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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80期

第１四半期
連結累計期間

第81期
第１四半期
連結累計期間

第80期

会計期間
自　平成26年10月１日
至　平成26年12月31日

自　平成27年10月１日
至　平成27年12月31日

自　平成26年10月１日
至　平成27年９月30日

売上高 （百万円） 5,225 5,700 35,178

経常利益又は

経常損失（△）
（百万円） △406 △415 946

親会社株主に帰属する四半期純損失

（△）又は親会社株主に帰属する当

期純利益

（百万円） △313 △357 647

四半期包括利益

又は包括利益
（百万円） △213 △107 610

純資産額 （百万円） 13,558 14,079 14,383

総資産額 （百万円） 31,912 33,278 34,449

１株当たり四半期純損失金額（△）

又は１株当たり当期純利益金額
（円） △6.38 △7.28 13.20

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 （％） 42.5 42.3 41.8

（注）１　売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　第80期第１四半期及び第81期第１四半期の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当

たり四半期純損失金額が計上されており、また潜在株式が存在しないため記載しておりません。第80期の潜

在株式調整後１株当たり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　「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、「四半期純損失又は当期純利益」を「親会社株主に帰属する四半期純損失又は親会社株主に

帰属する当期純利益」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１四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】

(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、政府や日銀の継続的な各種政策や、円安・原油安の効果など

により、企業収益、雇用情勢に改善がみられ、全体として緩やかな回復基調で推移いたしました。一方、海外経済

におきましては、米国は回復傾向が続き、欧州も緩やかに回復しておりますが、アジアでは中国を中心に経済成長

の減速が続いており、景気の下振れリスクが残っております。

　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、地域に密着した積極的な営業活動を展開すると

ともに、果樹関連製品を中心に丸山サンクスキャンペーンを実施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、現地の販売会社、駐在事務所を中心に、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、国内では、米価下落からの回復傾向により農業従事者の設備投資意欲に強さがみられたことや、

各種農業施策の効果などにより、国内売上高は4,414百万円（前年同四半期比18.9％増）となりました。一方、海

外におきましては、北米、欧州向けが減少したことなどにより海外売上高は1,286百万円（前年同四半期比14.9％

減）となり、当第１四半期連結累計期間の売上高合計は5,700百万円（前年同四半期比9.1％増）となりました。

　利益面では、生産高、在庫の減少に伴う原価率の上昇はありましたが、売上高の増加により売上総利益が増加し

たため、営業損失は405百万円（前年同四半期は444百万円の損失）となりました。経常損失は、為替差益の減少な

どにより415百万円（前年同四半期は406百万円の損失）、親会社株主に帰属する四半期純損失は357百万円（前年

同四半期は313百万円の損失）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、米価下落からの回復傾向により農業従事者の設備投資意欲に強さがみられたことや、各

種農業施策の効果や、積極的な営業活動を展開したことなどにより、高性能防除機が増加いたしました。一方、

海外におきましては、刈払機などの林業機械は減少しましたが、防除機が増加した結果、国内外の農林業用機械

の売上高合計は3,967百万円（前年同四半期比20.7％増）、営業損失は319百万円（前年同四半期は304百万円の

損失）となりました。

②　工業用機械

　国内におきましては、工業用ポンプなどが増加しましたが、海外におきましては、北米、欧州向けの工業用ポ

ンプが減少した結果、国内外の工業用機械の売上高合計は1,110百万円（前年同四半期比11.0％減）、営業利益

は237百万円（前年同四半期比21.3％増）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570百万円（前年同四半期比10.5％減）、営業利益は21

