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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68期

第１四半期連結
累計期間

第69期
第１四半期連結

累計期間
第68期

会計期間

自平成25年
　11月１日
至平成26年
　１月31日

自平成26年
　11月１日
至平成27年
　１月31日

自平成25年
　11月１日
至平成26年
　10月31日

売上高 （千円） 3,271,277 3,551,999 14,190,086

経常利益 （千円） 221,454 262,021 1,222,857

四半期（当期）純利益 （千円） 129,291 147,281 739,693

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 241,415 285,381 912,933

純資産額 （千円） 15,302,752 15,482,513 15,346,892

総資産額 （千円） 19,342,766 19,865,508 19,913,158

１株当たり四半期（当期）純利益

金額
（円） 15.88 19.52 90.89

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 （％） 79.1 77.9 77.1

　（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。また、主要な関係会社における異動もありません。

なお、当第１四半期連結会計期間より、報告セグメントの区分を変更しております。詳細は、「第４　経理の状

況　１　四半期連結財務諸表　注記事項（セグメント情報等）セグメント情報」の「Ⅱ　２．報告セグメントの変更

等に関する事項」に記載のとおりであります。
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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、当連結会社の事業等のリスクに新たに発生した重要事項等はありません。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世界経済は、米国経済においては労働市場の堅調な改善が持続しているも

のの、欧州経済の停滞や中国経済の減速等、依然として不透明な状況でありました。

　わが国経済においては、個人消費の持ち直しや輸出の増加など民間需要が緩やかに改善したものの、力強さに

欠け、先行きに不安が残る状況となっております。

　このような状況のもとで、当社グループは市場ニーズを先取りした独自性のある高機能性製品や環境対応型製

品の開発に注力し、新規顧客の獲得に向けた営業活動を積極的に展開いたしました。また、有限会社アイシー産

業が当社グループに加わったことにより、当第１四半期連結累計期間の売上高は3,551百万円（前年同期比8.6％

増）、営業利益177百万円（前年同期比11.2％増）、経常利益262百万円（前年同期比18.3％増）、四半期純利益

147百万円（前年同期比13.9％増）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。

なお、当第１四半期連結会計期間より、報告セグメントの区分変更を行っており、以下の前年同期比較につい

ては、前年同期の数値を変更後のセグメント区分に組み替えた数値で比較しております。詳細は、「第４　経理

の状況　１　四半期連結財務諸表　注記事項（セグメント情報等）セグメント情報」の「Ⅱ　２.報告セグメント

の変更等に関する事項」に記載しております。

 ①塗料事業

　金属用塗料分野では、鋼製家具、工作機械関連を中心として需要が堅調に推移したことやユーザーの環境意

識の高まりにより環境対応型塗料が伸びた結果、売上高は前年同期に比べ増加いたしました。内装建材用塗料

分野では、国内ユーザーにおける消費税増税後の販売不振の影響や無塗装のフローリング製品の増加による需

要減により、売上高は前年同期に比べ減少いたしました。外装建材用塗料分野では、消費税増税後の住宅着工

件数の減少により塗料の出荷量は減ったものの、大手ユーザーへの提案内容が新商品で採用されたことで、売

上高は前年同期に比べ増加いたしました。

　その結果、塗料事業における当第１四半期連結累計期間の売上高は2,551百万円（前年同期比9.0％増）、セ

グメント利益は202百万円（前年同期比0.6％増）となりました。

 ②ファインケミカル事業

　化成品における電子材料向けのコーティング材の不調が続いており、売上高は前年同期に比べ大幅に減少い

たしました。

　その結果、ファインケミカル事業における当第１四半期連結累計期間の売上高は195百万円（前年同期比

33.3％減）、セグメント利益は3百万円（前年同期比88.2％減）となりました。

 ③シンナー事業

　シンナー事業におきましては、新規顧客の獲得により需要が伸びたことと有限会社アイシー産業が当社グ

ループに加わったことにより、売上高は前年同期に比べ大幅に増加いたしました。

　その結果、シンナー事業における当第１四半期連結累計期間の売上高は805百万円（前年同期比26.0％

増）、セグメント利益は91百万円（前年同期比61.8％増）となりました。
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 (2) 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

たに生じた課題はありません。

 

 (3) 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211百万円であります。

 なお、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。
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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 26,299,000

計 26,299,000

 

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27年１月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成27年３月13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 8,144,400 8,144,400

東京証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）

単元株式数

100株

計 8,144,400 8,144,400 － －

 

（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26年11月１日～

平成27年１月31日
－ 8,144,400 － 1,626,340 － 3,316,538

 

（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26年10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27年１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） 普通株式　　　600,900 －  －

 完全議決権株式（その他） 普通株式　　7,542,700 75,427  －

 単元未満株式 普通株式　　　　　800 － １単元（100株）未満の株式

 発行済株式総数 8,144,400 －  －

 総株主の議決権 － 75,427  －

 （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が1,000株含まれておりま

す。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数10個が含まれて

おります。

 ２．「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式が20株含まれております。

 

