡大し増収、アジア地域は韓国が堅調に推移し増収とな

り、海外全体では10億76百万円増収(前年同四半期比22.0％増)となりました。以上の結果、当事業

部門の売上高は221億14百万円(同10.1％増)となりました。 

  

環境関連システム事業 

  当事業部門の売上高は、119億23百万円で、前年同四半期比２億90百万円の減収(前年同四半期比

2.4％減)、営業利益は７億61百万円で、同４億53百万円の減益(同37.3％減)となりました。 

  環境システムは、海外進出する日系企業の設備投資は引き続き底堅く推移しているものの、国内

では景気回復の動きが必ずしも実需に結びついておらず厳しい状況となっております。当社はこの

ような市場環境において、新商品提案活動強化による汎用機の販売拡大および製薬・食品・化粧品

等の新市場拡大に取り組むとともに、海外進出企業の需要獲得のため、現地エンジニアリング体制

強化、海外グループ会社との連携強化、さらには北米における事業展開の本格化など、経営資源を

需要のあるところへ積極的にシフトさせ、受注拡大に注力してまいりました。当第２四半期連結累

計期間の国内実績は、前年同四半期に比べ、汎用機は１億57百万円減収(前年同四半期比5.7％

減)、大型システムは前期後半から続いた設備投資の先延ばしが影響し７億17百万円減収(同24.6％

減)、メンテ・サプライは１億35百万円減収(同7.2％減)となりました。海外の実績は、中国市場で

の減収はあったものの、アジア市場全体では為替の影響もあり増収、北米市場は大型システム案件

が増加したことにより増収となり、海外全体では３億89百万円増収(同35.9％増)となりました。以

上の結果、当事業部門の売上高は80億87百万円(同6.2％減)となりました。 

  クリーンシステムは、国内では清掃管理コスト抑制は長期化しておりますが、一方で、清掃受託

サービスや付加価値の高い周辺清掃作業へのニーズは高まっております。当社はこのような市場環

境において、作業の効率化と品質向上の両立を実現するコストダウン提案を積極的に展開するとと

もに、周辺清掃作業取り込みによるトータルソリューション提案も強化し、需要の掘り起こしに注

力してまいりました。当第２四半期連結累計期間の国内実績は、前年同四半期に比べ、清掃機器は

11百万円減収(前年同四半期比1.1％減)、メンテ・サプライは８百万円増収(同1.2％増)、清掃受託

サービスは72百万円増収(同10.7％増)となりました。海外の実績は、北米が為替の影響もあり増収

となり、海外全体では１億64百万円増収(同18.0％増)となりました。以上の結果、当事業部門の売

上高は38億36百万円(同6.7％増)となりました。 
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（参考情報） 

〔所在地別情報〕 

(注) １．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1)アジア……………シンガポール、タイ、マレーシア、インドネシア、韓国、中国 

(2)北米………………アメリカ、カナダ 

(3)欧州………………フランス、ベルギー、スペイン 

  

〔海外売上高〕 

(注) １．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1)アジア……………シンガポール、タイ、マレーシア、インドネシア、韓国、中国 

(2)北米………………アメリカ、カナダ 

(3)欧州………………フランス、ベルギー、スペイン 

(4)その他の地域……中南米 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

 (単位：百万円)

 売上高 営業利益又は営業損失(△)

 第２四半期累計期間
増減

増減率
（％） 

第２四半期累計期間 
増減

増減率
（％）

 
平成25年 
３月期

平成26年 
３月期

平成25年 
３月期

平成26年 
３月期

日本 33,272 33,658 386 1.2 3,637 4,053 416 11.4 

アジア 3,520 4,277 756 21.5 369 325 △44 △12.1 

北米 4,954 5,944 990 20.0 319 △64 △383 △120.3 

欧州 2,816 3,412 596 21.2 59 219 160 270.1 

計 44,562 47,292 2,730 6.1 4,386 4,534 148 3.4 

消去 
又は全社

△1,088 △892 ― ― △1,397 △1,435 ― ― 

連結 43,474 46,399 2,925 6.7 2,988 3,098 109 3.7 

 (単位：百万円) 

 海外売上高
連結売上高に占める 

海外売上高の割合（％）

 第２四半期累計期間
増減

増減率 
（％） 

第２四半期累計期間 
増減

 
平成25年 
３月期

平成26年 
３月期

平成25年 
３月期

平成26年 
３月期

アジア 3,591 4,263 672 18.7 8.3 9.2 0.9 

北米 4,907 5,886 978 19.9 11.3 12.7 1.4 

欧州 2,805 3,368 563 20.1 6.4 7.3 0.9 

その他 
の地域 

56 164 107 191.1 0.1 0.3 0.2 

計 11,360 13,683 2,322 20.4 26.1 29.5 3.4 

連結売上高 43,474 46,399      
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(2) 財政状態の分析 

