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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77期

第３四半期
連結累計期間

第78期
第３四半期
連結累計期間

第77期

会計期間
自　平成27年４月１日
至　平成27年12月31日

自　平成28年４月１日
至　平成28年12月31日

自　平成27年４月１日
至　平成28年３月31日

売上高 (千円) 38,167,871 36,010,803 48,245,864

経常利益 (千円) 1,138,622 1,342,078 706,505

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(千円) 798,062 1,010,382 384,009

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 1,102,370 1,758,371 397,722

純資産額 (千円) 6,119,245 7,185,009 5,414,549

総資産額 (千円) 31,960,516 31,784,638 26,906,375

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 89.63 113.48 43.13

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 (％) 17.1 20.3 17.7
 

 

回次
第77期

第３四半期
連結会計期間

第78期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成27年10月１日
至 平成27年12月31日

自 平成28年10月１日
至 平成28年12月31日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 54.93 63.60
 

 

(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　平成28年10月１日付で普通株式10株について１株の割合で株式併合を行っております。前連結会計年度の期

首に当該株式併合が行われたと仮定し、１株当たり四半期（当期）純利益金額を算定しております。

 
２ 【事業の内容】

当第３四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３四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３四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、当第３四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す。

(1) 業績の状況

当第３四半期連結累計期間のわが国経済は、企業収益や雇用情勢の改善が続く緩やかな回復基調にありましたが、

中国経済の減速を背景に輸出が伸び悩むなど、先行き不透明な状況で推移いたしました。食品業界におきましては、

景気の先行き不透明感から個人消費が低調に推移するなど、厳しい経営環境が続きました。

このような状況のなか、当社グループは今年度からの２ヵ年を「強化」の期間とし、「人財育成」および「基盤整

備」を基本方針とする「第三次中期経営計画」（平成29年３月期～平成30年３月期）をスタートさせました。この経

営計画のもと、これまでに取り組んできた経営資源の選択と集中、売上拡大戦略をベースに、安定的な利益確保に向

けて構造強化を図り、持続的な事業発展を目指しております。

当第３四半期連結累計期間の売上高は、養魚用飼料や肉類の売上減少などにより360億10百万円（前年同期比5.7％

減少）となりました。損益面におきましては、主原料価格の安定的推移により営業利益13億52百万円（前年同期比

13.3％増加）、経常利益13億42百万円（前年同期比17.9％増加）、親会社株主に帰属する四半期純利益10億10百万円

（前年同期比26.6％増加）となりました。

 

当第３四半期連結累計期間のセグメントの業績は、次のとおりです。

 

①水産食品事業

水産食品事業におきましては、魚肉ねり製品の売上は前年並みで推移したものの、機能性食品素材カツオエラスチ

ンや高齢者向けソフト食「ソフミート」の拡販により新規取引が増加したことで、増収となりました。　　

これらにより、売上高は31億19百万円（前年同期比5.0％増加）、セグメント利益（営業利益）は23百万円（前年同

期は50百万円の損失）となりました。
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②畜産食品事業

畜産食品事業におきましては、鶏肉の販売数量減少や豚肉の販売単価下落、ロースハムやベーコンなどのＯＥＭ

（相手先ブランド供給）製品の販売数量減少により、減収となりました。

これらにより、売上高は155億３百万円（前年同期比5.7％減少）、セグメント利益（営業利益）は５億19百万円

（前年同期比23.9％減少）となりました。

 

③飼料事業

飼料事業におきましては、養魚用飼料の値下げや為替の影響による輸出量減少などにより、減収となりました。

これらにより、売上高は155億73百万円（前年同期比9.2％減少）となりました。損益面においては、生産性向上や

コスト削減に努めたことなどによりセグメント利益（営業利益）は14億49百万円（前年同期比30.5％増加）となりま

した。

 

④その他

その他の売上高は18億13百万円（前年同期比13.7％増加）、セグメント利益（営業利益）は１億61百万円（前年同

期比23.7％減少）となりました。

 

(2) 財政状態の分析

(資産)