②【自己株式等】

平成27年１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（％）

 ナトコ株式会社
愛知県みよし市打越町

生賀山18番地
600,900 － 600,900 7.38

 計  － 600,900 － 600,900 7.38

 

 

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１四半期連結会計期間（平成26年11月１日から平

成27年１月31日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成26年11月１日から平成27年１月31日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、有限責任あずさ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26年10月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成27年１月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,782,452 5,742,582

受取手形及び売掛金 4,991,740 4,877,658

有価証券 100,618 100,795

商品及び製品 916,551 937,426

仕掛品 31,395 34,456

原材料及び貯蔵品 409,854 447,231

繰延税金資産 107,590 48,289

その他 757,062 774,822

貸倒引当金 △5,996 △4,728

流動資産合計 13,091,269 12,958,534

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,104,562 3,141,813

機械装置及び運搬具（純額） 1,018,535 1,027,750

土地 1,713,858 1,713,858

その他（純額） 184,824 190,422

有形固定資産合計 6,021,780 6,073,844

無形固定資産 273,558 276,063

投資その他の資産   

投資有価証券 379,854 408,948

繰延税金資産 24,379 23,049

その他 125,706 128,450

貸倒引当金 △3,390 △3,381

投資その他の資産合計 526,550 557,065

固定資産合計 6,821,889 6,906,973

資産合計 19,913,158 19,865,508

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,731,325 2,737,682

1年内返済予定の長期借入金 23,231 -

未払法人税等 94,865 45,822

賞与引当金 238,264 105,889

役員賞与引当金 33,800 8,230

その他 762,771 807,550

流動負債合計 3,884,258 3,705,175

固定負債   

長期借入金 47,769 -

繰延税金負債 47,845 25,819

役員退職慰労引当金 264,426 244,677

退職給付に係る負債 135,757 220,455

その他 186,210 186,867

固定負債合計 682,008 677,820

負債合計 4,566,266 4,382,995
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(平成26年10月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成27年１月31日)

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,626,340 1,626,340

資本剰余金 3,316,538 3,316,538

利益剰余金 10,258,198 10,255,720

自己株式 △516,252 △516,252

株主資本合計 14,684,824 14,682,346

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 93,111 111,774

為替換算調整勘定 601,264 719,020

退職給付に係る調整累計額 △32,309 △30,627

その他の包括利益累計額合計 662,067 800,166

少数株主持分 - -

純資産合計 15,346,892 15,482,513

負債純資産合計 19,913,158 19,865,508
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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25年11月１日
　至　平成26年１月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成26年11月１日
　至　平成27年１月31日)

売上高 3,271,277 3,551,999

売上原価 2,521,929 2,746,851

売上総利益 749,347 805,147

販売費及び一般管理費 589,483 627,373

営業利益 159,864 177,774

営業外収益   

受取利息 1,993 1,683

受取配当金 2,115 3,855

貸倒引当金戻入額 1,571 1,276

為替差益 52,776 69,789

その他 5,636 10,755

営業外収益合計 64,093 87,359

営業外費用   

支払利息 9 164

売上割引 2,494 2,758

その他 0 189

営業外費用合計 2,503 3,112

経常利益 221,454 262,021

特別利益   

固定資産売却益 － 712

負ののれん発生益 12,982 －

特別利益合計 12,982 712

特別損失   

固定資産処分損 97 16

固定資産圧縮損 － 579

特別損失合計 97 596

税金等調整前四半期純利益 234,340 262,136

法人税、住民税及び事業税 9,792 56,280

法人税等調整額 95,257 58,574

法人税等合計 105,049 114,854

少数株主損益調整前四半期純利益 129,291 147,281

少数株主利益 － －

四半期純利益 129,291 147,281
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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25年11月１日
　至　平成26年１月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成26年11月１日
　至　平成27年１月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 129,291 147,281

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 14,575 18,662

為替換算調整勘定 97,548 117,755

退職給付に係る調整額 － 1,681

その他の包括利益合計 112,124 138,099

四半期包括利益 241,415 285,381

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 241,415 285,381

少数株主に係る四半期包括利益 － －

 

EDINET提出書類

ナトコ株式会社(E00915)

四半期報告書

11/18



【注記事項】

（継続企業の前提に関する事項）

該当事項はありません。

 

 

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

該当事項はありません。

 

 

（会計方針の変更等）

（退職給付に関する会計基準等の適用）

　「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号　平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」とい

う。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号　平成24年５月17日。以下

「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられ

た定めについて当第１四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給

付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法を平均残存

勤務期間に基づく割引率を使用する方法から退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単

一の加重平均割引率を使用する方法へ変更しております。

　退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第１四

半期連結会計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加

減しております。

　この結果、当第１四半期連結会計期間の期首の退職給付に係る負債が90,028千円増加し、利益剰余金が59,238

千円減少しております。また、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

に与える影響額は軽微であります。

 

 

（会計上の見積りの変更）

 該当事項はありません。

 

 

（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）

 該当事項はありません。

 

 

（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

　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26年10月31日）
当第１四半期連結会計期間
（平成27年１月31日）

