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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52期

第２四半期
連結累計期間

第53期
第２四半期
連結累計期間

第52期

会計期間

自平成24年
４月１日

至平成24年
９月30日

自平成25年
４月１日

至平成25年
９月30日

自平成24年
４月１日

至平成25年
３月31日

売上高（千円） 10,773,894 11,563,497 23,435,158

経常利益（千円） 256,648 346,955 604,672

四半期（当期）純利益（千円） 95,493 186,892 264,633

四半期包括利益又は包括利益

（千円）
95,174 191,630 268,894

純資産額（千円） 8,246,221 8,435,389 8,331,858

総資産額（千円） 19,130,781 19,373,203 20,397,829

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
10.84 21.22 30.04

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（％） 43.1 43.5 40.8

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
293,577 705,826 494,048

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△172,308 △209,641 △146,478

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△105,656 △276,744 △221,422

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
645,784 975,759 756,319

　

回次
第52期

第２四半期
連結会計期間

第53期
第２四半期
連結会計期間

会計期間

自平成24年
７月１日

至平成24年
９月30日

自平成25年
７月１日

至平成25年
９月30日

１株当たり四半期純利益金額

（円）
10.84 15.72

（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、消費税等は含んでおりません。

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２四半期連結累計期間において、当社企業グループ（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２四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２四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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府による経済対策への期待感から、円安の進行や株価の上

昇など、企業収益や個人消費の一部に回復の兆しがみられました。しかしながら、欧米諸国における財政問題や中

国経済の減速、国内においては実体経済への影響鈍化といった不安材料が景気予測を下振れさせるリスクも存在し

ており、先行きは不透明な状況で推移いたしました。

　当社グループの属する建設関連業界におきましても、景気回復の期待感や消費増税を見越した需要等を背景に、

新設住宅着工戸数等指標において持ち直しの動きが見られるものの、実体経済への反映がなされておらず、少ない

需要に対する競争が激しく、利益の獲得に対して依然として厳しい状況で推移いたしました。

　このような状況の中、当社グループにおきましては、同業他社の中では屈指の広域営業ネットワーク網を駆使し

た的確な情報収集、配送の効率化等により、激しい需要獲得競争に参入してまいりました。また、組織活性化によ

る人材育成を図り、顧客への提案営業力を強化し地域シェアの拡大に尽力しました。さらに太陽光発電等の環境関

連需要を積極的に取り込み得意先の基盤を拡充し、収益の創造と獲得を図ってまいりました。

　一方、子会社の㈱木村電気工業につきましては、メーカーとのタイアップ等により、同社が製造している太陽光

用コネクタが市場において好評をいただき引合が増加したものの、スピード感に厳しさが残る等、量産体制まで歩

を進められず、業績及び収益向上まで進まぬ状況で推移しました。

　この結果、商品分類別売上高は、照明器具類2,477,159千円（前年同四半期比95.6％）、電線類4,078,046千円

（前年同四半期比109.8％）、配・分電盤類2,761,962千円（前年同四半期比106.1％）、家電品類1,240,583千円

（前年同四半期比135.6％）、その他の品目1,005,744千円（前年同四半期比105.9％）を計上し、売上高は

11,563,497千円（前年同四半期比107.3％）となりました。利益面におきましては、営業利益352,808千円（前年同

四半期比133.2％）、経常利益346,955千円（前年同四半期比135.2％）、四半期純利益186,892千円（前年同四半期

比195.7％）となりました。

(2）キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期連結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、前連結会計年度末に比べ

219,440千円増加し、975,759千円となりました。

　当第２四半期連結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、仕入債務の減少等があったものの、税金等調整前四半期純利益の計上、売上債

権の減少等により705,826千円（前年同期に得られた資金は293,577千円）となりました。

（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、現在建替中である本社建物に係る支払い等により209,641千円（前年同期に使

