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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66期

第１四半期連結
累計期間

第67期
第１四半期連結

累計期間
第66期

会計期間
自平成26年４月１日
至平成26年６月30日

自平成27年４月１日
至平成27年６月30日

自平成26年４月１日
至平成27年３月31日

売上高 （千円） 6,891,444 8,276,306 29,923,062

経常利益 （千円） 407,698 550,850 2,072,539

親会社株主に帰属する四半期（当

期）純利益
（千円） 270,460 374,180 1,350,865

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 259,121 399,166 1,546,992

純資産額 （千円） 13,784,324 13,380,513 13,525,775

総資産額 （千円） 23,500,488 25,138,265 25,191,051

１株当たり四半期（当期）純利益

金額
（円） 21.07 32.99 105.44

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 （％） 58.7 53.2 53.7

　（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、消費税等は含まれておりません。

　　　　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。

　　　　４．「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日）等を適用し、当第１四

半期連結累計期間より、「四半期（当期）純利益」を「親会社株主に帰属する四半期（当期）純利

益」としております。

 

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。
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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ける、財政状態、経営成績の状況の変動等の詳細につきましては「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」に記載のとおりです。なお、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。
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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。

　なお、当第１四半期連結累計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13

日）等を適用し、「四半期純利益」を「親会社株主に帰属する四半期純利益」としております。

（1）業績の状況

①業績結果

(a) 売上高

　売上高は、前年同期比で20.1％増加し、82億7千6百万円となりました。

　当第１四半期連結累計期間における日本経済は、新興国経済の鈍化やＥＵ加盟国の債務問題の影響が懸念

されましたが、円安傾向の定着を背景とした企業収益や雇用環境の改善、国内製造業の設備投資の増加等、

全体としては緩やかな回復基調で推移しました。

　このような状況のなか当社グループは、製造工程の見直しや自動化生産設備の導入をはじめとする製造現

場の改善、お客様センターの応対品質の向上、経費削減等により、業界トップの品質、業界トップの納期、

業界トップのサービス、納得してご購入頂ける価格の実現を目指すことで顧客満足度の向上を図ってまいり

ました。

　また、ハイスペックシリーズやエコシリーズ、航空機材シリーズ等の特徴のある商品をはじめとする標準

在庫品の品揃えを充実させるとともに、３Ｄプリンターによる金属製品の受託製造、24時間365日お見積り・

ご注文が可能な「白銅ネットサービス」の普及により同業他社との差別化を追求しました。

　以上のとおり、外部環境が好転したことに加え、前述の施策が反映されたことにより売上高が伸長したも

のです。

(b) 営業利益

　営業利益は、売上高の増加を主要因として前年同期比38.1％増加し、5億2千9百万円となりました。なお、

営業利益には、原材料市況の影響により発生した6千4百万円の相場差益が含まれております。

(c) 経常利益

経常利益は、営業利益の増加により前年同期比35.1％増加し、5億5千万円となりました。

　以上の結果、親会社株主に帰属する四半期純利益は3億7千4百万円（前年同期比38.3％増）となりました。

　セグメントごとの業績は次のとおりとなります。

　当第１四半期連結累計期間（自　平成27年４月１日　至　平成27年６月30日）

　セグメント 　売上高 　営業利益 　経常利益
親会社株主に帰属

する四半期純利益

　日本 　7,924百万円 　503百万円 　521百万円 　345百万円

　中国 　312百万円 　25百万円 　28百万円 　28百万円

その他 　40百万円 　△0百万円 　0百万円 　0百万円

 

②当社を取り巻く環境

　当社グループ業績に影響度の高い半導体製造装置業界および液晶製造装置業界、工作機械業界、事務機器業

界、自動車関連業界では、前連結会計年度から引き続き国内設備投資に堅調な動きが見られました。

　一方、当社グループの売上高のなかで最も品種別売上高比率が高いアルミニウム圧延品の国内メーカーの生

産量は、前年と比較し減少傾向で推移しました。

　原材料市況は、アルミニウム地金（日本経済新聞月別平均値）がトン当たり前連結会計年度末の30万6千円か

ら６月末は28万4千円に、電機銅建値は前連結会計年度末の78万円から６月末は76万円に下落しました。ステン

レス鋼板（日本経済新聞月別平均値）は前連結会計年度末から６月末まで33万円と変動はありませんでした。
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（2）経営成績の分析

