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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81期

第３四半期
連結累計期間

第82期
第３四半期
連結累計期間

第81期

会計期間
自　平成27年10月１日
至　平成28年６月30日

自　平成28年10月１日
至　平成29年６月30日

自　平成27年10月１日
至　平成28年９月30日

売上高 （百万円） 24,166 25,009 34,316

経常利益 （百万円） 500 788 457

親会社株主に帰属する四半期

（当期）純利益
（百万円） 197 466 222

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） △116 942 △340

純資産額 （百万円） 14,071 14,642 13,847

総資産額 （百万円） 36,986 35,632 34,081

１株当たり四半期（当期）純利益

金額
（円） 40.33 95.09 45.35

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 （％） 38.0 41.1 40.6

 

回次
第81期

第３四半期
連結会計期間

第82期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自　平成28年４月１日
至　平成28年６月30日

自　平成29年４月１日
至　平成29年６月30日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 52.64 75.64

（注）１　売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　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。

３　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。

４　平成29年４月１日を効力発生日として、普通株式10株を１株とする株式併合を実施しております。

１株当たり四半期（当期）純利益金額は、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、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、当社及び当社の関係会社（以下、当社グループという。）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３四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】

(1）業績の状況

　当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府や日銀の各種政策を背景に、企業収益、雇用・所得環境

は改善しており、個人消費、設備投資におきましても持ち直しの動きがみられるなど、緩やかな回復基調が続いて

おります。一方、海外経済におきましては、米国は着実に回復しており、欧州におきましても緩やかな回復が続い

ております。また、アジアでも中国を中心に、各種政策効果もあり、持ち直しの動きがみられました。しかしなが

ら、米国の政権移行による政策動向、英国のＥＵ離脱問題に伴う金融市場の動向などに留意する必要があり、先行

きについては、慎重な姿勢が続いております。

　このような状況のもと、当社グループは、国内におきましては、当社の強みである独自の技術力や提案力と全国

に展開する営業組織を活かし、新製品を中心に積極的な営業活動を展開することにより販売の拡大に努めてまいり

ました。一方、海外におきましては、新たな海外販路の開拓と販売の拡大に取り組んでまいりました。

　これらの結果、国内におきましては、前連結会計年度に各種政策の効果などにより増加した高性能防除機が減少

しましたが、林業機械、部品などが増加したことにより、国内売上高は19,691百万円（前年同四半期比2.8％増）

となりました。また、海外におきましても、林業機械、工業用機械が増加したことにより、海外売上高は5,317百

万円（前年同四半期比6.2％増）となり、当第３四半期連結累計期間の売上高合計は25,009百万円（前年同四半期

比3.5％増）となりました。

　利益面では、生産高の減少に伴う原価率の上昇などによる売上総利益の減少はありましたが、売上高の増加、固

定費の削減に努めた結果、営業利益は709百万円（前年同四半期比3.6％増）となりました。経常利益は、円安に伴

う為替差益の増加などにより788百万円（前年同四半期比57.6％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は466百

万円（前年同四半期比135.8％増）となりました。

 