　当第３四半期連結会計期間末の資産合計は317億84百万円となり、前連結会計年度末に比べ48億78百万円の増加とな

りました。

　流動資産の増加（前連結会計年度末比31億38百万円増加）は、主に受取手形及び売掛金が34億31百万円増加したこ

となどによるものです。

　固定資産の増加（前連結会計年度末比17億39百万円増加）は、主に投資有価証券が10億58百万円、破産更生債権等

が７億82百万円増加したことなどによるものです。

 

(負債及び純資産)

　当第３四半期連結会計期間末の負債合計は245億99百万円となり、前連結会計年度末に比べ31億７百万円の増加とな

りました。

　流動負債の増加（前連結会計年度末比27億１百万円増加）は、主に買掛金が21億３百万円増加したことなどによる

ものです。

　固定負債の増加（前連結会計年度末比４億６百万円増加）は、主にその他（繰延税金負債）が２億84百万円、長期

借入金が１億56百万円増加したことなどによるものです。

　当第３四半期連結会計期間末における純資産合計は71億85百万円となり、前連結会計年度末に比べ17億70百万円の

増加となりました。これは主に親会社株主に帰属する四半期純利益10億10百万円を計上したことや、その他有価証券

評価差額金が６億47百万円増加したことなどによるものです。この結果、自己資本比率は20.3％となりました。
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(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結累計期間において、当社グループ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

生じた問題はありません。

 

(4) 研究開発活動

当第３四半期連結累計期間の研究開発費の総額は３億60百万円です。
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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 20,000,000

計 20,000,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第３四半期会計期間末

現在発行数(株)
(平成28年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成29年２月14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 8,910,000 8,910,000
東京証券取引所
（市場第一部）

単元株式数は100株です。

計 8,910,000 8,910,000 ― ―
 

 

(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
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

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10月１日
（注）

△80,190 8,910 ― 3,415,020 ― ―

 

（注）平成28年６月27日開催の第77期定時株主総会決議により、同年10月１日付で株式併合（10株を１株に併合）を

実施したため、発行済株式総数は80,190,000株減少し、8,910,000株となっております。

 

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四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】

平成28年６月27日開催の第77期定時株主総会決議により、同年10月１日付で株式併合（10株を１株に併合）を実施し

たため、当社の発行済株式総数は80,190,000株減少し、8,910,000株となっております。また、同年５月13日開催の取締

役会決議により、同年10月１日付で単元株式数を1,000株から100株に変更しております。

 当第３四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、直前の基準日である平成28年９月30日の株主名簿により記載しております。従って、上記の

株式併合および単元株式数の変更は反映されておりません。

 
① 【発行済株式】

   平成28年12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　　 64,000
（相互保有株式）
普通株式     10,000

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 88,868,000 88,867 ―

単元未満株式 普通株式    158,000 ― １単元(1,000株)未満の株式

発行済株式総数 89,100,000 ― ―

総株主の議決権 ― 88,867 ―
 

(注) １　「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4,000株（議決権４個）が含まれて

おります。

２　「完全議決権株式（その他）」の欄には、株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的には所有して

いない株式1,000株が含まれております。なお、当該株式については、議決権の数には含まれておりません。

３　「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式328株が含まれております。

 

② 【自己株式等】

  平成28年12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)
林兼産業株式会社
 
(相互保有株式)
株式会社みなと

 
山口県下関市大和町
二丁目４番８号
 
山口県下関市大和町
一丁目12番６号

 
64,000

 
 

10,000

 
―

 
 

―

 
64,000

 
 

10,000

 
0.07

 
 

0.01

計 ― 74,000 ― 74,000 0.08
 

(注) 上記のほか、株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的には所有していない株式1,000株があります。

なお、当該株式は①［発行済株式］の「完全議決権株式（その他）」の欄の普通株式に含まれております。

 

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)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３四半期連結会計期間(平成28年10月１日から平成

28年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成28年４月１日から平成28年12月31日まで)に係る四半期連結財務