①売上高

　業界トップの品質、業界トップの納期を目指し、また、納得してご購入頂ける価格を実現することで顧客満

足度の向上を図ってまいりました。また、航空機材シリーズやエコシリーズ、ハイスペックシリーズ等の特徴

のある商品をはじめとする標準在庫品の品揃えの充実、３Ｄプリンターによる金属製品の受託製造等により同

業他社との差別化を図ってまいりました。この結果、売上高は、前年同期比で20.1%増加し、82億7千6百万円と

なりました。

②売上原価および売上総利益

　販売量の増加に伴う仕入高の増加、お客様の満足度向上を図るための費用の増加により、売上原価は前年同

期比で20.1%増加し、68億4千4百万円となりました。

　この結果、当第１四半期連結累計期間における売上総利益は、前年同期比で20.0％増加し、14億3千1百万円

となりました。

③販売費及び一般管理費および営業損益

　販売量の増加に伴う運賃の増加、お客様の満足度向上を図るための費用の増加により、販売費及び一般管理

費は前年同期比で11.4%増加し、9億1百万円となりました。

　この結果、当第１四半期連結累計期間における営業利益は、前年同期比で38.1%増加し、5億2千9百万円とな

りました。

④営業外損益、経常損益および親会社株主に帰属する四半期純損益

　不動産賃貸収入等の営業外収益と不動産賃貸費用等の営業外費用により、営業外損益は2千1百万円の利益と

なりました。

　この結果、当第１四半期連結累計期間における経常利益は、前年同期比で35.1%増加し、5億5千万円、親会社

株主に帰属する四半期純利益は、前年同期比で38.3%増加し、3億7千4百万円となりました。
 

（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

　該当事項はありません。
 

（5）経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し

　当社グループは、非鉄金属素材の販売を中核の事業としていることから、非鉄金属の市況の動向が当社グ

ループの経営成績に重要な影響を与える要因となります。当第１四半期連結累計期間においては、アルミニウ

ム地金および銅地金は下落し、ステンレス鋼板は変動ありませんでした。

　また、当社の主要販売分野が半導体製造装置業界および液晶製造装置業界、工作機械業界等であることか

ら、各種業界の設備投資の動向が当社グループの経営成績に重要な影響を与える要因となります。

　新興国の成長鈍化による世界経済の下振れ懸念がある等先行き不透明な状況が続くと見込まれますが、差別

化商品をはじめとする標準在庫品の品揃えを充実させるとともに、カタログ規格にない商品の販売、きめ細か

い加工の対応、24時間365日お見積・注文可能な「白銅ネットサービス」の普及により、売上高の向上に努めて

まいります。
 

（6）資本の財源及び資金の流動性についての分析

①資金需要

　当社グループの運転資金需要のうち主なものは、販売および在庫のための商品購入ならびに商品の加工費用

のほか、販売費及び一般管理費等であります。販売費及び一般管理費の主なものは、人件費、運賃、業務委託

費等であります。

②財務政策

　当社グループは現在、運転資金については短期借入金により、設備資金については内部留保により調達する

ことを基本としております。また、当社においては、取引銀行３行と貸出コミットメント契約を締結し、機動

的な資金調達を行っております。

 
（7）経営者の問題認識と今後の方針について

　当社グループは、顧客満足度の向上と競合との差別化によるシェアと利益率の向上、および海外事業の強化

を解決すべき課題とし対処することにより、今後も安定的かつ継続的な成長を目指してまいります。
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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 16,720,000

計 16,720,000

 

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６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成27年８月12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 11,343,300 11,343,300
東京証券取引所

市場第一部

単元株式数

100株

計 11,343,300 11,343,300 － －

 

（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27年５月29日 △1,496,700 11,343,300 － 1,000,000 － 621,397

（注）発行済株式総数の減少は、自己株式の消却によるものであります。

 

（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。

 

EDINET提出書類

白銅株式会社(E03332)

四半期報告書

 6/17



（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27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27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） 普通株式　 1,497,700 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 11,340,700 113,407 －