百万円（前年同四半期は48百万円の損失）となりました。

④　不動産賃貸他

　不動産賃貸他の売上高は132百万円（前年同四半期比0.1％減）、営業利益は55百万円（前年同四半期比19.3％

減）となりました。
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(2）財政状態の分析

　当第１四半期連結会計期間末における資産総額は33,278百万円となり、前連結会計年度末より1,171百万円減少

いたしました。これは、たな卸資産の増加（1,817百万円）はありましたが、現金及び預金の減少（494百万円）、

受取手形及び売掛金の減少（2,597百万円）などによるものであります。

　負債総額は19,198百万円となり、前連結会計年度末より868百万円減少いたしました。これは、短期借入金の増

加（600百万円）はありましたが、支払手形及び買掛金の減少（260百万円）、電子記録債務の減少（129百万

円）、賞与引当金の減少（317百万円）、流動負債のその他に含まれる未払金の減少（779百万円）などによるもの

であります。

　純資産の合計は14,079百万円となり、前連結会計年度末より303百万円減少いたしました。これは、その他有価

証券評価差額金の増加（213百万円）はありましたが、親会社株主に帰属する四半期純損失を計上したことなどに

より利益剰余金が減少（553百万円）したこと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当社グループ全体の研究開発費は265百万円であります。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 139,061,000

計 139,061,000

 

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12月31日）

提出日現在
発行数（株）

（平成28年２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 50,293,328 50,293,328
東京証券取引所

（市場第一部）

単元株式数は1,000株

であります。

計 50,293,328 50,293,328 － －

 

（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27年10月１日～

平成27年12月31日
－ 50,293 － 4,651 － 1,225

 

（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27年９月30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）
（自己保有株式）

普通株式　1,204,000
517 －

完全議決権株式（その他） 普通株式 48,927,000 48,927 －

単元未満株式 普通株式　　162,328 － 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 － 49,444 －

（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687,000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517,000株（議決権517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27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（％）

（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
687,000 517,000 1,204,000 2.39

計 － 687,000 517,000 1,204,000 2.39

（注）　他人名義で所有している理由等

所有理由 名義人の氏名または名称 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10月１日から平

成27年12月31日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成27年10月１日から平成27年12月31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27年９月30日)
当第１四半期連結会計期間

(平成27年12月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,681 2,187

受取手形及び売掛金 11,013 ※ 8,415

商品及び製品 5,715 7,022

仕掛品 328 499

原材料及び貯蔵品 1,810 2,149

その他 843 860

貸倒引当金 △21 △45

流動資産合計 22,371 21,089

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,461 3,411

土地 2,257 2,258

その他（純額） 2,357 2,261

有形固定資産合計 8,076 7,931

無形固定資産 484 549

投資その他の資産   

投資有価証券 2,920 3,231

その他 629 526

貸倒引当金 △33 △50

投資その他の資産合計 3,517 3,707

固定資産合計 12,078 12,188

資産合計 34,449 33,278
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  (単位：百万円)

 
前連結会計年度

(平成27年９月30日)
当第１四半期連結会計期間

(平成27年12月31日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,748 2,488

電子記録債務 5,607 5,477

短期借入金 793 1,394

1年内償還予定の社債 102 102

未払法人税等 91 49

賞与引当金 609 292

その他 1,702 1,154

流動負債合計 11,655 10,958

固定負債   

社債 404 404

長期借入金 5,473 5,390

退職給付に係る負債 2,161 2,080

その他 372 364

固定負債合計 8,411 8,239

負債合計 20,066 19,198

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 4,660 4,107

自己株式 △228 △227

株主資本合計 13,609 13,055

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 885 1,098

繰延ヘッジ損益 0 －

為替換算調整勘定 62 83

退職給付に係る調整累計額 △174 △158

その他の包括利益累計額合計 774 1,023

純資産合計 14,383 14,079

負債純資産合計 34,449 33,278
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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：百万円)

 
前第１四半期連結累計期間
(自　平成26年10月１日
　至　平成26年12月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成27年10月１日
　至　平成27年12月31日)

売上高 5,225 5,700

売上原価 3,797 4,184

売上総利益 1,427 1,516

販売費及び一般管理費 1,872 1,921

営業損失（△） △444 △405

営業外収益   

受取利息 4 3

受取配当金 23 24

その他 105 12

営業外収益合計 133 39

営業外費用   

支払利息 28 28

持分法による投資損失 4 3

退職給付費用 40 －

金融関係手数料 9 10

その他 12 8

営業外費用合計 94 50

経常損失（△） △406 △415

特別利益   

固定資産売却益 － 0

特別利益合計 － 0

特別損失   

固定資産処分損 2 63

特別損失合計 2 63

税金等調整前四半期純損失（△） △408 △479

法人税等 △95 △122

四半期純損失（△） △313 △357

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △313 △357

 

