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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44期

第１四半期連結
累計期間

第45期
第１四半期連結
累計期間

第44期

会計期間
自平成23年４月１日
至平成23年６月30日

自平成24年４月１日
至平成24年６月30日

自平成23年４月１日
至平成24年３月31日

売上高（千円） 3,719,093 4,730,063 21,703,010

経常利益又は経常損失（△）

（千円）
△258,304 120,802 496,075

四半期純損失（△）又は四半期（当期）

純利益（千円）
△161,120 66,619 171,886

四半期包括利益又は包括利益

（千円）
△132,033 148,730 76,578

純資産額（千円） 9,122,169 9,342,233 9,330,759

総資産額（千円） 17,114,511 19,283,214 17,927,701

１株当たり四半期純損失（△）又は１株

当たり四半期（当期）純利益（円）
△30.11 12.45 32.12

潜在株式調整後１株当たり四半期（当

期）純利益（円）
(－) (－) (－)

自己資本比率（％） 53.3 48.4 52.0

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、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．連結売上高には、消費税等は含めておりません。

３．第44期第１四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、１株当たり四半期純

損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。また、第44期及び第45期第１四半期連結

累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、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。

　なお、従来、非連結子会社として取り扱ってきました田工商貿（上海）有限公司とタナベエンジニアリングシンガ

ポール社は、当社グループ全体としての重要性が高まったため、当第１四半期連結会計期間において連結子会社とし

ました。

　従って、当社グループは、当社（田辺工業株式会社）、及び子会社３社（連結子会社３社）により構成されておりま

す。　
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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、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の重要な変更はありません。  

 

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わが国経済は、東日本大震災の影響による停滞を脱し、緩やかな回復が見ら　れ

たものの、欧州債務危機や電力の安定供給への不安、長引く円高など、先行きは依然として不透明な状況が続きまし

た。

　設備工事業界におきましては、自動車、環境、素材、エネルギー等、民間設備投資が回復傾向にあるものの、新興国を中

心とした海外投資にシフトし、国内は依然として低調に推移しました。

　このような状況下で、当社グループは受注の確保・拡大を図ってまいりました。設備工事事業は大型物件の受注並び

に当第１四半期連結累計期間より海外子会社２社を加えたため、前年同期を大きく上回りました。タイ国の表面処理

事業も水害による停滞から脱し、前年同四半期を大きく上回りました。この結果、受注高9,341百万円（前年同四半期

比52.4%増）、売上高4,730百万円（同27.2%増）となりました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　利益面につきましては、全般的に競争激化により利益率は厳しい状況でありましたが、増収効果により、営業利益121

百万円（前年同四半期は営業損失268百万円）、経常利益120百万円（前年同四半期は経常損失258百万円）、四半期純

利益66百万円（前年同四半期は四半期純損失161百万円）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。（セグメント間の相殺前の金額により記載しております。）

（設備工事事業）

　民間プラント・機械装置を主体としております産業プラント設備工事は、大型物件の受注並びに当第１四半期連結

累計期間から海外子会社２社を連結範囲に含めたため、受注高は前年同四半期を大きく上回りました。売上高も好調

に推移いたしました。民間プラント保全工事を主体としております設備保全工事は、客先の修繕工事が回復し、受注

高、売上高とも好調でありました。電気計装工事は、客先の大型設備工事が少なく、受注高は低調でありましたが、売上

高は前連結会計年度からの繰越工事の完成により堅調に推移いたしました。

　送電工事は、大型物件の受注が減少し、受注高は減少しましたが、売上高は堅調でありました。管工事は、公共施設の

設備工事の受注が回復し、受注高は堅調でありましたが、売上高は低調でありました。

　この結果、設備工事事業全体では受注高8,891百万円、売上高4,333百万円、セグメント利益164百万円となりまし

た。

（表面処理事業）

　タイ国で事業展開しております表面処理事業は、水害による停滞から脱し、自動車関連部品のメッキラインの生産が

好調に推移し、受注高364百万円、売上高364百万円、セグメント利益70百万円となりました。

（その他）

　鋳造用工業炉は、自動車部品業界に回復の兆しがみられず、受注高85百万円、売上高32百万円、セグメント損失2

百万円となりました。
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(2)財政状態及び経営成績の分析

①財政状態の分析

（総資産）

　当第１四半期連結会計期間末の総資産は19,283百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,355百万円増加しまし

た。

（流動資産）

　当第１四半期連結会計期間末における流動資産の残高は14,663百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,560百万

円増加しました。主に未成工事支出金等の増加によるものであります。

（固定資産）

　当第１四半期連結会計期間末における固定資産の残高は4,619百万円となり、前連結会計年度末に比べ205百万円

減少しました。

（流動負債）

　当第１四半期連結会計期間末における流動負債の残高は8,833百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,376百万