単元未満株式 普通株式      1,600 － －

発行済株式総数          12,840,000 － －

総株主の議決権 － 113,407 －

（注）　当第１四半期会計期間において、自己株式の消却を行ったことにより、当第１四半期会計期間末時点の完全

議決権株式（自己株式等）は普通株式1,035株、発行済株式総数は11,343,300株となっております。

 

②【自己株式等】

平成27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

（％）

白銅株式会社
東京都千代田区丸の内

二丁目５番２号
1,497,700 － 1,497,700 11.66

計 － 1,497,700 － 1,497,700 11.66

 　（注）　当第１四半期会計期間において、自己株式の消却を行ったことにより、当第１四半期会計期間末時点の自己

名義所有株式数及び所有株式数の合計は、それぞれ1,035株となっており、発行済株式総数に対する所有株式数

の割合は0.01％となっております。

 

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27年４月１日から平

成27年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成27年４月１日から平成27年６月30日まで）に係る四半期

連結財務諸表について、ＰｗＣあらた監査法人による四半期レビューを受けております。

　なお、あらた監査法人は平成27年７月１日付をもって名称をＰｗＣあらた監査法人に変更しております。
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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27年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成27年６月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,301,325 3,600,033

受取手形及び売掛金 9,857,380 10,432,044

商品及び製品 4,733,142 4,800,725

原材料及び貯蔵品 16,433 14,888

繰延税金資産 181,146 180,926

その他 50,710 44,903

貸倒引当金 △21,587 △18,237

流動資産合計 19,118,550 19,055,284

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 6,801,030 6,807,358

減価償却累計額 △5,104,073 △5,145,056

建物及び構築物（純額） 1,696,957 1,662,301

機械装置及び運搬具 3,930,042 4,060,593

減価償却累計額 △2,353,298 △2,428,874

減損損失累計額 △16,451 △16,451

機械装置及び運搬具（純額） 1,560,293 1,615,267

土地 1,899,876 1,899,876

その他 369,080 373,255

減価償却累計額 △290,000 △296,353

その他（純額） 79,079 76,901

有形固定資産合計 5,236,206 5,254,346

無形固定資産 238,825 231,974

投資その他の資産   

投資有価証券 435,591 427,549

繰延税金資産 6,520 9,522

退職給付に係る資産 75,678 80,837

その他 79,677 78,749

投資その他の資産合計 597,467 596,659

固定資産合計 6,072,500 6,082,981

資産合計 25,191,051 25,138,265
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(平成27年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成27年６月30日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 10,067,279 10,201,958

未払費用 509,329 792,404

未払法人税等 523,382 183,734

賞与引当金 286,066 140,302

役員賞与引当金 43,000 16,493

その他 207,201 393,845

流動負債合計 11,636,260 11,728,737

固定負債   

長期預り保証金 12,050 12,050

その他 16,965 16,965

固定負債合計 29,015 29,015

負債合計 11,665,275 11,757,752

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,000,000 1,000,000

資本剰余金 621,397 621,397

利益剰余金 13,000,900 11,284,486

自己株式 △1,547,238 △1,072

株主資本合計 13,075,059 12,904,811

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 130,000 124,634

為替換算調整勘定 320,715 351,067

その他の包括利益累計額合計 450,715 475,701

非支配株主持分 0 0

純資産合計 13,525,775 13,380,513

負債純資産合計 25,191,051 25,138,265
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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26年４月１日
　至　平成26年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成27年４月１日
　至　平成27年６月30日)

売上高 6,891,444 8,276,306

売上原価 5,698,300 6,844,821

売上総利益 1,193,144 1,431,484

販売費及び一般管理費 809,788 901,916

営業利益 383,356 529,568

営業外収益   

受取利息 1,787 2,106

受取配当金 4,773 5,015

不動産賃貸料 17,102 17,454

為替差益 5,360 1,126

その他 1,521 859

営業外収益合計 30,545 26,562

営業外費用   

不動産賃貸費用 3,628 4,349

支払手数料 249 249

その他 2,324 680

営業外費用合計 6,202 5,280

経常利益 407,698 550,850

税金等調整前四半期純利益 407,698 550,850

法人税等 137,238 176,670

四半期純利益 270,460 374,180

非支配株主に帰属する四半期純利益 － 0

親会社株主に帰属する四半期純利益 270,460 374,180
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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26年４月１日
　至　平成26年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成27年４月１日
　至　平成27年６月30日)

