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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66期

第１四半期
連結累計期間

第67期
第１四半期
連結累計期間

第66期

会計期間
自 平成27年４月１日
至 平成27年６月30日

自 平成28年４月１日
至 平成28年６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) 7,212,749 7,361,143 34,977,721

経常利益 (千円) 162,528 109,253 1,414,605

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(千円) 112,319 98,962 871,866

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 162,689 △64 577,955

純資産額 (千円) 7,515,106 7,816,535 7,928,887

総資産額 (千円) 25,587,037 25,141,134 27,410,555

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 7.00 6.17 54.35

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 (％) 29.4 31.1 28.9
 

(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、潜在株式がないため記載しておりません。

 

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１四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】

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(当社及び連結子会社)が判

断したものであります。

 

(1) 業績の状況

当第1四半期連結累計期間における日本経済は、雇用情勢においては改善傾向が見られたものの、急速な円高進

行や不安定な株式市場を背景に個人消費や設備投資には一服感が見られ、景気の停滞感が強まりました。国外にお

いては、中国をはじめ新興国経済の減速感がより鮮明となり、さらに英国のEU離脱問題に伴う世界経済に及ぼす影

響が懸念されるなど、先行き不透明な状況が続いております。

　当社グループの主要顧客である建設業界においては、引き続き労務費の高騰や地域別において需要格差が残るな

ど厳しい状況で推移いたしました。

　このような経営環境のもと、当社グループは新中期３ヶ年経営計画の初年度となる当第１四半期連結累計期間に

おいて、他社との差別化と効率化の推進によるコアビジネスの強化、戦略的投資によるビジネス領域の拡大に取り

組んでまいりました。その結果、当第１四半期連結累計期間の連結売上高は、前年同期比2.1％増加の7,361百万円

余、損益につきましては、連結営業利益は前年同期比10.7％減少の123百万円余、連結経常利益は前年同期比

32.8％減少の109百万円余、親会社株主に帰属する四半期純利益は前年同期比11.9％減少の98百万円余となりまし

た。

　なお、当第１四半期連結累計期間のセグメント別売上高の概要は、次のとおりであります。

建設機械関連事業

　建設機械関連事業の売上高は、前年同期比13.4％減少の4,243百万円余となりました。

　建設機械関連商品は、建設機械の新車需要が低調に推移したことにより、前年同期比18.9％減少の2,284百万円

余、建設機械関連レンタルは、稼働率の低下により前年同期比8.8％減少の749百万円余となりました。また、建設

機械関連サービスは、前年同期比4.1％減少の1,209百万円余となりました。 　

産業・鉄構機械等関連事業

　産業・鉄構機械等関連事業の売上高は、前年同期比45.3％増加の2,585百万円余となりました。

　産業機械関連製品は、主力自社商品である「クローラクレーン」が好調であったことから、前年同期比88.2％増

加の1,637百万円余となりました。また、産業機械関連商品は、高所作業車の需要減少により、前年同期比47.2％

減少の116百万円余となりました。

　鉄構機械関連製品においては、大型工事物件が完成したことから、前年同期比41.2％増加の523百万円余となり

ました。また、産業機械関連その他は、前年同期比3.2％減少の307百万円余となりました。

介護用品関連事業

　介護用品関連事業の売上高は、前年同期比5.3％増加の305百万円余となりました。

その他

　その他の事業の売上高は、前年同期比6.7％減少の226百万円余となりました。
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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における流動資産は、前連結会計年度末に比べ1,845百万円余減少し12,737百万円

