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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３四半期累計期間
第78期

第３四半期累計期間
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） 4,338,713 4,220,103 5,705,513

経常利益 （千円） 305,752 292,248 361,575

四半期（当期）純利益 （千円） 216,823 222,431 240,664

持分法を適用した場合の投資利益 （千円） － － －

資本金 （千円） 655,200 655,200 655,200

発行済株式総数 （千株） 8,800 8,800 8,800

純資産額 （千円） 2,403,660 2,325,018 2,132,968

総資産額 （千円） 5,061,552 4,673,397 4,985,702

１株当たり四半期（当期）純利益

金額
（円） 24.66 28.54 27.51

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額
（円） － － －

１株当たり配当額 （円） － － 3.00

自己資本比率 （％） 47.5 49.8 42.8

営業活動による

キャッシュ・フロー
（千円） 615,678 263,886 809,707

投資活動による

キャッシュ・フロー
（千円） △171,855 △114,554 △155,589

財務活動による

キャッシュ・フロー
（千円） △92,799 △384,593 △228,924

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高
（千円） 1,190,854 1,029,761 1,265,023

 

回次
第77期

第３四半期会計期間
第78期

第３四半期会計期間

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） 9.06 8.78

（注）１　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る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　持分法を適用した場合の投資利益につきましては、関連会社がないため記載しておりません。

４　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。

 

２【事業の内容】

　当第３四半期累計期間において、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、主要な関係会社における異動もありません。
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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重要な変更はありません。

 

２【経営上の重要な契約等】

　当第３四半期会計期間において、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、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

 

(1) 業績の状況

　当第３四半期累計期間におけるわが国の経済は、雇用・所得環境の改善が続く中で、各種政策の効果もあり、緩

やかに回復していくことが期待されます。しかし、アメリカの金融政策正常化の影響、アジア新興国等の経済の先

行きや政策に関する不確実性、金融資本市場の変動の影響等について留意する必要があります。

　当社はこのような状況の中、各事業で拡販に努めましたが、当第３四半期累計期間の売上高は4,220百万円と前年

同四半期比118百万円（2.7％）の減少となりました。利益面については売上総利益が986百万円と前年同四半期比10

百万円（1.0％）の減少、営業利益は284百万円と前年同四半期比8百万円（3.0％）の減少、経常利益は292百万円と

前年同四半期比13百万円（4.4％）の減少、四半期純利益は222百万円と前年同四半期比5百万円（2.6％）の増加と

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 電力通信部門

　電力通信部門においては、４月度より開始した電力小売全面自由化による契約変更に伴う工事が集中したこと

で、通常の計画工事の進捗が遅れ、当社関連商品の出荷も伸び悩んでおります。通信業界においても電力と共用

のコンクリートポールの建替工事が思うように進まず、金物需要は低調に推移しております。また、鉄塔・鉄構

についても、ボルト取替工事などが減少したことにより、部門全体の売上高は減少しましたが、採算管理の徹底

により利益は増加しました。

　この結果、売上高は3,019百万円と前年同四半期比163百万円（5.1％）の減少、セグメント利益は443百万円と

前年同四半期比4百万円（1.1％）の増加となりました。

 

② 建材部門

　建材部門においては、東京オリンピック開催に向けたインフラ整備や都市再開発の動きが顕在化しております

が、工期遅れや設計変更など様々な要因から需要は足踏みを続け、全体的に動きが鈍い状況が続いております。

　この結果、売上高は1,200百万円と前年同四半期比44百万円（3.9％）の増加、セグメント利益は108百万円と前

年同四半期比16百万円（13.3％）の減少となりました。

 