四半期純利益 270,460 374,180

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 2,542 △5,366

為替換算調整勘定 △13,881 30,351

その他の包括利益合計 △11,339 24,985

四半期包括利益 259,121 399,166

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 259,121 399,166

非支配株主に係る四半期包括利益 － △0
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【注記事項】

（会計方針の変更）

　(企業結合に関する会計基準等の適用)

　「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日）、「連結財務諸表に関する会計

基準」（企業会計基準第22号　平成25年９月13日）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７

号　平成25年９月13日）等を当第１四半期連結会計期間から適用し、四半期純利益等の表示の変更及び少数株

主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第１四半

期連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っており

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。

　ただし、当該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

効税率を使用する方法により計算しております。

　なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。

 

（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、下記のとおりです。

 
前第１四半期連結累計期間
（自 平成26年４月１日
至 平成26年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自 平成27年４月１日
至 平成27年６月30日）

減価償却費 109,158 千円 129,816 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26年４月１日　至　平成26年６月30日）

１．配当に関する事項

　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５月12日

取締役会
普通株式 423,696 33 平成26年３月31日 平成26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27年４月１日　至　平成27年６月30日）

１．配当に関する事項

　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５月13日

取締役会
普通株式 544,428 48 平成27年３月31日 平成27年６月29日 利益剰余金

 

２．株主資本の金額の著しい変動

　当社は、平成27年５月13日開催の取締役会決議に基づき、平成27年５月29日付で、自己株式1,496,700株の消

却を実施いたしました。この結果、当第１四半期連結累計期間において利益剰余金及び自己株式がそれぞれ15億

4千6百万円減少し、当第１四半期連結会計期間末において利益剰余金が112億8千4百万円、自己株式が1百万円と

なっております。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自平成26年４月１日　至平成26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 合計

 日本 中国 計

売上高      

外部顧客に対する売上高 6,593,440 298,003 6,891,444 － 6,891,444

セグメント間の内部売上高又は振替高 102,278 － 102,278 － 102,278

計 6,695,719 298,003 6,993,723 － 6,993,723

セグメント利益 240,025 27,509 267,534 － 267,534

 

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（差額調整に関する事項）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

利益 金額

　報告セグメント計 267,534

　セグメント間取引消去 2,925

　四半期連結損益計算書の親会社株主に帰属

する四半期純利益
270,460

 

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。

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自平成27年４月１日　至平成27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 合計

 日本 中国 計

売上高      

外部顧客に対する売上高 7,924,091 312,109 8,236,200 40,105 8,276,306

セグメント間の内部売上高又は振替高 155,136 － 155,136 － 155,136

計 8,079,228 312,109 8,391,337 40,105 8,431,443

セグメント利益 345,733 28,644 374,378 227 374,606

（注）「その他」の区分には、HAKUDO(THAILAND)Co.,Ltd.を含んでおります。

 

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（差額調整に関する事項）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

利益 金額

　報告セグメント計 374,606

　セグメント間取引消去 △425

　四半期連結損益計算書の親会社株主に帰属

する四半期純利益
374,180

 

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26年４月１日
至　平成26年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成27年４月１日
至　平成27年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額 21円07銭 32円99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

（千円）
270,460 374,180

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

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（千円）
270,460 374,180

普通株式の期中平均株式数（千株） 12,839 11,342

　（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。

 

２【その他】

（剰余金の配当）

　平成27年５月13日開催の取締役会において、平成27年３月31日の最終の株主名簿に記載または記録された株主もし

くは登録株式質権者に対し、剰余金の配当（期末）をおこなうことを次のとおり決議しました。

①配当財産の種類および帳簿価額の総額　　　金銭による配当　総額　544,428千円

②株主に対する配当財産の割当てに関する事項　　　　　　　　　 １株当たり48円

③当該剰余金の配当がその効力を生ずる日　　　　　　　　　　 平成27年６月29日
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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８月11日

白銅株式会社

取　締　役　会　御　中

 

ＰｗＣあらた監査法人

 
指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士　田邊　晴康　　　　印

 
指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士　大橋　佳之　　　　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」に掲げられている白銅株式会社の

平成27年４月１日から平成28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27年４月１日から平成27年

６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成27年４月１日から平成27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、白銅株式会社及び連結子会社の平成27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．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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