余となりました。これは主に、現金及び預金1,045百万円余、受取手形及び売掛金が934百万円余それぞれ減少した

ことによるものであります。

　固定資産は、前連結会計年度末に比べ424百万円余減少し12,403百万円余となりました。これは主に、貸与資産

等の有形固定資産が減少したことによるものであります。

　これにより、資産合計は、前連結会計年度末に比べ2,269百万円余減少し25,141百万円余となりました。

　当第１四半期連結会計期間末における流動負債は、前連結会計年度末に比べ2,047百万円余減少し13,351百万円

余となりました。これは主に、買掛金が986百万円余、短期借入金が692百万円余、未払法人税等が441百万円余そ

れぞれ減少したことによるものであります。

　固定負債は、前連結会計年度末に比べ109百万円余減少し3,973百万円余となりました。これは主に、繰延税金負

債が減少したことによるものであります。

　これにより、負債合計は、前連結会計年度末に比べ2,157百万円余減少し17,324百万円余となりました。

　当第１四半期連結会計期間末における純資産合計は、前連結会計年度末に比べ112百万円余減少し7,816百万円余

となりました。これは主に、その他有価証券評価差額金が減少したことによるものであります。

　この結果、当第１四半期連結会計期間末の自己資本比率は31.1％(前連結会計年度末は28.9％)となりました。

(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。

(4) 研究開発活動

当第１四半期連結累計期間の研究開発費の総額は66百万円であります。
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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 64,000,000

計 64,000,000
 

 

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28年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成28年８月８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 16,100,000 同左
東京証券取引所
ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）

単元株式数は1,000株であり
ます。

計 16,100,000 同左 ― ―
 

 

(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６月30日 ― 16,100,000 ― 3,160,000 ― 100,000
 

 

(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「発行済株式」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28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28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)
(自己保有株式)
普通株式   　58,000

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 15,984,000 15,984 ―

単元未満株式
普 通 株 式 　   
58,000　

― ―

発行済株式総数 16,100,000 ― ―

総株主の議決権 ― 15,984 ―
 

 

② 【自己株式等】

平成28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(％)

(自己保有株式)
株式会社前田製作所

長野県長野市篠ノ井
御幣川1095番地

58,000 ― 58,000 0.4

計 ― 58,000 ― 58,000 0.4
 

(注)　当第１四半期会計期間末の自己株式数は、58,932株であります。　

 

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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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１四半期連結会計期間(平成28年４月１日から平成

28年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成28年４月１日から平成28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。

 

EDINET提出書類

株式会社前田製作所(E01658)

四半期報告書

 7/18



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１四半期連結会計期間

(平成28年６月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 2,782,566 1,737,288

  受取手形及び売掛金 ※1  8,083,343 ※1  7,149,062

  たな卸資産 2,895,294 3,136,586

  繰延税金資産 215,641 198,722

  未収入金 ※2  624,535 ※2  518,470

  その他 41,901 50,716

  貸倒引当金 △60,605 △53,375

  流動資産合計 14,582,677 12,737,471

 固定資産   

  有形固定資産   

   貸与資産 15,102,994 14,475,012

    減価償却累計額 △10,535,434 △10,135,014

    貸与資産（純額） 4,567,560 4,339,997

   建物及び構築物 7,919,295 7,932,955

    減価償却累計額 △5,915,993 △5,953,576

    建物及び構築物（純額） 2,003,301 1,979,378

   機械装置及び運搬具 2,119,335 2,112,755

    減価償却累計額 △1,676,493 △1,678,603

    機械装置及び運搬具（純額） 442,842 434,151

   土地 2,752,454 2,751,909

   リース資産 1,531,387 1,528,891

    減価償却累計額 △380,341 △419,395

    リース資産（純額） 1,151,046 1,109,495

   その他 763,423 770,397

    減価償却累計額 △590,334 △602,283

    その他（純額） 173,089 168,114

   有形固定資産合計 11,090,294 10,783,046

  無形固定資産   

   借地権 41,148 41,148

   ソフトウエア 40,473 37,769

   その他 242 242

   無形固定資産合計 81,863 79,160

  投資その他の資産   

   投資有価証券 1,530,063 1,447,040

   その他 187,044 156,958

   貸倒引当金 △61,387 △62,542

   投資その他の資産合計 1,655,720 1,541,456

  固定資産合計 12,827,877 12,403,662

 資産合計 27,410,555 25,141,134
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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１四半期連結会計期間

(平成28年６月30日)