用した資金は172,308千円）となりました。

（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、借入金の返済、配当金の支払い等により276,744千円（前年同期に使用した資

金は105,656千円）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２四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

 該当事項はありません。

(5）主要な設備

　前連結会計年度末において計画中であった主要な設備の新設、休止、大規模改修、除却、売却等について、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 35,328,000

計 35,328,000

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末
現在発行数（株）
（平成25年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成25年11月11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 8,832,000 8,832,000
東京証券取引所

市場第一部

権利内容に何

ら限定のない

当社における

標準となる株

式であり、単

元株式数は100

株でありま

す。

計 8,832,000 8,832,000 － －

　

（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25年７月１日～

平成25年９月30日
－ 8,832,000 － 1,073,200 － 951,153
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（６）【大株主の状況】

 平成25年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

河合　日出雄 東京都大田区 2,651 30.03

河合　きよ子 東京都大田区 264 3.00

竹田　和平 愛知県名古屋市天白区 225 2.55

森田　　健 東京都世田谷区 165 1.87

田中商事従業員持株会 東京都品川区南大井3-2-2 160 1.82

日本トラスティ・サービス信託

銀行株式会社（信託口）
東京都中央区晴海1-8-11 134 1.52

河合　宏美 東京都大田区 114 1.30

日本マスタートラスト信託銀行

株式会社（信託口）
東京都港区浜松町2-11-3 113 1.29

三菱電機住環境システムズ株式

会社
東京都台東区東上野4-8-1 77 0.87

鶴木　美佐夫 静岡県島田市 66 0.75

計 － 3,974 45.00

（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成25年９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）
普通株式　　 23,600

　
－ －

完全議決権株式（その他） 普通株式　8,802,400 88,024 －

単元未満株式 普通株式　  　6,000 － －

発行済株式総数 8,832,000 － －

総株主の議決権 － 88,024 －

　

②【自己株式等】

 平成25年９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（％）

田中商事株式会社
東京都品川区南大

井3-2-2
23,600 － 23,600 0.27

計 － 23,600 － 23,600 0.27

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２四半期連結会計期間（平成25年７月１日から平

成25年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成25年４月１日から平成25年９月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、東陽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25年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成25年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 756,319 975,759

受取手形及び売掛金
※3 7,444,793 6,211,658

商品及び製品 1,506,185 1,387,927

仕掛品 6,005 4,613

原材料及び貯蔵品 44,274 42,291

繰延税金資産 89,188 80,647

その他 108,059 102,031

貸倒引当金 △30,795 △25,862

流動資産合計 9,924,030 8,779,066

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,560,560 2,493,694

土地 6,795,201 6,795,201

その他（純額） 344,513 517,625

有形固定資産合計 9,700,274 9,806,522

無形固定資産

借地権 183,254 183,254

その他 13,518 13,504

無形固定資産合計 196,772 196,758

投資その他の資産

繰延税金資産 359,593 370,188

その他
※2 409,022 ※2 409,923

貸倒引当金 △191,865 △189,256

投資その他の資産合計 576,750 590,855

固定資産合計 10,473,798 10,594,136

資産合計 20,397,829 19,373,203

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金
※3 3,858,575 3,076,862

短期借入金 6,270,000 6,100,000

未払法人税等 253,365 171,448

賞与引当金 105,229 102,276

その他 574,140 450,152

流動負債合計 11,061,311 9,900,739
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成25年９月30日)

固定負債

退職給付引当金 935,834 981,619

役員退職慰労引当金 16,400 19,649

その他 52,424 35,805

固定負債合計 1,004,659 1,037,074

負債合計 12,065,970 10,937,813

純資産の部

株主資本

資本金 1,073,200 1,073,200

資本剰余金 951,153 951,153

利益剰余金 6,303,982 6,402,791

自己株式 △13,623 △13,640

株主資本合計 8,314,712 8,413,505

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 17,146 21,884

その他の包括利益累計額合計 17,146 21,884

純資産合計 8,331,858 8,435,389

負債純資産合計 20,397,829 19,373,203
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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２四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年９月30日)