　セグメント別の業績は、次のとおりであります。

①　農林業用機械

　国内におきましては、前連結会計年度に各種政策の効果などにより増加した高性能防除機が減少いたしました

が、林業機械、部品が増加いたしました。また、海外におきましても、林業機械が増加した結果、国内外の農林

業用機械の売上高合計は19,520百万円（前年同四半期比4.8％増）、営業利益は866百万円（前年同四半期比

8.0％増）となりました。

②　工業用機械

　国内におきましては、工業用ポンプが減少いたしました。海外におきましては、欧州向けの工業用ポンプが増

加した結果、国内外の工業用機械の売上高合計は3,679百万円（前年同四半期比2.1％増）、営業利益は657百万

円（前年同四半期比11.9％減）となりました。

③　その他の機械

　消防機械を主なものとする、その他の機械の売上高は1,661百万円（前年同四半期比7.3％減）、営業利益は86

百万円（前年同四半期比10.6％増）となりました。

④　不動産賃貸他

　不動産賃貸他の売上高は385百万円（前年同四半期比1.9％減）、営業利益は218百万円（前年同四半期比9.1％

増）となりました。
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(2）財政状態の分析

　当第３四半期連結会計期間末における資産総額は35,632百万円となり、前連結会計年度末より1,550百万円増加

いたしました。これは、受取手形及び売掛金の増加（1,113百万円）、商品及び製品の増加（468百万円）などによ

るものであります。

　負債総額は20,989百万円となり、前連結会計年度末より755百万円増加いたしました。これは、短期借入金の減

少（3,379百万円）、賞与引当金の減少（316百万円）はありましたが、支払手形及び買掛金の増加（817百万

円）、電子記録債務の増加（633百万円）、長期借入金の増加（3,094百万円）などによるものであります。

　純資産総額は14,642百万円となり、前連結会計年度末より794百万円増加いたしました。これは、親会社株主に

帰属する四半期純利益を計上したことによる利益剰余金の増加（319百万円）、その他有価証券評価差額金の増加

（345百万円）などによるものであります。

 

(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３四半期連結累計期間における当社グループ全体の研究開発費は896百万円であります。なお、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 13,906,100

計 13,906,100

 

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29年６月30日）

提出日現在
発行数（株）

（平成29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 5,029,332 5,029,332
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 5,029,332 5,029,332 － －

 

（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
（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29年４月１日（注） △45,263 5,029 － 4,651 － 1,225

（注）平成28年12月20日開催の定時株主総会の決議により、平成29年４月１日を効力発生日として、普通株式10株を

１株とする株式併合を実施しております。

これにより、発行済株式総数は、45,263,996株減少し、5,029,332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】

　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（平成29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29年３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　1,200,000
511 －

完全議決権株式（その他） 普通株式 48,941,000 48,941 －

単元未満株式 普通株式　　152,328 － １単元（1,000株）未満の株式

発行済株式総数 50,293,328 － －

総株主の議決権 － 49,452 －

（注）１　「完全議決権株式（自己株式等）」の欄には当社所有の自己株式が689,000株、資産管理サービス信託

銀行株式会社（信託Ｅ口）が所有する当社株式が511,000株（議決権511個）含まれております。

２　「完全議決権株式（その他）」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が5,000株（議決権５

個）含まれております。

 

②【自己株式等】

平成29年３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）

株式会社丸山製作所

東京都千代田区内神田

三丁目４番15号
689,000 511,000 1,200,000 2.39

計 － 689,000 511,000 1,200,000 2.39

（注）　他人名義で所有している理由等

所有理由 名義人の氏名又は名称 名義人の住所

「株式給付信託（J-ESOP）」制度の

信託財産として拠出

資産管理サービス信託銀行

株式会社（信託Ｅ口）
東京都中央区晴海一丁目８番12号

 

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、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。

　役職の異動

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日

取締役

（営業本部海外営業本部長兼

　営業推進統括部長）

取締役

（営業本部営業推進統括部長）
石　村　孝　裕 平成29年１月１日

取締役

（営業本部海外営業本部長）

取締役

（営業本部海外営業本部長兼

　営業推進統括部長）

石　村　孝　裕 平成29年４月１日
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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29年４月１日から平

成29年６月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成28年10月１日から平成29年６月30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：百万円)

 
前連結会計年度

(平成28年９月30日)
当第３四半期連結会計期間

(平成29年６月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,343 2,333

受取手形及び売掛金 10,380 11,493

商品及び製品 6,058 6,527

仕掛品 319 294

原材料及び貯蔵品 1,751 1,761

その他 787 714

貸倒引当金 △20 △24

流動資産合計 21,619 23,100

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,714 3,572

土地 2,411 2,419

その他（純額） 2,208 2,022

有形固定資産合計 8,335 8,014

無形固定資産 623 642

投資その他の資産   

投資有価証券 2,773 3,272

その他 756 626

貸倒引当金 △27 △24

投資その他の資産合計 3,503 3,874

固定資産合計 12,462 12,531

資産合計 34,081 35,632
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  (単位：百万円)