受取手形 －千円 206,190千円

支払手形 － 2,395
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（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（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25年11月１日
至 平成26年１月31日）

当第１四半期連結累計期間
（自 平成26年11月１日
至 平成27年１月31日）

減価償却費 93,480千円 123,309千円

 

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自平成25年11月１日　至平成26年１月31日）

１．配当に関する事項

(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26年１月28日

定時株主総会
普通株式 175,773 24 平成25年10月31日 平成26年１月29日 利益剰余金

 

(2）基準日が当第１四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１四半期連結会計期

間末後となるもの

該当事項はありません。

 

２．株主資本の著しい変動に関する事項

　当社は、平成25年11月１日を効力発生日とする株式交換を当社の連結子会社である巴興業株式会社と行い

ました。この結果、当第１四半期連結累計期間において資本剰余金は1,027,778千円増加し、当第１四半期連

結会計期間末において資本剰余金が3,316,538千円となっております。

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自平成26年11月１日　至平成27年１月31日）

１．配当に関する事項

(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27年１月27日

定時株主総会
普通株式 90,521 12 平成26年10月31日 平成27年１月28日 利益剰余金

 

(2）基準日が当第１四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１四半期連結会計期

間末後となるもの

該当事項はありません。

 

２．株主資本の著しい変動に関する事項

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１四半期連結累計期間（自平成25年11月１日　至平成26年１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

調整額
（注）1

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２ 塗料事業

ファインケ
ミカル事業

シンナー事
業

計

売上高       

(1）外部顧客への売上高 2,339,808 292,242 639,225 3,271,277 － 3,271,277

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
526 － 60,632 61,158 △61,158 －

計 2,340,335 292,242 699,858 3,332,436 △61,158 3,271,277

セグメント利益 201,129 32,486 56,418 290,034 △130,170 159,864

（注）１．セグメント利益の調整額△130,170千円には、セグメント間取引消去△819千円、各報告セグメントに

配分していない全社費用△129,350千円が含まれております。全社費用は、報告セグメントに帰属しない

本社の管理部門における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。

 

２．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

（重要な負ののれん発生益）

　当社は、平成25年11月１日を効力発生日とする株式交換を当社の連結子会社である巴興業株式会社と

行ったことに伴い、負ののれん発生益12,982千円を特別利益に計上しております。当該負ののれん発生益

は報告セグメントに配分しておりません。
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Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自平成26年11月１日　至平成27年１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

調整額
（注）1

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２ 塗料事業

ファインケ
ミカル事業

シンナー事
業

計

売上高       

(1）外部顧客への売上高 2,551,507 195,057 805,434 3,551,999 － 3,551,999

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
162 － 68,413 68,575 △68,575 －

計 2,551,669 195,057 873,848 3,620,574 △68,575 3,551,999

セグメント利益 202,407 3,843 91,297 297,548 △119,774 177,774

（注）１．セグメント利益の調整額△119,774千円には、セグメント間取引消去4,869千円、各報告セグメントに

配分していない全社費用△124,644千円であります。全社費用は、報告セグメントに帰属しない本社の管

理部門における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。

 

２．報告セグメントの変更等に関する事項

　当第１四半期連結会計期間より報告セグメントを従来の「塗料事業」「ファインケミカル事業」「産業廃

棄物収集運搬・処分事業」から「塗料事業」「ファインケミカル事業」「シンナー事業」に変更しておりま

す。

　これは、当社が有限会社アイシー産業株式を平成26年10月１日（みなし取得日を平成26年10月31日）に取

得したことに伴い、当社グループの事業展開の実態を踏まえ、改めて事業セグメントについて検討した結

果、量的な重要性が増したシンナーの製造・販売を「塗料事業」から分離し、リサイクルシンナーの製造と

の関連性が強い「産業廃棄物収集運搬・処分事業」と一体化して、「シンナー事業」として捉えることが合

理的であると判断したことによるものであります。

　なお、前第１四半期連結累計期間のセグメント情報は、変更後のセグメント情報に基づき作成しておりま

す。
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（金融商品関係）

　金融商品の当第１四半期連結会計期間末の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末

日と比較して著しい変動がありません。

 

 

（有価証券関係）

有価証券の当第１四半期連結会計期間末の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末

日と比較して著しい変動がありません。

 

 

（デリバティブ取引関係）

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。

 

 

（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１四半期連結累計期間
（自　平成25年11月１日
至　平成26年１月31日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成26年11月１日
至　平成27年１月31日）

１株当たり四半期純利益金額 15円88銭 19円52銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（千円） 129,291 147,281

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） 129,291 147,281

普通株式の期中平均株式数（株） 8,143,510 7,543,480

（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27年３月13日

ナトコ株式会社

取締役会　御中

 

有限責任 あずさ監査法人

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 井上　嗣平　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 鈴木　賢次　　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」に掲げられているナトコ株式会社

の平成26年11月１日から平成27年10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26年11月１日から平成27

年１月31日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成26年11月１日から平成27年１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、ナトコ株式会社及び連結子会社の平成27年１月31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．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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