円増加しました。主に短期借入金等の増加によるものであります。

（固定負債）

　当第１四半期連結会計期間末における固定負債の残高は1,107百万円となり、前連結会計年度末に比べ32百万円

減少しました。

（純資産）

　当第１四半期連結会計期間末における純資産の残高は9,342百万円となり、前連結会計年度末に比べ11百万円増加

しました。

　この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の52.0％から48.4％となりました。

　

②経営成績の分析

　①売上高

　　当第１四半期連結累計期間の売上高は4,730百万円（前年同四半期比27.2%増）となりました。

　②売上総利益

　　当第１四半期連結累計期間の売上総利益は723百万円（同148.2%増）となりました。

　　売上総利益率は不採算工事の発生もなく15.3％（前年同四半期は7.8%）となり、7.5ポイント上昇しました。　　

　③販売費及び一般管理費

　　当第１四半期連結累計期間の販売費及び一般管理費は602百万円（前年同四半期比7.5%増）となりました。主な

　費用は従業員給料手当及び賞与引当金繰入額等であります。

  ④営業外損益

　　当第１四半期連結累計期間の営業外損益（純額）は1百万円の費用（前年同四半期は10百万円の利益）となりま

　した。

　⑤経常利益

　　当第１四半期連結累計期間は120百万円の経常利益（前年同四半期は258百万円の経常損失）となりました。

　⑥特別損益

　　当第１四半期連結累計期間の特別損益（純額）は8百万円の費用（前年同四半期は14百万円の費用）となりまし

　た。

　⑦四半期純利益

　　当第１四半期連結累計期間は66百万円の四半期純利益（前年同四半期は161百万円の四半期純損失）となりまし

　た。

　　１株当たり四半期純利益は12円45銭となりました。（前年同四半期は１株当たり四半期純損失30円11銭）

　

(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１四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、8,684千円であります。また、当第１ 

 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。

   なお、連結子会社においては、研究開発活動は特段行っておりません。
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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 16,000,000

計 16,000,000

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24年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成24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 5,364,000 5,364,000
東京証券取引所

市場第二部

　

単元株式数100株

　　

計 5,364,000 5,364,000 － －

（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
（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24年４月１日～　

 平成24年６月30日　
－ 5,364,000　 － 885,320 － 1,475,320

 

（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「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24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24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　　 13,100
－ －

完全議決権株式（その他） 普通株式　5,350,100 53,501 －

単元未満株式 普通株式　　　　800 － －

発行済株式総数  　　　　 5,364,000 － －

総株主の議決権 － 53,501 －

　（注）「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が1,300株含まれております。また「議決

権の数」の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数13個が含まれております。

②【自己株式等】

 平成24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（％）

田辺工業株式会社
新潟県上越市大字

福田20番地
13,100 － 13,100 0.24

計 － 13,100 － 13,100 0.24

 

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）に準拠して作成し、「建設業法施行規則」（昭和24年建設省令第14号）に準じて記載しております。

　

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24年４月１日から平

成24年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24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。
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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24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,215,422 2,159,321

受取手形・完成工事未収入金等 ※
 9,991,851

※
 10,443,594

未成工事支出金 410,157 1,587,914

その他のたな卸資産 155,961 150,101

繰延税金資産 250,852 250,984

その他 79,787 72,798

貸倒引当金 △983 △1,019

流動資産合計 13,103,049 14,663,694

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 3,937,180 3,988,618

機械、運搬具及び工具器具備品 2,118,779 2,237,765

土地 1,446,869 1,452,105

リース資産 99,872 99,872

建設仮勘定 19,190 22,359

減価償却累計額 △3,761,363 △3,906,815

有形固定資産合計 3,860,528 3,893,906

無形固定資産 97,824 98,245

投資その他の資産

投資有価証券 534,344 285,924

繰延税金資産 234,715 238,824

その他 97,239 102,618

投資その他の資産合計 866,299 627,368

固定資産合計 4,824,652 4,619,519

資産合計 17,927,701 19,283,214
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 3,570,655 3,819,596

短期借入金 1,540,000 2,440,000

リース債務 19,553 19,469

未払金 1,049,675 1,119,601

未払費用 278,772 279,846

未払法人税等 262,270 35,742

未成工事受入金 57,933 205,331

完成工事補償引当金 20,654 21,536

工事損失引当金 1,000 1,000

賞与引当金 569,853 795,807

役員賞与引当金 34,000 9,000

その他 53,297 86,857

流動負債合計 7,457,666 8,833,790

固定負債

長期借入金 210,000 175,000

リース債務 44,796 39,992

退職給付引当金 638,385 642,028

役員退職慰労引当金 246,094 250,170

固定負債合計 1,139,275 1,107,190

負債合計 8,596,942 9,940,981

純資産の部

株主資本

資本金 885,320 885,320

資本剰余金 1,475,320 1,475,320

利益剰余金 7,414,930 7,344,292

自己株式 △6,507 △6,507

株主資本合計 9,769,062 9,698,425

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 41,687 20,123

為替換算調整勘定 △479,990 △376,316

その他の包括利益累計額合計 △438,303 △356,192

純資産合計 9,330,759 9,342,233

負債純資産合計 17,927,701 19,283,214
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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23年４月１日
　至　平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年６月30日)