 
前連結会計年度

(平成28年９月30日)
当第３四半期連結会計期間

(平成29年６月30日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,152 2,969

電子記録債務 5,641 6,275

短期借入金 5,701 2,322

1年内償還予定の社債 72 242

未払法人税等 77 270

賞与引当金 610 294

その他 1,263 1,050

流動負債合計 15,519 13,424

固定負債   

社債 332 111

長期借入金 1,443 4,538

退職給付に係る負債 2,593 2,578

その他 345 338

固定負債合計 4,714 7,565

負債合計 20,234 20,989

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,651 4,651

資本剰余金 4,525 4,525

利益剰余金 4,686 5,006

自己株式 △227 △227

株主資本合計 13,636 13,955

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 783 1,128

繰延ヘッジ損益 － △0

為替換算調整勘定 △31 55

退職給付に係る調整累計額 △539 △496

その他の包括利益累計額合計 211 686

純資産合計 13,847 14,642

負債純資産合計 34,081 35,632
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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：百万円)

 
前第３四半期連結累計期間
(自　平成27年10月１日
　至　平成28年６月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成28年10月１日
　至　平成29年６月30日)

売上高 24,166 25,009

売上原価 17,613 18,498

売上総利益 6,552 6,511

販売費及び一般管理費 5,866 5,801

営業利益 685 709

営業外収益   

受取利息 1 1

受取配当金 65 59

為替差益 － 118

その他 33 28

営業外収益合計 100 208

営業外費用   

支払利息 86 82

持分法による投資損失 13 －

為替差損 134 －

金融関係手数料 28 27

その他 21 19

営業外費用合計 284 129

経常利益 500 788

特別利益   

固定資産売却益 0 0

投資有価証券売却益 － 0

特別利益合計 0 0

特別損失   

固定資産処分損 73 2

特別損失合計 73 2

税金等調整前四半期純利益 427 786

法人税等 229 319

四半期純利益 197 466

親会社株主に帰属する四半期純利益 197 466
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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：百万円)

 
前第３四半期連結累計期間
(自　平成27年10月１日
　至　平成28年６月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成28年10月１日
　至　平成29年６月30日)

四半期純利益 197 466

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △254 345

繰延ヘッジ損益 △0 △0

為替換算調整勘定 △101 87

退職給付に係る調整額 45 43

持分法適用会社に対する持分相当額 △3 －

その他の包括利益合計 △314 475

四半期包括利益 △116 942

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △116 942
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【注記事項】

（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）

（税金費用の計算）

　税金費用については、当第３四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、見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を

使用しております。

 

（追加情報）

（従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引）

(1）取引の概要

　当社は当社及びグループ会社従業員のうち、一定の要件を満たす者に対する報酬の一部として当社株式を給付

することにより、報酬と当社の株価や業績との連動性をより強め、従業員が株主の皆様と株価上昇による経済的

な利益を共有することにより従業員の株価への意識や労働意欲を高め、ひいては中長期にみて当社グループの企

業価値を高めることを目的として、「株式給付信託（J-ESOP）」（以下「本制度」という。）を導入しておりま

す。

　本制度は、あらかじめ定めた株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした当社及びグループ会社の従業員