売上高 10,773,894 11,563,497

売上原価 8,959,794 9,633,696

売上総利益 1,814,100 1,929,801

販売費及び一般管理費
※1 1,549,293 ※1 1,576,992

営業利益 264,807 352,808

営業外収益

受取利息 19 21

受取配当金 469 654

その他 5,581 5,852

営業外収益合計 6,071 6,528

営業外費用

支払利息 14,225 12,357

その他 4 25

営業外費用合計 14,229 12,382

経常利益 256,648 346,955

特別利益

固定資産売却益 1,293 1,768

投資有価証券売却益 7,840 －

特別利益合計 9,133 1,768

特別損失

固定資産売却損 82 58

固定資産除却損 18,128 510

災害による損失 1,070 2,130

本社移転費用
※2 53,744 －

特別損失合計 73,026 2,698

税金等調整前四半期純利益 192,756 346,025

法人税、住民税及び事業税 119,206 163,810

法人税等調整額 △21,943 △4,677

法人税等合計 97,263 159,132

少数株主損益調整前四半期純利益 95,493 186,892

四半期純利益 95,493 186,892
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【四半期連結包括利益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 95,493 186,892

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △319 4,737

その他の包括利益合計 △319 4,737

四半期包括利益 95,174 191,630

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 95,174 191,630

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 192,756 346,025

減価償却費 115,257 110,507

本社移転費用 53,744 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,580 △7,542

賞与引当金の増減額（△は減少） △577 △2,953

退職給付引当金の増減額（△は減少） 65,316 45,784

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △32,560 3,249

受取利息及び受取配当金 △489 △676

支払利息 14,225 12,357

投資有価証券売却損益（△は益） △7,840 －

固定資産除売却損益（△は益） 16,917 △1,199

売上債権の増減額（△は増加） 257,479 1,236,409

たな卸資産の増減額（△は増加） 123,995 121,633

差入保証金の増減額（△は増加） 2,463 －

その他の資産の増減額（△は増加） 8,757 △779

仕入債務の増減額（△は減少） △317,835 △774,920

その他の負債の増減額（△は減少） 15,499 △45,185

未払消費税等の増減額（△は減少） 22,580 △36,055

小計 528,112 1,006,654

利息及び配当金の受取額 489 676

利息の支払額 △14,256 △12,494

本社移転費用の支払額 － △50,925

法人税等の支払額 △220,767 △238,084

営業活動によるキャッシュ・フロー 293,577 705,826

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入 14,840 －

有形及び無形固定資産の取得による支出 △156,304 △212,300

有形及び無形固定資産の売却による収入 1,807 2,226

固定資産の除却による支出 △9,300 －

貸付けによる支出 △2,652 △200

貸付金の回収による収入 718 253

その他の支出 △24,877 △976

その他の収入 3,459 1,355

投資活動によるキャッシュ・フロー △172,308 △209,641

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） － △170,000

リース債務の返済による支出 △17,498 △18,563

自己株式の取得による支出 △77 △16

配当金の支払額 △88,080 △88,164

財務活動によるキャッシュ・フロー △105,656 △276,744

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 15,612 219,440

現金及び現金同等物の期首残高 630,171 756,319

現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 645,784 ※1 975,759
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

　１．受取手形裏書譲渡高

 
前連結会計年度

（平成25年３月31日）
当第２四半期連結会計期間
（平成25年９月30日）

受取手形裏書譲渡高 813千円 294千円

 

※２　投資その他の資産の「その他」には、次の非連結子会社株式が含まれております。

 
前連結会計年度

（平成25年３月31日）
当第２四半期連結会計期間
（平成25年９月30日）

非連結子会社株式 89,178千円 89,178千円

　

※３　四半期連結会計期間末日満期手形

　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、前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形が連結会計年度