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 6,433,580 5,447,470

  短期借入金 ※3  6,688,365 ※3  5,995,890

  リース債務 316,109 311,056

  未払法人税等 459,271 17,933

  賞与引当金 430,830 201,515

  役員賞与引当金 30,000 －

  その他 1,040,119 1,377,213

  流動負債合計 15,398,275 13,351,079

 固定負債   

  長期借入金 434,190 459,522

  リース債務 890,255 851,971

  繰延税金負債 168,929 116,361

  退職給付に係る負債 2,014,803 2,010,176

  その他 575,213 535,488

  固定負債合計 4,083,392 3,973,519

 負債合計 19,481,668 17,324,599

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 3,160,000 3,160,000

  資本剰余金 100,000 100,000

  利益剰余金 4,179,456 4,166,131

  自己株式 △18,642 △18,642

  株主資本合計 7,420,814 7,407,489

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 561,707 461,926

  退職給付に係る調整累計額 △53,635 △52,881

  その他の包括利益累計額合計 508,072 409,045

 純資産合計 7,928,887 7,816,535

負債純資産合計 27,410,555 25,141,134
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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：千円)

          前第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)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

売上高 7,212,749 7,361,143

売上原価 5,946,698 6,046,141

売上総利益 1,266,050 1,315,002

販売費及び一般管理費 1,127,759 1,191,449

営業利益 138,290 123,553

営業外収益   

 受取利息 1,800 1,426

 受取配当金 24,775 24,307

 為替差益 15,578 －

 不動産賃貸料 3,272 3,379

 その他 7,510 6,541

 営業外収益合計 52,937 35,654

営業外費用   

 支払利息 16,520 13,445

 為替差損 － 27,941

 手形売却損 2,913 3,762

 その他 9,266 4,805

 営業外費用合計 28,700 49,954

経常利益 162,528 109,253

特別損失   

 固定資産除却損 1,358 1,278

 減損損失 546 545

 特別損失合計 1,905 1,823

税金等調整前四半期純利益 160,622 107,429

法人税、住民税及び事業税 4,978 6,715

法人税等調整額 43,324 1,751

法人税等合計 48,303 8,467

四半期純利益 112,319 98,962

親会社株主に帰属する四半期純利益 112,319 98,962
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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：千円)

          前第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)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

四半期純利益 112,319 98,962

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 49,889 △99,780

 退職給付に係る調整額 481 753

 その他の包括利益合計 50,370 △99,027

四半期包括利益 162,689 △64

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 162,689 △64

 非支配株主に係る四半期包括利益 － －
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【注記事項】

 

(会計方針の変更)

 

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日 至 平成28年６月30日)

 

　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）を当第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。

　この変更による当第１四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。
 

 

 
 

(追加情報)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日 至 平成28年６月30日)

 

　「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）を当第

１四半期連結会計期間から適用しております。
 

 

 

 
(四半期連結貸借対照表関係)

※１　受取手形裏書譲渡高等

 
前連結会計年度

(平成28年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成28年６月30日)

受取手形裏書譲渡高 66,499 千円 46,529 千円

手形債権流動化による譲渡高 2,565,998 千円 1,840,064 千円
 

 

※２　未収入金に含まれている手形債権流動化による受取手形譲渡代金は、次のとおりであります。

 
前連結会計年度

(平成28年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成28年６月30日)

 611,338千円 504,367千円
 

 

※３　親会社の前田建設工業㈱が導入しているＣＭＳ(キャッシュ・マネジメント・システム)による短期借入金が含ま

れております。

 
前連結会計年度

(平成28年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成28年６月30日)

 28,213千円 740,698千円
 

 

(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（無形固定資産に係る償却費を含む。）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27年４月１日
至 平成27年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
至 平成28年６月30日)

 462,626千円 500,257千円
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(株主資本等関係)

前第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

(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23日
定時株主総会

普通株式 112,315 7.00 平成27年３月31日 平成27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。

 

当第１四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28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

(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23日
定時株主総会

普通株式 112,287 7.00 平成28年３月31日 平成28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。
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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：千円)

 