売上高 3,719,093 4,730,063

売上原価 3,427,421 4,006,227

売上総利益 291,671 723,835

販売費及び一般管理費 560,142 602,016

営業利益又は営業損失（△） △268,470 121,819

営業外収益

受取利息 31 29

受取配当金 2,672 2,117

受取地代家賃 7,805 7,638

その他 7,145 5,307

営業外収益合計 17,654 15,092

営業外費用

支払利息 4,257 4,287

為替差損 － 5,993

コミットメントフィー 2,619 2,619

投資有価証券評価損 － 2,700

その他 612 508

営業外費用合計 7,489 16,109

経常利益又は経常損失（△） △258,304 120,802

特別利益

固定資産売却益 536 －

投資有価証券売却益 － 1,896

特別利益合計 536 1,896

特別損失

固定資産処分損 166 28

ゴルフ会員権評価損 80 －

投資有価証券評価損 14,642 10,075

特別損失合計 14,889 10,104

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△272,657 112,594

法人税等 △111,536 45,974

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△161,120 66,619

少数株主利益 － －

四半期純利益又は四半期純損失（△） △161,120 66,619
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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23年４月１日
　至　平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△161,120 66,619

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 6,803 △21,563

為替換算調整勘定 22,283 103,673

その他の包括利益合計 29,087 82,110

四半期包括利益 △132,033 148,730

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △132,033 148,730

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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【連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更】

　（連結の範囲の重要な変更）

　　当第１四半期連結会計期間より、田工商貿（上海）有限公司とタナベエンジニアリングシンガポール社は、当社グ

ループ全体としての重要性が高まったため、連結の範囲に含めております。

　

【会計方針の変更】

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）

　当社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した有形固定資産に

ついて、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。

　これにより、従来の方法に比べて、当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益

はそれぞれ322千円増加しております。

　

【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１四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。

　

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

　 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をしております。な 

 お、当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

 連結会計期間末日残高に含まれております。
　

　
前連結会計年度

（平成24年３月31日）
当第１四半期連結会計期間
（平成24年６月30日）

受取手形 　　　　　　　127,479千円　 231,939千円

　

　

（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・フロー計算書及び前第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（のれ

んを除く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23年４月１日
至  平成23年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自  平成24年４月１日
至  平成24年６月30日）

減価償却費 77,936千円 77,933千円

　

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年６月30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23年６月29日

定時株主総会
 普通株式 80,263 15.00 平成23年３月31日平成23年６月30日利益剰余金

　

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成24年４月１日　至　平成24年６月30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24年６月28日

定時株主総会
 普通株式 80,262    15.00 平成24年３月31日平成24年６月29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１四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23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）
合計

設備工事事業 表面処理事業 計

売上高      

外部顧客への売上高 3,448,909 207,257 3,656,166 62,9263,719,093
セグメント間の内部売上高又は
振替高

 － －　 －　 －　 －　

計 3,448,909　 207,257　 3,656,166　 62,926　 3,719,093　

セグメント利益又は損失（△） △188,422　 22,580　 △165,842　 7,674　 △158,167　

（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る鋳造用工業炉事業でありま

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 △165,842

「その他」の区分の利益　 7,674

全社費用（注） △110,302

四半期連結損益計算書の営業損失（△） △268,470

（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。

　

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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Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24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）
合計

設備工事事業 表面処理事業 計

売上高 　 　 　 　 　

外部顧客への売上高 4,332,682364,5154,697,19832,8654,730,063
セグメント間の内部売上高又は
振替高

460 －　 460　 －　 460　

計 4,333,142　 364,515　 4,697,658　 32,865　 4,730,523　

セグメント利益又は損失（△） 164,845　 70,184　 235,030　 △2,378　 232,652　

（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る鋳造用工業炉事業でありま

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 235,030

「その他」の区分の利益　 △2,378

セグメント間取引消去　 △460

全社費用（注） △110,372

四半期連結損益計算書の営業利益 121,819

（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。

　

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又は１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前第１四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成24年４月１日
至　平成24年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期

純損失金額（△）
△30円11銭 12円45銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額又は四半期純損失金額（△）

（千円）
△161,120 66,619

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又は四半期純

損失金額（△）（千円）
△161,120 66,619

普通株式の期中平均株式数（千株） 5,350 5,350

　（注）前第１四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純損失

　　　　であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。当第１四半期連結累計期間の潜在株式調整後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24年８月10日

田辺工業株式会社

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 野本　直樹　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 大島　伸一　　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」に掲げられている田辺工業株式会社

の平成24年４月１日から平成25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24年４月１日から平成

24年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24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、田辺工業株式会社及び連結子会社の平成24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。

　　　　２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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