(2) 財政状態の分析

（総資産）

　総資産は、前事業年度末に比べ312百万円減少し4,673百万円となりました。これは、主に現金及び預金235百万

円、有形及び無形固定資産55百万円、投資有価証券16百万円の減少によるものです。

（負債）

　負債は、前事業年度末に比べ504百万円減少し2,348百万円となりました。これは、主に短期及び長期借入金318百

万円、未払法人税等111百万円、設備関係未払金83百万円減少によるものです。

（純資産）

　純資産は、前事業年度末に比べ192百万円増加し2,325百万円となりました。これは、主に四半期純利益222百万円

の計上による増加と、配当金23百万円の支払によるものです。この結果、有利子負債比率（D/Eレシオ）は0.1倍と

良好な水準にあります。
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(3）キャッシュ・フローの状況の分析

　当第３四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前事業年度末に比べ235百万

円減少し1,029百万円となりました。

 

　当第３四半期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）

　営業活動の結果得られた資金は263百万円（前年同四半期比351百万円の減少）となりました。これは主に償却・

税引前利益を464百万円計上したこと及び法人税等の支払額179百万円によるものです。

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は114百万円（前年同四半期比57百万円の減少）となりました。これは主に有形及び

無形固定資産の取得による支出140百万円と投資有価証券の売却による収入20百万円によるものです。

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果使用した資金は384百万円（前年同四半期比291百万円の増加）となりました。これは主に長期及

び短期借入金の返済による支出318百万円、割賦債務の返済による支出36百万円と配当金の支払額23百万円によるも

のです。

 

(4）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第３四半期累計期間において、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。

 

(5）研究開発活動

　当第３四半期累計期間における研究開発活動の金額は、46百万円であります。

　なお、当第３四半期累計期間において、当社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 28,000,000

計 28,000,000

 

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 8,800,000 8,800,000

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 8,800,000 8,800,000 － －

 

（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～

平成28年12月31日
－ 8,800 － 655,200 － 221,972

 

（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。

 

EDINET提出書類

株式会社大谷工業(E01425)

四半期報告書

 5/17



（７）【議決権の状況】

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  1,007,000
－ －

完全議決権株式（その他） 普通株式  7,789,000 7,789 －

単元未満株式（注） 普通株式      4,000 － １単元（1,000株）未満の株式

発行済株式総数 8,800,000 － －

総株主の議決権 － 7,789 －

（注）　「単元未満株式」の株式数の欄には、当社所有の自己株式が25株含まれております。

 

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）

株式会社大谷工業

東京都品川区西五反田７丁

目22番17号
1,007,000 － 1,007,000 11.44

計 － 1,007,000 － 1,007,000 11.44

 

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、次のとおりであります。

役員の異動

新役名 新職名 旧役名 旧職名 氏名 異動年月日

取締役社長
代表取締役

－
取締役社長
代表取締役

営業推進・開発担
当

芝﨑　安宏 平成28年６月29日

常務取締役
営業第一・営業第
三・鹿沼工場担当

常務取締役

営業第一・営業第
三・鹿沼工場担当
兼営業第三グルー
プマネージャー

清末　　茂 平成28年６月29日

取締役
管理・ＩＲ・特命

担当
取締役

管理・ＩＲ担当兼
管理グループマ
ネージャー

阿部　　昇 平成28年６月29日

取締役

営業推進・開発担
当兼営業推進グ
ループマネー

ジャー

取締役
営業推進グループ
マネージャー

鈴木　和也 平成28年６月29日
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第４【経理の状況】

１　四半期財務諸表の作成方法について
　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号。以下「四半期財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、四半期財務諸表等規則第４条の２第３項により、四半期キャッシュ・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３四半期会計期間（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）に係る四半期財務諸表に

ついて、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。

 

３　四半期連結財務諸表について
　当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】

(1)【四半期貸借対照表】

  (単位：千円)

 
前事業年度

(平成28年３月31日)
当第３四半期会計期間
(平成28年12月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,265,023 1,029,761