(資産) 

  当第２四半期連結会計期間末における総資産は、1,145億26百万円と前連結会計年度末に比べ50億50

百万円増加いたしました。これは、主に、受取手形及び売掛金が減少したものの、現金及び預金の増加

等により流動資産が22億72百万円増加し、また、固定資産がソフトウエアの増加等により27億77百万円

増加したことによるものであります。 

  

(負債) 

  当第２四半期連結会計期間末における負債合計は、345億71百万円と前連結会計年度末に比べ18億13

百万円増加いたしました。これは、主に、支払手形及び買掛金等が減少したものの、前受金等のその他

流動負債の増加等により流動負債が６億12百万円増加し、また、固定負債が長期借入金の増加等により

12億円増加したことによるものであります。 

  

(純資産) 

  当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は、799億55百万円と前連結会計年度末に比べ32億

37百万円増加いたしました。これは、主に、配当金の支払等があったものの、四半期純利益の計上によ

り株主資本が８億97百万円増加し、また、その他の包括利益累計額が為替換算調整勘定の増加等により

22億81百万円増加したことによるものであります。 

  

(3) キャッシュ・フローの状況 

  当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、298億５百万円と前連結会計年

度末に比べ32億17百万円増加いたしました。当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フロー

の状況とそれらの要因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) 

  営業活動によるキャッシュ・フローは、63億45百万円（前年同四半期に比べ14億53百万円の収入の増

加）となりました。これは主に、法人税等の支払額16億60百万円等が計上されたものの、売上債権の減

少35億19百万円、税金等調整前四半期純利益33億81百万円、減価償却費17億14百万円等が計上されたこ

と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、△38億94百万円（前年同四半期に比べ12億64百万円の支出の

増加）となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入22億95百万円、有価証券の償還による収

入10億円等が計上されたものの、定期預金の預入による支出26億48百万円、有形固定資産の取得による

支出17億83百万円、無形固定資産の取得による支出16億62百万円、有価証券の取得による支出10億円等

が計上され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、３億13百万円（前年同四半期は３億48百万円の支出）となり

ました。これは主に、配当金の支払額９億95百万円、ファイナンス・リース債務の返済による支出７億

46百万円等が計上されたものの、セール・アンド・リースバックによる収入13億24百万円、長期借入れ

による収入９億72百万円等が計上されたことによるものであります。 

  

(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、当連結会社の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。 

株式会社の支配に関する基本方針 

Ⅰ．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に関する基本方針 

  当社は、安定的かつ持続的な企業価値の向上が当社の経営にとって 優先課題と考え、その実現

に日々努めております。したがいまして、当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者
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は、当社の経営理念、企業価値の様々な源泉、当社を支える顧客、取引先及び従業員等のステーク

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の皆様の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。 