EDINET提出書類

株式会社丸山製作所(E01568)

四半期報告書

10/17



【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：百万円)

 
前第１四半期連結累計期間
(自　平成26年10月１日
　至　平成26年12月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成27年10月１日
　至　平成27年12月31日)

四半期純損失（△） △313 △357

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 28 213

繰延ヘッジ損益 △0 △0

為替換算調整勘定 54 21

退職給付に係る調整額 4 16

持分法適用会社に対する持分相当額 13 △0

その他の包括利益合計 99 249

四半期包括利益 △213 △107

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △213 △107
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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。以下「企業結合会計基準」とい

う。）、「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。以下「連結会計基準」

という。）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。以下「事業分離等

会計基準」という。）等を当第１四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当

社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用と

して計上する方法に変更しております。また、当第１四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合につい

ては、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四

半期連結財務諸表に反映させる方法に変更しております。加えて、四半期純利益等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。

　企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項(4)、連結会計基準第44－５項(4)及び事

業分離等会計基準第57－４項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、当第１四半期連結会計期間の期首時点

から将来にわたって適用しております。

　これによる損益に与える影響はありません。

 

（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）

（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。

　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91百万円、当第１四半期連結会計期間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517,000株、当第１四半期連結会計期間515,000株であり、期中平均株式数

は、前第１四半期連結累計期間521,000株、当第１四半期連結累計期間515,500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。
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（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したものとしております。

　なお、当第１四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残高に含まれております。

 
前連結会計年度

（平成27年９月30日）
当第１四半期連結会計期間
（平成27年12月31日）

受取手形 －百万円 229百万円

 

（四半期連結損益計算書関係）

前第１四半期連結累計期間（自平成26年10月１日　至平成26年12月31日）及び当第１四半期連結累計期間（自平

成27年10月１日　至平成27年12月31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26年10月１日
至　平成26年12月31日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成27年10月１日
至　平成27年12月31日）

減価償却費 179百万円 200百万円

 

（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10月１日　至平成26年12月31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26年12月18日

定時株主総会
普通株式 198 4 平成26年９月30日 平成26年12月19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521,000株に対する配当金２百万円を含んでおります。

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自平成27年10月１日　至平成27年12月31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。
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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10月１日　至平成26年12月31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 3,288 1,247 637 52 5,225 － 5,225

セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － 80 80 △80 －

計 3,288 1,247 637 132 5,305 △80 5,225

セグメント利益又は損失（△） △304 195 △48 68 △87 △356 △444

（注）１　セグメント利益又は損失（△）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　セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失（△）と調整を行っております。

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自平成27年10月１日　至平成27年12月31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 3,967 1,110 570 52 5,700 － 5,700

セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － 79 79 △79 －

計 3,967 1,110 570 132 5,780 △79 5,700

セグメント利益又は損失（△） △319 237 21 55 △4 △400 △405

（注）１　セグメント利益又は損失（△）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　セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失（△）と調整を行っております。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純損失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１四半期連結累計期間
（自　平成26年10月１日
至　平成26年12月31日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成27年10月１日
至　平成27年12月31日）

１株当たり四半期純損失金額 ６円38銭 ７円28銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純損失金額

（百万円）
313 357

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

四半期純損失金額（百万円）
313 357

普通株式の期中平均株式数（株） 49,085,556 49,090,192

（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、１株当たり四半期純損失金額が計上されてお

り、また潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２　「１株当たり四半期純損失金額」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。

 

（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28年２月10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 植　　木　　暢　　茂　　印

 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 武　　川　　博　　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」に掲げられている株式会社丸山製

作所の平成27年10月１日から平成28年９月30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10月１日から平

成27年12月31日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成27年10月１日から平成27年12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、株式会社丸山製作所及び連結子会社の平成27年12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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