受取手形及び売掛金 1,348,032 ※１ 1,313,517

電子記録債権 84,329 ※１ 121,431

商品及び製品 459,157 442,313

仕掛品 305,776 320,215

原材料及び貯蔵品 161,532 176,318

繰延税金資産 57,436 24,866

その他 12,009 23,639

流動資産合計 3,693,297 3,452,065

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 187,294 172,134

機械及び装置（純額） 532,166 522,660

土地 248,358 248,358

リース資産（純額） 2,008 1,546

その他（純額） 79,632 67,146

有形固定資産合計 1,049,461 1,011,847

無形固定資産 77,497 59,847

投資その他の資産   

投資有価証券 106,902 90,462

その他 58,543 59,174

投資その他の資産合計 165,445 149,637

固定資産合計 1,292,404 1,221,332

資産合計 4,985,702 4,673,397
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  (単位：千円)

 
前事業年度

(平成28年３月31日)
当第３四半期会計期間
(平成28年12月31日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 649,270 460,716

電子記録債務 514,260 742,754

短期借入金 300,000 15,000

1年内返済予定の長期借入金 66,800 66,800

設備関係支払手形 9,391 20,725

設備関係未払金 141,715 52,741

未払費用 192,176 152,795

未払法人税等 116,517 5,062

その他 78,168 93,444

流動負債合計 2,068,300 1,610,040

固定負債   

長期借入金 133,200 99,800

長期設備関係未払金 27,870 33,241

退職給付引当金 452,861 439,063

役員退職慰労引当金 45,096 46,842

リース債務 42,901 36,619

長期預り保証金 76,529 76,798

その他 5,975 5,975

固定負債合計 784,432 738,339

負債合計 2,852,733 2,348,379

純資産の部   

株主資本   

資本金 655,200 655,200

資本剰余金 221,972 221,972

利益剰余金 1,530,774 1,729,826

自己株式 △296,423 △296,423

株主資本合計 2,111,523 2,310,575

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 21,445 14,443

評価・換算差額等合計 21,445 14,443

純資産合計 2,132,968 2,325,018

負債純資産合計 4,985,702 4,673,397
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(2)【四半期損益計算書】

【第３四半期累計期間】

  (単位：千円)

 
前第３四半期累計期間
(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 4,338,713 4,220,103

売上原価 3,341,736 3,233,318

売上総利益 996,977 986,784

販売費及び一般管理費 703,431 702,172

営業利益 293,545 284,612

営業外収益   

受取利息 117 70

受取配当金 2,683 3,300

受取保険金 10,000 －

不動産賃貸料 4,342 4,342

雑収入 4,285 5,573

営業外収益合計 21,428 13,286

営業外費用   

支払利息 5,433 2,752

不動産賃貸費用 3,393 2,770

雑損失 394 127

営業外費用合計 9,222 5,650

経常利益 305,752 292,248

特別利益   

固定資産売却益 － 1,849

投資有価証券売却益 － 12,924

特別利益合計 － 14,774

特別損失   

固定資産除売却損 1,633 155

特別損失合計 1,633 155

税引前四半期純利益 304,118 306,867

法人税、住民税及び事業税 83,468 52,862

法人税等調整額 3,826 31,573

法人税等合計 87,295 84,436

四半期純利益 216,823 222,431
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】

  （単位：千円）

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

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

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 304,118 306,867

減価償却費 153,145 157,790

貸倒引当金の増減額（△は減少） △298 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,652 △13,798

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △876 1,746

受取利息及び受取配当金 △2,800 △3,370

支払利息 5,433 2,752

受取保険金 △10,000 －

投資有価証券売却損益（△は益） － △12,924

有形固定資産除売却損益（△は益） 1,633 △1,693

売上債権の増減額（△は増加） △119,104 △2,587

たな卸資産の増減額（△は増加） △27,162 △12,380

仕入債務の増減額（△は減少） 328,831 39,940

その他 △16,596 △19,926

小計 617,975 442,414

利息及び配当金の受取額 2,800 3,370

利息の支払額 △4,827 △1,998

保険金の受取額 10,000 －

法人税等の支払額 △21,573 △179,899

法人税等の還付額 11,303 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 615,678 263,886