  上場会社である当社の株式は、株主及び投資家の皆様による自由な取引に委ねられているため、

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は、 終的には株主の皆様のご意思に基づ

き決定されることを基本としており、会社の支配権の移転を伴う大量買付けに応じるか否かの判断

も、 終的には株主の皆様全体の意思に基づき行われるべきものと考えております。また、当社

は、当社株券等の大量買付けであっても、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に資す

るものであればこれを否定するものではありません。 

  しかしながら、事前に当社取締役会の賛同を得ずに行われる株券等の大量買付けの中には、その

目的等から見て企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株

主の皆様に株式の売却を事実上強制するおそれがあるもの、対象会社の取締役会が代替案を提案す

るための必要十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な

条件をもたらすために買収者との協議・交渉を必要とするものなど、対象会社の企業価値ひいては

株主の皆様の共同の利益を毀損するおそれをもたらすものも想定されます。 

  当社は、このような当社の企業価値や株主の皆様の共同の利益に資さない大量買付けを行う者

が、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り、このような者による大量

買付けに対しては、必要かつ相当な対抗措置を採ることにより、当社の企業価値ひいては株主の皆

様の共同の利益を確保する必要があると考えております。 

Ⅱ．当社の基本方針の実現に資する特別な取組み 

  当社は、会社支配に関する基本方針の実現に資する取組みとして、下記Ⅲに記載するもののほ

か、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保・向上させるため、次の取組みを行っ

ております。これらの取組みは、上記Ⅰの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

に関する基本方針の実現に資するものと考えております。 

1.当社における当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益の確保・向上に向けた取組みにつ

いて 

  当社は、昭和６年、国産初のタイムレコーダーの製造を目的として創業いたしました。以来、

当社は、人を取り巻く「時間と環境」の事業領域に徹し、「人と時間」「人と環境」を企業テー

マに掲げ、「顧客第一主義」の下、就業・給与システムや駐車場管理機器などの時間情報システ

ム事業と集塵機・集塵装置、清掃機器などの環境関連システム事業のトップメーカーとして、社

会に役立つさまざまな製品やソフトウェアなどを開発・製造し、当社を支える顧客、取引先及び

従業員等の、多くのステークホルダーからの厚い信頼と高い評価の中、業績を伸ばすことによ

り、当社の企業価値の向上に努めてまいりました。 

  また、当社及び当社グループ各社は、「TIME & ECOLOGYの事業領域重視／本業強化」「得意な

事業領域におけるニッチトップ戦略」「不断のリストラ」「キャッシュ・フローをベースとした

経営」の４つの不変の戦略を継続しながら、時代の変化に対応し、常に変わり続けることを伝統

としてまいりました。 

  当社は、この４つの基本戦略に基づき、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益の確

保・向上を図るべく、持続成長と収益性の向上を実現するためグローバルベースでの連結成長戦

略を推進しております。 

  当社は、新グローバル成長戦略の一環として、海外については、米国において平成19年６月に

駐車場管理運営ソフトウェアの開発・販売会社のマクギャン社を、平成22年１月に時間情報・就

業管理機器製造会社のアキュタイム システムズ社を、欧州において平成20年２月にフランスの情

報システム会社のホロスマート社を買収し、それぞれの国・地域におけるニッチトップ企業を目

指し事業領域拡大に取り組んでおります。アジア地域においては、アジアグループ各社と日本と

の連携を深め、海外進出企業への販売・サービス体制の強化、現地生産の拡大によるコスト競争

力の強化など成長市場へ経営資源をシフトし事業基盤の拡充を図っております。さらに中南米を

はじめとする新興市場への積極的な市場攻略を推進し新グローバル成長戦略を加速してまいりま

す。国内市場については、平成25年３月に情報システム事業におけるトータル・ソリューション

提案力強化を目的としてクレオ社の株式を一部取得、持分法適用関連会社化し、売上・市場シェ

アの拡大を目指してまいります。 

  当社グループを取り巻く事業環境、事業構造の変化に対応するため、グループ各社と連携を強
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化し全事業について高品質な総合サービス化（プロダクト＋サービス）を推進するとともに、既