諸表について、監査法人大手門会計事務所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３四半期連結会計期間

(平成28年12月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 1,795,490 2,467,164

  受取手形及び売掛金 4,245,481 ※2  7,676,610

  商品及び製品 1,837,751 1,631,498

  仕掛品 2,194,745 1,807,264

  原材料及び貯蔵品 1,893,174 1,434,441

  その他 190,545 308,413

  貸倒引当金 △48,132 △77,783

  流動資産合計 12,109,057 15,247,611

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 3,583,627 3,513,023

   土地 4,198,093 4,198,093

   その他（純額） 1,993,429 1,988,223

   有形固定資産合計 9,775,150 9,699,341

  無形固定資産 36,046 37,320

  投資その他の資産   

   投資有価証券 3,235,743 4,293,884

   破産更生債権等 2,898,643 3,681,447

   その他 311,922 289,195

   貸倒引当金 △1,460,187 △1,464,161

   投資その他の資産合計 4,986,121 6,800,365

  固定資産合計 14,797,318 16,537,027

 資産合計 26,906,375 31,784,638

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 2,432,764 4,536,508

  短期借入金 10,086,484 9,673,206

  未払法人税等 102,603 242,066

  賞与引当金 223,350 120,134

  その他 1,658,938 2,633,654

  流動負債合計 14,504,141 17,205,570

 固定負債   

  長期借入金 3,666,905 3,823,081

  退職給付に係る負債 2,028,145 1,956,570

  資産除去債務 55,930 50,000

  その他 1,236,702 1,564,407

  固定負債合計 6,987,684 7,394,058

 負債合計 21,491,826 24,599,629
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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３四半期連結会計期間

(平成28年12月31日)

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 3,415,020 3,415,020

  資本剰余金 5,989 8,971

  利益剰余金 868,749 1,879,131

  自己株式 △6,823 △7,105

  株主資本合計 4,282,935 5,296,017

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 574,527 1,222,070

  繰延ヘッジ損益 ― 4,279

  為替換算調整勘定 6,675 10,430

  退職給付に係る調整累計額 △94,640 △80,552

  その他の包括利益累計額合計 486,562 1,156,228

 非支配株主持分 645,051 732,763

 純資産合計 5,414,549 7,185,009

負債純資産合計 26,906,375 31,784,638
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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３四半期連結累計期間】

           (単位：千円)

          前第３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

売上高 38,167,871 36,010,803

売上原価 32,260,234 29,901,683

売上総利益 5,907,636 6,109,119

販売費及び一般管理費 4,713,684 4,756,354

営業利益 1,193,951 1,352,765

営業外収益   

 受取配当金 55,986 60,968

 その他 132,981 130,409

 営業外収益合計 188,968 191,377

営業外費用   

 支払利息 211,086 181,695

 その他 33,210 20,368

 営業外費用合計 244,297 202,064

経常利益 1,138,622 1,342,078

特別利益   

 固定資産売却益 114 83

 投資有価証券売却益 22,707 ―

 特別利益合計 22,821 83

特別損失   

 固定資産売却損 3,194 14,102

 固定資産廃棄損 38,808 5,522

 貸倒引当金繰入額 110,036 ―

 特別損失合計 152,038 19,625

税金等調整前四半期純利益 1,009,406 1,322,536

法人税、住民税及び事業税 186,646 275,800

法人税等調整額 △22,401 3,955

法人税等合計 164,245 279,756

四半期純利益 845,160 1,042,779

非支配株主に帰属する四半期純利益 47,098 32,397

親会社株主に帰属する四半期純利益 798,062 1,010,382
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【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

           (単位：千円)

          前第３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

四半期純利益 845,160 1,042,779

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 235,438 693,491

 繰延ヘッジ損益 ― 4,279

 退職給付に係る調整額 16,905 14,088

 持分法適用会社に対する持分相当額 4,865 3,732

 その他の包括利益合計 257,209 715,591

四半期包括利益 1,102,370 1,758,371

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 1,039,445 1,680,047

 非支配株主に係る四半期包括利益 62,924 78,323
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【注記事項】