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

四半期連
結損益計
算書計上
額(注)３

建設機械
関連事業

産業・鉄
構機械等
関連事業

介護用品
関連事業

計

売上高         

 外部顧客への売上高 4,899,954 1,779,981 289,643 6,969,580 243,168 7,212,749 － 7,212,749

 セグメント間の内部
 売上高又は振替高

28,049 60,677 2 88,729 97,681 186,410 △186,410 －

計 4,928,004 1,840,658 289,646 7,058,309 340,850 7,399,159 △186,410 7,212,749

セグメント利益又は損
失（△）

311,877 14,342 19,038 345,257 △40,467 304,789 △166,498 138,290
 

(注) １ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、自動車販売、車検・整備、シリン

ダー製造・販売事業等を含んでおります。

２ セグメント利益又は損失(△)の調整額△166,498千円には、連結消去に伴う調整額1,959千円、各報告セグメ

ントに配分していない全社費用△168,458千円が含まれております。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及び試験研究費であります。

３ 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。

 

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

      (単位：千円)

 

報告セグメント

その他 全社・消去 合計
建設機械
関連事業

産業・鉄構機
械等関連事業

介護用品
関連事業

計

減損損失 － － － － － 546 546
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Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28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：千円)

 

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

四半期連
結損益計
算書計上
額(注)３

建設機械
関連事業

産業・鉄
構機械等
関連事業

介護用品
関連事業

計

売上高         

 外部顧客への売上高 4,243,729 2,585,544 305,038 7,134,312 226,830 7,361,143 － 7,361,143

 セグメント間の内部
 売上高又は振替高

29,003 112,386 － 141,390 110,372 251,763 △251,763 －

計 4,272,733 2,697,931 305,038 7,275,703 337,203 7,612,906 △251,763 7,361,143

セグメント利益又は損
失（△）

167,214 129,875 23,049 320,139 △11,307 308,831 △185,278 123,553
 

(注) １ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、自動車販売、車検・整備、シリン

ダー製造・販売事業等を含んでおります。

２ セグメント利益又は損失(△)の調整額△185,278千円には、連結消去に伴う調整額△15,793千円、各報告セ

グメントに配分していない全社費用△169,485千円が含まれております。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及び試験研究費であります。

３ 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。

 

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

      (単位：千円)

 

報告セグメント

その他 全社・消去 合計
建設機械
関連事業

産業・鉄構機
械等関連事業

介護用品
関連事業

計

減損損失 － － － － － 545 545
 

 

 

３．報告セグメントの変更等に関する事項

会計方針の変更に記載のとおり、法人税の改正に伴い、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たため、事業セグメントの減価償却の方法を同様に変更してお

ります。

　なお、この変更に伴うセグメント利益又は損失に与える影響は軽微であります。
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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は、以下のとおりであります。

項目
前第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)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
至 平成28年６月30日)

　 １株当たり四半期純利益金額 7円00銭 6円17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) 112,319 98,962

   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)

112,319 98,962

   期中平均株式数(株) 16,044,779 16,041,068
 

 

（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、潜在株式がないため記載しておりません。

 

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８月５日

株式会社前田製作所

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    大 田 原　 　吉　隆   印

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士    島　　村　　　　　哲   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前田製

作所の平成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１四半期連結会計期間(平成28年４月１日から平

成28年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成28年４月１日から平成28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、株式会社前田製作所及び連結子会社の平成28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

　
 

（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。
 

 

EDINET提出書類

株式会社前田製作所(E01658)

四半期報告書

18/18


	表紙
	本文
	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
	２事業の内容

	第２事業の状況
	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

	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
	②発行済株式

	(2)新株予約権等の状況
	(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
	(4)ライツプランの内容
	(5)発行済株式総数、資本金等の推移
	(6)大株主の状況
	(7)議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等


	２役員の状況

	第４経理の状況
	１四半期連結財務諸表
	(1)四半期連結貸借対照表
	(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
	四半期連結包括利益計算書
	第１四半期連結累計期間
	注記事項
	セグメント情報


	２その他


	第二部提出会社の保証会社等の情報
	監査報告書