存事業の深堀、事業領域拡大、新規事業構築、連結成長戦略、グローバルニッチトップに取り組

むことで、平成26年３月期計画である売上高980億円、営業利益82億円の達成を目指してまいりま

す。当該計画を実現することが、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益の確保・向上

に資するものと考えております。 

2.コーポレート・ガバナンスについて 

  当社及び当社グループ各社は、当社の企業価値の継続的な向上を図り、一層信頼される企業を

目指すべく、企業倫理と経営の健全性の向上に努め、コーポレート・ガバナンスに重点を置いた

経営に徹しております。 

  当社は、これまで、これらを実践・推進するため、当社の組織、運営体制を確立させ、事業活

動の推進や業務執行における法令遵守及び企業倫理に基づく行動を徹底してまいりました。 

  現在の組織、運営体制として、当社は、毎月の定例取締役会のほか、必要に応じて機動的に臨

時取締役会を開催し、当社取締役会は、経営に関する重要事項を審議・決定するとともに、業務

執行状況の報告を受け、迅速に経営判断をすることができる体制となっております。また、コー

ポレート・ガバナンス強化の観点から、平成25年６月27日開催の第97回定時株主総会にて社外取

締役１名を選任しております。 

  当社監査役会は、非常勤の社外監査役２名を含む監査役４名で構成されており、各監査役は、

取締役会に出席するほか、社内の各種委員会や会議にも積極的に参加し、取締役の業務執行を監

視することができる体制となっております。 

  さらに、当社は、コーポレート・ガバナンス体制強化の一環として、代表取締役３名と監査役

４名からなる「ガバナンス会議」を設置し、当社及び当社グループ経営における透明性、健全性

及び法令遵守徹底の更なる向上に努めております。 

  これらの組織、運営体制の確立により、当社は、コーポレート・ガバナンスの実効性を確保

し、公正で透明性の高い経営を実現しております。 

Ⅲ．基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防

止するための取組み 

  当社取締役会は、上記の基本方針に照らし、不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決

定が支配されることを防止するための取組みの一つとして、当社株式の大規模な買付けを行う際の

一定のルールを設ける必要があると考えました。 

  そこで、当社は、平成20年５月８日開催の当社取締役会の決議に基づき、当社株券等の大量買付

行為への対応策（以下「旧プラン」といいます。）を導入いたしました。その後、当社は、平成20

年６月27日開催の当社第92回定時株主総会において、当該総会後も旧プランを継続して導入するか

否かについて株主の皆様のご意思を確認させていただき、継続導入のご承認をいただきました。 

  旧プランの有効期間は平成23年６月29日に開催の当社第95回定時株主総会の終了の時までとなっ

ていたことから、当社は平成23年５月９日開催の当社取締役会において、旧プランの内容を一部変

更の上（以下、変更後のプランを「本プラン」といいます。）、継続する旨の決議を行い、平成23

年６月29日開催の当社第95回定時株主総会において、本プランの継続導入についてご承認をいただ

きました。変更後の本プランの内容は、平成23年５月９日付けプレスリリース「当社株券等の大量

買付行為への対応策（買収防衛策）の継続導入に関するお知らせ」（当社ホームページ：

http://www.amano.co.jp/IR/pdf/20110509_baisyu-bouei.pdf）に記載のとおりです。なお、以下に

おいて使用している「大量買付行為」及び「大量買付者」の内容は、本プランにおいて定義してお

りますので、併せてご確認ください。 

Ⅳ．上記の各取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由 

1.基本方針の実現に資する特別な取組み（上記Ⅱ）について 

  上記Ⅱ「基本方針の実現に資する特別な取組み」に記載した各取組みは、当社の企業価値ひい

ては株主の皆様の共同の利益を継続的かつ持続的に確保・向上させるための具体的取組みとして

策定されたものであり、基本方針の実現に資するものです。 

  したがいまして、これらの各取組みは、基本方針に沿い、当社の株主の皆様の共同の利益を損

なうものではなく、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではありません。 

2.基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防

止するための取組み（上記Ⅲ）について 

(1)当該取組みが基本方針に沿うものであること 
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  本プランは、当社株券等に対する大量買付行為がなされた際に、当該大量買付行為に応じる

べきか否かを株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提案するために必要な情

報や時間を確保したり、株主の皆様のために大量買付者等と交渉を行うことなどを可能とする

ことにより、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保・向上するための取組み

であり、基本方針に沿うものであります。 

(2)当該取組みが当社の株主の皆様の共同の利益を損なうものではなく、また、当社の会社役員の

地位の維持を目的とするものではないこと 

  当社は、以下の理由により、本プランは、当社の株主の皆様の共同の利益を損なうものでは

なく、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。 

ア 買収防衛策に関する指針等を充足していること 

  本プランは、経済産業省及び法務省が平成17年５月27日付で公表した「企業価値・株主共

同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」において定められた①企業価

値・株主共同の利益の確保・向上の原則、②事前開示・株主意思の原則、③必要性・相当性

の原則の三原則を完全に充足しております。また、企業価値研究会が平成20年６月30日付で

公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」の趣旨を踏まえた内容にな

っており、合理性を有するものであります。 

イ 株主の皆様の意思の重視と情報開示 

  本プランは、当初、当社取締役会の決議に基づいて導入されたものではありますが、その

直後の平成20年６月27日に開催された当社第92回定時株主総会において、その継続導入につ

いて、株主の皆様よりご承認をいただいております。その後も本プランを継続するために

は、当社株主総会において、株主の皆様のご承認をいただくことが必要となっており、本プ

ランの存続について株主の皆様の意思が反映されるものとなっております。 

  また、本プランの有効期間満了前であっても、当社株主総会において、本プランを廃止す

る旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されることになっており、この

点においても、本プランの導入及び廃止は、株主の皆様の意思に基づく形になっておりま

す。 

 さらに、株主の皆様に、本プランの廃止等の判断及び大量買付行為に応じて当社株式の売

却を行うか否かについての判断を適切に行っていただくために、当社取締役会は、大量買付

情報その他大量買付者から提供を受けた情報を株主の皆様へ当社取締役会が適当と認める時

期及び方法により開示することとしております。 

ウ 当社取締役会の恣意的判断を排除するための仕組み 

①独立性の高い社外者の判断の重視 

  当社は、本プランの導入にあたり、取締役会の恣意的判断を排除するために、独立委

員会を設置しております。 

  当社に対して大量買付行為がなされた場合には、当社取締役会の諮問に応じる形で、

独立委員会が、大量買付行為に対する対抗措置の発動の是非等について審議・検討した

上で当社取締役会に対して勧告し、当社取締役会は独立委員会の勧告を 大限尊重した

上で決議を行うこととされており、取締役会の恣意的判断に基づく対抗措置の発動を可

及的に排除することができる仕組みが確保されております。 

②合理的な客観的要件の設定 

  本プランは、大量買付者が、本プランにおいて定められた大量買付ルールを遵守しな

い場合又は大量買付者が、当社の企業価値を著しく損なう場合として合理的かつ詳細に

定められた客観的要件を充足した場合にのみ発動することとされており、この点におい

ても、当社取締役会による恣意的な対抗措置の発動を可及的に排除する仕組みが確保さ

れております。 

エ デッドハンド型やスローハンド型買収防衛策ではないこと 

  本プランは、当社取締役会により廃止することができるものとされていることから、デッ

ドハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の過半数を交替させてもなお、その発動を阻止で

きない買収防衛策）ではありません。また、当社は、取締役の任期について、期差任期制を

採用していないため、本プランは、スローハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の交替を

一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策）でもあ

りません。 
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(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６億９百万円であります。 