（管理職員）に対し当社株式を給付する仕組みです。

　当社及びグループ会社は、従業員に対し個人の貢献度等に応じてポイントを付与し、当該従業員の退職時に累

積した付与ポイントに相当する当社株式を給付します。退職者等に対し給付する当社株式については、あらかじ

め信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理いたします。

　本制度の導入により、従業員の勤労意欲や株価への関心が高まるほか、優秀な人材の確保にも寄与することが

期待されます。

(2）信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する会計処理

　「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第30号　平成

27年３月26日）第20項を適用し、従来採用していた方法により会計処理を行っております。

(3）信託が保有する自社の株式に関する事項

　①信託における帳簿価額は前連結会計年度90百万円、当第３四半期連結会計期間90百万円であります。信託が

保有する自社の株式は株主資本において自己株式として計上しております。

　②期末株式数は、前連結会計年度51,200株、当第３四半期連結会計期間51,100株であり、期中平均株式数は、

前第３四半期連結累計期間51,430株、当第３四半期連結累計期間51,150株であります。期中平均株式数は、

１株当たり情報の算定上、控除する自己株式に含めております。

　（注）平成29年４月１日付で普通株式10株を１株とする株式併合を実施いたしました。期末株式数及び期中平

均株式数は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て算出しております。

 

（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。

 

（四半期連結損益計算書関係）

　前第３四半期連結累計期間（自平成27年10月１日　至平成28年６月30日）及び当第３四半期連結累計期間（自

平成28年10月１日　至平成29年６月30日）

　当社グループの主力事業である農林業用機械の販売は、当用期である下半期に売上高が集中する傾向が強くみ

られるため、第１四半期連結会計期間の売上高が、他の四半期連結会計期間に比べ低くなり、第１四半期連結会

計期間と他の四半期連結会計期間の業績に季節的変動があります。

 

（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、次のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自　平成27年10月１日
至　平成28年６月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成28年10月１日
至　平成29年６月30日）

減価償却費 643百万円 820百万円
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自平成27年10月１日　至平成28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）

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12月17日

定時株主総会
普通株式 198 4 平成27年９月30日 平成27年12月18日 利益剰余金

（注）　「配当金の総額」には、資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）が、基準日現在に所有する当社

株式517,000株に対する配当金２百万円を含んでおります。

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自平成28年10月１日　至平成29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）

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11月11日

取締役会
普通株式 148 3 平成28年９月30日 平成28年12月21日 利益剰余金

（注）１　「配当金の総額」には、資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）が、基準日現在に所有する

当社株式512,000株に対する配当金１百万円を含んでおります。

２　平成29年４月１日を効力発生日として、普通株式10株を１株とする株式併合を実施しております。

１株当たり配当額は、当該株式併合が行われる前の金額を記載しております。
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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10月１日　至平成28年６月30日）

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
調整額
（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２

 
農林業用
機械

工業用
機械

その他の
機械

不動産
賃貸他

計

売上高        

外部顧客への売上高 18,617 3,601 1,790 155 24,166 － 24,166

セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － 237 237 △237 －

計 18,617 3,601 1,790 393 24,403 △237 24,166

セグメント利益 801 746 78 200 1,826 △1,141 685

（注）１　セグメント利益の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用等であります。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。

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自平成28年10月１日　至平成29年６月30日）

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
調整額
（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２

 
農林業用
機械

工業用
機械

その他の
機械

不動産
賃貸他

計

売上高        

外部顧客への売上高 19,520 3,679 1,661 149 25,009 － 25,009

セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － 236 236 △236 －

計 19,520 3,679 1,661 385 25,246 △236 25,009

セグメント利益 866 657 86 218 1,828 △1,118 709

（注）１　セグメント利益の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用等であります。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。
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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３四半期連結累計期間
（自　平成27年10月１日
至　平成28年６月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成28年10月１日
至　平成29年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額 40円33銭 95円９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

（百万円）
197 466

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

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（百万円）
197 466

普通株式の期中平均株式数（株） 4,909,098 4,909,188

（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　「１株当たり四半期純利益金額」を算定するための普通株式の期中平均自己株式数については、資産管

理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）が所有する当社株式を含めております。

３　平成29年４月１日を効力発生日として、普通株式10株を１株とする株式併合を実施しております。

１株当たり四半期純利益金額は、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、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８月９日

株式会社丸山製作所

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 武　　川　　博　　一　　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」に掲げられている株式会社丸山製

作所の平成28年10月１日から平成29年９月30日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間(平成29年４月１日から平

成29年６月30日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成28年10月１日から平成29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、株式会社丸山製作所及び連結子会社の平成29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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