末日残高に含まれております。

　
前連結会計年度

（平成25年３月31日）
当第２四半期連結会計期間
（平成25年９月30日）

受取手形 209,102千円 －千円

支払手形 76,610 －

（四半期連結損益計算書関係）

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日）

給料 766,153千円 773,599千円

賞与引当金繰入額 81,421 96,914

退職給付費用 96,922 98,705

役員退職慰労引当金繰入額 △7,860 3,249

　

※２　本社移転費用

　本社社屋建替えに伴う費用であり、内訳は次のとおりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日）

減損損失 41,774千円 －千円

サーバー等移設費用 11,970 －
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　３　減損損失

前第２四半期連結累計期間（自　平成24年４月１日　至　平成24年９月30日)

　当第２四半期連結累計期間において、当社企業グループは以下の資産グループについて減損損失を計上し

ております。

場所 用途 種類 金額

東京都品川区 遊休資産 建物及び構築物・工具、器具及び備品 41,774千円

合計 41,774千円

　当社企業グループは、事業所単位で資産のグルーピングを行っております。

　当社は本社建替えの意思決定をし、その本社の建物及び構築物等につき将来の使用見込みがなく廃棄する

こととなったため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減損損失は特別損失「本社移転費用」に含め

て表示しております。その内訳は、建物及び構築物41,630千円、工具、器具及び備品144千円であります。

なお、各資産の回収可能価額は正味売却価額により測定しており、ゼロとして評価しております。

当第２四半期連結累計期間（自　平成25年４月１日　至　平成25年９月30日)

　該当事項はありません。

（四半期連結キャッシュ・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連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 
前第２四半期連結累計期間
（自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日）

現金及び預金勘定 645,784千円 975,759千円

預入期間が３カ月を超える定期預金 － －

現金及び現金同等物 645,784 975,759

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　平成24年４月１日　至　平成24年９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24年６月26日

定時株主総会
普通株式 88,085 10  平成24年３月31日  平成24年６月27日 利益剰余金

　

２．基準日が当第２四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２四半期連結会計期

間末後となるもの

（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11月６日
取締役会

普通株式 88,083 10  平成24年９月30日  平成24年12月７日 利益剰余金
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Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　平成25年４月１日　至　平成25年９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25年６月27日

定時株主総会
普通株式 88,083 10  平成25年３月31日  平成25年６月28日 利益剰余金

　

２．基準日が当第２四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２四半期連結会計期

間末後となるもの

（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25年11月７日
取締役会

普通株式 88,083 10  平成25年９月30日  平成25年12月９日 利益剰余金

　　

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前第２四半期連結累計期間（自平成24年４月１日  至平成24年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自

平成25年４月１日  至平成25年９月30日）

　当社グループは、電設資材卸売業以外のセグメントの重要性が乏しく、財務諸表利用者の判断を誤らせる可

能性が乏しいと考えられますので、記載は省略しております。

（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２四半期連結累計期間
（自　平成24年４月１日
至　平成24年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成25年４月１日
至　平成25年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額 10円84銭 21円22銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（千円） 95,493 186,892

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） 95,493 186,892

普通株式の期中平均株式数（千株） 8,808 8,808

 （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】

  平成25年11月７日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

(イ）配当金の総額………………………………………88,083千円

(ロ）１株当たりの金額…………………………………10円00銭

(ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日…………平成25年12月９日

（注）  平成25年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。
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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25年11月６日

田中商事株式会社

取締役会　御中

東　陽　監　査　法　人

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 佐山　正則　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 高木　康行　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中商事株式会

社の平成25年４月１日から平成26年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成25年７月１日から平成

25年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成25年４月１日から平成25年９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、四半期連結キャッシュ・

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、田中商事株式会社及び連結子会社の平成25年９月30日現在の財政状態

並びに同日をもって終了する第２四半期連結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。

２．四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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