  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。 

  

(6) 経営成績に重要な影響を与える要因 

  当社グループは、時間情報システム事業及び環境関連システム事業をグローバルに展開しております

が、売上高及び営業利益への貢献割合は時間情報システム事業が高くなっております。当社グループの

業績において高い割合を有する時間情報システム事業について、需要構造の激変、新市場の創出等によ

り市場拡大が見込まれると予測された場合、新たな競争相手の参入が予想されます。その場合、競争相

手が当社を凌駕する革新的な製品やソリューションをもって参入し、当社グループの市場優位性が低下

し、業績に大きな影響を与える可能性があります。 

  また、グローバルな事業展開に伴い、当社グループの業績は海外での取引を円換算する際に、為替相

場の変動による影響を受ける状況にあります。 

  システム・ソリューションの提案やASP・SaaSサービス、ホスティングサービス等のクラウドビジネ

スを展開する中で、顧客の個人情報等の機密情報を取扱っております。そのため、「情報セキュリティ

管理規程」に基づく安全管理措置の強化・徹底を図り、具体的には、ハードディスクや外部媒体の暗号

化による機密情報漏洩防止措置、定期的なe-learningによる社員教育等、万全を期しておりますが、予

期せぬ事態によりそれら機密情報への侵入及び漏洩が起きた場合には、信用の低下等により、当社グル

ープの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

(7) 経営者の問題認識と今後の方針について 

  当社グループは、「TIME & ECOLOGYの事業領域重視／本業強化」「得意な事業領域におけるニッチト

ップ」「不断のリストラ」「キャッシュ・フローをベースとした経営」を４つの不変の戦略として継続

しながら、時代の変化に対応し、変わり続けることを伝統としております。この４つの基本戦略をもと

に、平成23年４月から３ヵ年の「新中期経営計画」を策定いたしました。 

  新中期経営計画は、グローバルニッチトップをめざして新市場開拓（新興国市場・未開拓市場の攻

略）、拠点別複数事業展開を行うとともに、新規事業の構築を図り、企業価値の 大化を実現するべく

新グローバル成長戦略を推進します。本計画の 終年度である平成26年３月期計画の売上高980億円、

営業利益82億円の達成をめざしてまいります。 
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第３ 【提出会社の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

  

② 【発行済株式】 

  

  

(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】 

  

  

１ 【株式等の状況】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 185,476,000 

計 185,476,000 

種類
第２四半期会計期間 
末現在発行数(株) 
(平成25年９月30日)

提出日現在 
発行数(株) 

(平成25年11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 76,657,829 76,657,829 
東京証券取引所 
（市場第一部）

単元株式数は 
100株であります。

計 76,657,829 76,657,829 ― ―

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25年７月１日～ 
平成25年９月30日 

― 76,657,829  ― 18,239 ― 19,292 
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(6) 【大株主の状況】 

(注)１ 上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。 

日本トラスティ・サービス信託銀行(株)       2,409千株 

日本マスタートラスト信託銀行(株)         1,938千株 

 ２ ノーザントラストカンパニー(エイブイエフシー)サブアカウントアメリカンクライアントは、当第２四半期

会計期間末に主要株主となっております。 

 ３ シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピーから平成25年６月12日付で関東財務

局長に提出された大量保有報告書（変更報告書）により平成25年６月７日現在で以下の株式を所有している

旨の報告を受けておりますが、当社として当第２四半期会計期間末における実質所有株式数の確認ができま

せんので、上記大株主の状況には含めておりません。 

   なお、大量保有報告書（変更報告書）の内容は以下のとおりであります。 
  

  

  平成25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(％)

ノーザントラストカンパニー(エ
イブイエフシー)サブアカウント
アメリカンクライアント 
（常任代理人 香港上海銀行東京
支店） 

50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON  
E14 5NT, UK 
（東京都中央区日本橋３－11－１） 

9,706 12.66 

(公財)天野工業技術研究所 浜松市北区細江町気賀7955－98 6,071 7.92 

第一生命保険(株) 東京都千代田区有楽町１－13－１ 4,000 5.21 

(株)みずほ銀行 東京都千代田区丸の内１－３－３ 3,824 4.98 

日本生命保険(相) 東京都千代田区丸の内１－６－６ 3,743 4.88 

ノーザントラストカンパニーエ
イブイエフシーリユーエスタッ
クスエグゼンプテドペンション
ファンズ 
（常任代理人 香港上海銀行東京
支店） 

50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON  
E14 5NT, UK 
（東京都中央区日本橋３－11－１） 