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形及び無形固定資産の取得による支出 △169,005 △140,269

有形固定資産の売却による収入 － 3,096

投資有価証券の取得による支出 △1,154 △1,179

投資有価証券の売却による収入 － 20,450

貸付金の回収による収入 1,829 2,195

ゴルフ会員権の売却による収入 － 882

預り保証金の返還による支出 △12,430 △9,697

預り保証金の受入による収入 8,906 9,966

投資活動によるキャッシュ・フロー △171,855 △114,554

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 － △285,000

長期借入金の返済による支出 － △33,400

配当金の支払額 △21,835 △23,286

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △6,460 △6,320

割賦債務の返済による支出 △64,504 △36,587

財務活動によるキャッシュ・フロー △92,799 △384,593

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 351,023 △235,261

現金及び現金同等物の期首残高 839,831 1,265,023

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１ 1,190,854 ※１ 1,029,761
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【注記事項】

（会計方針の変更）

（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の適用）

　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）を第１四半期会計期間に適用し、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。

　なお、この変更による損益への影響は軽微であります。

 

（追加情報）

（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

期会計期間から適用しております。
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（四半期貸借対照表関係）

※１　四半期会計期間末日満期手形（電子記録債権を含む）

　四半期会計期間末日満期手形（電子記録債権を含む）の会計処理については、当四半期会計期間末日が金融機関

の休日でしたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。当四半期会計期間末日満期手形（電子記

録債権を含む）の金額は、次のとおりであります。
 

 
 

前事業年度
（平成28年３月31日）

当第３四半期会計期間
（平成28年12月31日）

受取手形 －千円 56,578千円

電子記録債権 － 〃 12,861 〃

 

（四半期キャッシュ・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貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 
前第３四半期累計期間

（自 平成27年４月１日
至 平成27年12月31日）

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

現金及び預金 1,190,854千円 1,029,761千円

現金及び現金同等物 1,190,854千円 1,029,761千円

 

（株主資本等関係）

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

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25日

定時株主総会
普通株式 21,982 2.5 平成27年３月31日 平成27年６月26日 利益剰余金

 

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

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28日

定時株主総会
普通株式 23,378 3.0 平成28年３月31日 平成28年６月29日 利益剰余金

 

（持分法損益等）

　該当事項はありません。

 

（企業結合等関係）

　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）

 電力通信部門 建材部門 合計

売上高    

外部顧客への売上高 3,182,440 1,156,273 4,338,713

セグメント間の内部売上高又は振替高 － － －

計 3,182,440 1,156,273 4,338,713

セグメント利益 438,453 125,432 563,886

 

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 563,886

セグメント間取引消去 －

全社費用（注） △270,341

四半期損益計算書の営業利益 293,545

（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あります。

 

Ⅱ　当第３四半期累計期間（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）

 電力通信部門 建材部門 合計

売上高    

外部顧客への売上高 3,019,190 1,200,912 4,220,103

セグメント間の内部売上高又は振替高 － － －

計 3,019,190 1,200,912 4,220,103

セグメント利益 443,422 108,803 552,226

 

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 552,226

セグメント間取引消去 －

全社費用（注） △267,614

四半期損益計算書の営業利益 284,612

（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。

 
前第３四半期累計期間

（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 24円66銭 28円54銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（千円） 216,823 222,431

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額（千円） 216,823 222,431

普通株式の期中平均株式数（千株） 8,792 7,792

（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。

 

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９日
 

株 式 会 社 大 谷 工 業
 

　取 締 役 会 御 中

 

 

有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ  

 
 

      

 

指定有限責任社員

 
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 羽 鳥 良 彰 印

       

 

指定有限責任社員

 
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 佐 瀬 　剛 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大谷

工業の平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日までの第７８期事業年度の第３四半期会計期間（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）に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書、四半期キャッシュ・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財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を

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

る四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社大谷工業の平成２８年１２月３１日現在の財政状態並びに同日をもっ

て終了する第３四半期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．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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