 

(追加情報)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日 至 平成28年12月31日)

（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）を第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　保証債務

連結会社以外の会社の金融機関からの借入に対して、債務保証を行っております。

 
前連結会計年度

(平成28年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成28年12月31日)

小豆屋水産株式会社 100,000千円 小豆屋水産株式会社 100,000千円

赤鶏農業協同組合 73,760 赤鶏農業協同組合 55,292

計 173,760 計 155,292
 

 

※２　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、

当第３四半期連結会計期間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28年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成28年12月31日)

受取手形 ― 93,189千円
 

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第３四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３四半

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、次のとおりです。

 
前第３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
至 平成27年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
至 平成28年12月31日)

減価償却費 579,586千円 554,348千円
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(株主資本等関係)

前第３四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27年12月31日)

１．配当金支払額

該当事項はありません。

 

２．基準日が当第３四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３四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３四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年12月31日)

１．配当金支払額

該当事項はありません。

 

２．基準日が当第３四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３四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３四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27年12月31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)

合計

水産食品事業 畜産食品事業 飼料事業 計

売上高       

  外部顧客への売上高 2,970,753 16,447,122 17,154,431 36,572,307 1,595,564 38,167,871

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

20,665 121,517 1,256,348 1,398,531 369,108 1,767,640

計 2,991,419 16,568,639 18,410,780 37,970,839 1,964,673 39,935,512

セ グ メ ン ト 利 益 又 は 損 失
（△）

△50,626 682,627 1,110,694 1,742,696 211,149 1,953,845
 

(注) 「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、不動産事業、情報処理事業及び冷蔵

倉庫事業を含んでおります。

 

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：千円)

利益 金額

報告セグメント計 1,742,696

「その他」の区分の利益 211,149

セグメント間取引消去 12,659

全社費用(注) △772,552

四半期連結損益計算書の営業利益 1,193,951
 

(注) 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す。

 

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。

 

EDINET提出書類

林兼産業株式会社(E00443)

四半期報告書

15/19



 

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年12月31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)

合計

水産食品事業 畜産食品事業 飼料事業 計

売上高       

  外部顧客への売上高 3,119,737 15,503,680 15,573,506 34,196,924 1,813,878 36,010,803

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

4,563 145,782 1,208,321 1,358,667 363,598 1,722,265

計 3,124,300 15,649,463 16,781,827 35,555,591 2,177,477 37,733,068

セグメント利益 23,487 519,277 1,449,610 1,992,374 161,117 2,153,491
 

(注) 「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、不動産事業、情報処理事業及び冷蔵

倉庫事業を含んでおります。

 

２．報告セグメントの利益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：千円)

利益 金額

報告セグメント計 1,992,374

「その他」の区分の利益 161,117

セグメント間取引消去 △1,149

全社費用(注) △799,576

四半期連結損益計算書の営業利益 1,352,765
 

(注) 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す。

 

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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(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、以下のとおりです。

項目
前第３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
至 平成27年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
至 平成28年12月31日)

１株当たり四半期純利益金額  89円63銭  113円48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) 798,062 1,010,382

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)

798,062 1,010,382

普通株式の期中平均株式数(千株) 8,903 8,903
 

(注)　１　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。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２　平成28年10月１日付で普通株式10株について１株の割合で株式併合を行っております。前連結会計年度の

期首に当該株式併合が行われたと仮定し、１株当たり四半期純利益金額を算定しております。　

　

 

(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29年２月13日

林兼産業株式会社

取締役会  御中

 

監査法人　大手門会計事務所
 

 

指定社員

業務執行社員
 公認会計士　　植　木　暢　茂　　印

 

 

指定社員

業務執行社員
 公認会計士　　中　村　尋　人　　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」に掲げられている林兼産業株式会

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３四半期連結会計期間（平成28年10月１日から平

成28年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成28年４月１日から平成28年12月31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、林兼産業株式会社及び連結子会社の平成28年12月31日現在の財政

状態及び同日をもって終了する第３四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。
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