3,447 4.49 

東京海上日動火災保険(株) 東京都千代田区丸の内１－２－１ 2,748 3.58 

日本トラスティ・サービス 
信託銀行(株)信託口 

東京都中央区晴海１－８－11 2,409 3.14 

(株)三菱東京UFJ銀行 東京都千代田区丸の内２－７－１ 2,100 2.74 

日本マスタートラスト 
信託銀行(株)信託口 

東京都港区浜松町２－11－３ 1,938 2.52 

計 ― 39,989 52.16 

氏名又は名称 住所
保有株券等の数 

(千株)
株券等保有割合 

(％)

シルチェスター・インター
ナショナル・インベスター
ズ・エルエルピー 

英国 ロンドン ダブリュー1ジェイ 6
ティーエル、 ブルトン ストリート
1、 タイムアンドライフビル5階 

13,164 17.17 
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(7) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成25年９月30日現在 

(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式が11株含まれております。 

  

② 【自己株式等】 

平成25年９月30日現在 

  

該当事項はありません。 

  

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 

63,500 
― ―

完全議決権株式(その他) 
普通株式 

76,497,200 
764,972 ―

単元未満株式 
普通株式 

97,129 
― ―

発行済株式総数 76,657,829 ― ― 

総株主の議決権 ― 764,972 ― 

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) 
アマノ株式会社 

横浜市港北区大豆戸町 
275番地 

63,500 ― 63,500 0.08 

計 ― 63,500 ― 63,500 0.08 

２ 【役員の状況】
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第４ 【経理の状況】 

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。 

  

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25年７月

１日から平成25年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成25年４月１日から平成25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。 

  

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

２．監査証明について
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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25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 29,175 32,863

受取手形及び売掛金 ※1  24,920 22,243

有価証券 1,241 1,464

商品及び製品 2,984 3,205

仕掛品 931 1,675

原材料及び貯蔵品 2,781 3,299

繰延税金資産 1,235 1,123

その他 2,160 1,879

貸倒引当金 △177 △229

流動資産合計 65,253 67,526

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 10,559 11,003

機械装置及び運搬具（純額） 807 852

工具、器具及び備品（純額） 1,158 1,193

土地 7,167 7,178

リース資産（純額） 3,087 3,396

建設仮勘定 206 280

有形固定資産合計 22,985 23,904

無形固定資産   

のれん 4,679 4,934

ソフトウエア 1,363 2,061

ソフトウエア仮勘定 1,396 1,191

その他 1,042 1,917

無形固定資産合計 8,481 10,105

投資その他の資産   

投資有価証券 6,450 6,643

長期貸付金 13 12

破産更生債権等 401 406

差入保証金 1,153 1,130

繰延税金資産 1,740 1,685

長期預金 1,500 1,500

その他 1,978 2,102

貸倒引当金 △483 △490

投資その他の資産合計 12,755 12,989

固定資産合計 44,222 46,999

資産合計 109,476 114,526
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,633 4,803

電子記録債務 5,404 5,510

短期借入金 197 290

リース債務 1,162 1,379

未払法人税等 1,878 1,715

賞与引当金 1,780 1,827

その他 9,046 10,189

流動負債合計 25,104 25,717

固定負債   

長期借入金 1,244 2,091

長期未払金 201 200

リース債務 3,133 3,456

繰延税金負債 247 127

退職給付引当金 2,670 2,746

資産除去債務 17 29

その他 138 201

固定負債合計 7,653 8,853

負債合計 32,758 34,571

純資産の部   

株主資本   

資本金 18,239 18,239

資本剰余金 19,567 19,293

利益剰余金 49,385 46,888

自己株式 △3,719 △50

株主資本合計 83,472 84,369

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 316 523

為替換算調整勘定 △7,340 △5,265

その他の包括利益累計額合計 △7,023 △4,742

少数株主持分 268 327

純資産合計 76,718 79,955

負債純資産合計 109,476 114,526

― 17 ―



(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：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 43,474 46,399

売上原価 24,201 25,887

売上総利益 19,272 20,512

販売費及び一般管理費   

販売費 14,791 15,801

一般管理費 1,492 1,612

販売費及び一般管理費合計 ※1  16,283 ※1  17,413

営業利益 2,988 3,098

営業外収益   

受取利息 37 41

受取配当金 34 38

受取保険金 57 46

為替差益 18 80

持分法による投資利益 7 34

その他 96 129

営業外収益合計 252 370

営業外費用   

支払利息 17 22

外国源泉税 13 8

その他 26 36

営業外費用合計 56 67

経常利益 3,184 3,401

特別利益   

固定資産売却益 0 11

補助金収入 7 －

特別利益合計 8 11

特別損失   

固定資産除却損 21 30

固定資産売却損 － 0

投資有価証券評価損 5 －

固定資産圧縮損 6 －

特別退職金 131 0

その他 0 －

特別損失合計 164 30

税金等調整前四半期純利益 3,027 3,381

法人税等 1,352 1,439

少数株主損益調整前四半期純利益 1,675 1,941

少数株主利益 35 48

四半期純利益 1,640 1,893
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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：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,675 1,941

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △119 205

為替換算調整勘定 26 2,089

持分法適用会社に対する持分相当額 5 20

その他の包括利益合計 △87 2,315

四半期包括利益 1,588 4,257

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,551 4,174

少数株主に係る四半期包括利益 36 82
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25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 3,027 3,381

減価償却費 1,861 1,714

のれん償却額 280 324

退職給付引当金の増減額（△は減少） △194 59

貸倒引当金の増減額（△は減少） △25 15

受取利息及び受取配当金 △71 △79

持分法による投資損益（△は益） △7 △34

支払利息 17 22

為替差損益（△は益） △2 54

固定資産売却損益（△は益） △0 △11

固定資産除却損 21 30

固定資産圧縮損 6 －

投資有価証券評価損益（△は益） 5 －

特別退職金 131 0

補助金収入 △7 －

売上債権の増減額（△は増加） 2,132 3,519

たな卸資産の増減額（△は増加） △356 △1,107

仕入債務の増減額（△は減少） △1,007 △942

その他の流動負債の増減額（△は減少） 1,173 725

その他 △128 192

小計 6,855 7,864

利息及び配当金の受取額 131 150

利息の支払額 △17 △22

特別退職金の支払額 △153 △0

法人税等の支払額 △1,928 △1,660

法人税等の還付額 3 13

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,891 6,345

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 △1,000 △1,000

有価証券の償還による収入 1,000 1,000

有形固定資産の取得による支出 △873 △1,783

有形固定資産の売却による収入 2 15

無形固定資産の取得による支出 △1,007 △1,662

投資有価証券の取得による支出 △224 △3

関係会社株式の売却による収入 － 36

子会社株式の取得による支出 － △101

貸付けによる支出 △63 △7

貸付金の回収による収入 63 10

定期預金の預入による支出 △3,698 △2,648

定期預金の払戻による収入 3,008 2,295

その他 160 △45

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,630 △3,894
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(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

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 △162 △215

長期借入れによる収入 － 972

自己株式の取得による支出 △0 △0

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △592 △746

セール・アンド・リースバックによる収入 1,421 1,324

配当金の支払額 △995 △995

少数株主への配当金の支払額 △18 △24

財務活動によるキャッシュ・フロー △348 313

現金及び現金同等物に係る換算差額 △56 453

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,855 3,217

現金及び現金同等物の期首残高 25,921 26,587

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1  27,776 ※1  29,805
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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) 

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) 

  

  

  (追加情報) 

  

  

 
当第２四半期連結累計期間 

(自  平成25年４月１日  至  平成25年９月30日)

税金費用の計算  税金費用については、当第２四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。また見積

実効税率を使用できない場合は、税引前四半期純損益に一時差異に該当しな

い重要な差異を加減した上で、法定実効税率を乗じて計算しております。 

(自  平成25年４月１日  至  平成25年９月30日) 
当第２四半期連結累計期間

（表示方法の変更） 

四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係 

従来、駐車場運営受託事業において駐車場機器設置の際に子会社に生じる支出と収入を、当該子会社を一時的

に通過する資金の流れとしてとらえ、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」等に集約しておりました

が、駐車場運営受託事業の規模が拡大し、ビジネス形態も変化してきている中で、駐車場運営権の取得等の明確

な投資活動が行われ、それに伴う財務活動も多様化してきていることから、第１四半期連結会計期間より機器取

得等に係る支出を投資活動によるキャッシュ・フローの「有形固定資産の取得による支出」及び「無形固定資産

の取得による支出」に、当該機器のリースバックに伴う収入を財務活動によるキャッシュ・フローの「セール・

アンド・リースバックによる収入」にそれぞれ表示する方法に変更しております。この表示方法の変更を反映さ

せるため、前第２四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書の組替えを行っております。 

この結果、前第２四半期連結累計期間の連結キャッシュ・フロー計算書は、「営業活動によるキャッシュ・フ

ロー」の「その他の流動負債の増減額（△は減少）」が11百万円、「その他」が861百万円それぞれ減少し、「投

資活動によるキャッシュ・フロー」の「有形固定資産の取得による支出」が501百万円、「無形固定資産の取得に

よる支出」が46百万円、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「セール・アンド・リースバックによる収

入」が1,421百万円それぞれ増加しております。 
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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、前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形が、連結

会計年度末残高に含まれております。 

  

  

(四半期連結損益計算書関係) 

※１  販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。 

  

  

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

※１  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。 

  

  

 
前連結会計年度 

(平成25年３月31日)
当第２四半期連結会計期間 

(平成25年９月30日)

受取手形 502百万円 ― 

 (自  平成24年４月１日 
至  平成24年９月30日) 

前第２四半期連結累計期間
(自  平成25年４月１日 
至  平成25年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間

賞与引当金繰入額 1,269百万円 1,262百万円 

退職給付費用 589  〃 528  〃 

給料及び手当 6,332  〃 6,994  〃 

 (自  平成24年４月１日 
至  平成24年９月30日) 

前第２四半期連結累計期間
(自  平成25年４月１日 
至  平成25年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間

現金及び預金 30,572百万円 32,863百万円 

有価証券 1,120  〃 1,464  〃 

計 31,692百万円 34,328百万円 

預入期間が３か月を超える 
定期預金 

△2,916  〃 △3,323  〃 

償還期間が３か月を超える 
有価証券 

△1,000  〃 △1,200  〃 

現金及び現金同等物 27,776百万円 29,805百万円 
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(株主資本等関係) 

前第２四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年９月30日) 

１．配当金支払額 

  

  

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 

  

  

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２四半期連結累計期間(自  平成25年４月１日  至  平成25年９月30日) 

１．配当金支払額 

  

  

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 

  

  

３．株主資本の著しい変動 

平成25年３月27日開催の取締役会決議に基づき、平成25年４月８日に自己株式4,600,000株を消却い

たしました。この結果、自己株式が3,669百万円、資本剰余金が274百万円、利益剰余金が3,395百万円

それぞれ減少しております。 

  

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24年６月28日 
定時株主総会 

普通株式 995 13 平成24年３月31日 平成24年６月29日 利益剰余金

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24年11月５日 
取締役会 

普通株式 995 13 平成24年９月30日 平成24年12月４日 利益剰余金

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25年６月27日 
定時株主総会 

普通株式 995 13 平成25年３月31日 平成25年６月28日 利益剰余金

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25年11月６日 
取締役会 

普通株式 995 13 平成25年９月30日 平成25年12月３日 利益剰余金
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(セグメント情報等) 

【セグメント情報】 

Ⅰ  前第２四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年９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 

(注) １  セグメント利益の調整額△1,391百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社

費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

２  セグメント利益は、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。 

  

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。 

  

Ⅱ  当第２四半期連結累計期間(自  平成25年４月１日  至  平成25年９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 

(注) １  セグメント利益の調整額△1,439百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社

費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

２  セグメント利益は、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。 

  

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。 

  

  (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

時間情報 
システム事業

環境関連 
システム事業

計

売上高      

  外部顧客への売上高 31,260 12,213 43,474 ― 43,474 

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高 

― ― ― ― ― 

計 31,260 12,213 43,474 ― 43,474 

セグメント利益 3,165 1,214 4,379 △1,391 2,988 

  (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

時間情報 
システム事業

環境関連 
システム事業

計

売上高      

  外部顧客への売上高 34,476 11,923 46,399 ― 46,399 

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高 

― ― ― ― ― 

計 34,476 11,923 46,399 ― 46,399 

セグメント利益 3,776 761 4,537 △1,439 3,098 
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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は、以下のとおりであります。 

  

(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。 

  

第98期(平成25年４月１日から平成26年３月31日まで)中間配当について、平成25年11月６日開催の取締

役会において、平成25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                                 995百万円 

②  １株当たりの金額                                13円 

③  支払請求権の効力発生日及び支払開始日   平成25年12月３日 

  

項目 (自  平成24年４月１日 
至  平成24年９月30日) 

前第２四半期連結累計期間
(自  平成25年４月１日 
至  平成25年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間

１株当たり四半期純利益金額 21円42銭 24円72銭 

(算定上の基礎)   

四半期純利益金額(百万円) 1,640 1,893 

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) 1,640 1,893 

普通株式の期中平均株式数(株) 76,595,804 76,594,654 

２ 【その他】
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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２５年１１月１１日 

ア マ ノ 株 式 会 社 

 取 締 役 会  御 中 

 

業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員

 公認会計士  安 田 弘 幸  ㊞
 

業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員

 公認会計士  種 村   隆  ㊞
 

 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
掲げられているアマノ株式会社の平成２５年４月１日から平成２６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２５年７月１日から平成２５年９月３０日まで）及び
第２四半期連結累計期間（平成２５年４月１日から平成２５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、アマノ株式会社
及び連結子会社の平成２５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 





【表紙】  

【提出書類】 確認書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の８第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成25年11月11日 

【会社名】 アマノ株式会社 

【英訳名】 Amano Corporation 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  中 島   泉 

【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。 

【本店の所在の場所】 横浜市港北区大豆戸町275番地 

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 

  (東京都中央区日本橋兜町２番１号) 

  

  



当社代表取締役社長 中島 泉 は、当社の第98期第２四半期(自 平成25年７月１日 至 平成25年９

月30日)の四半期報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたし

ました。 

  

確認に当たり、特記すべき事項はありません。 

１ 【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

２ 【特記事項】
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