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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70期

第３四半期
連結累計期間

第71期
第３四半期
連結累計期間

第70期

会計期間
自 平成27年10月１日

至 平成28年６月30日

自 平成28年10月１日

至 平成29年６月30日

自 平成27年10月１日

至 平成28年９月30日

売上高 （千円） 45,051,722 50,515,076 59,908,557

経常利益 （千円） 3,166,767 4,302,866 4,274,062

親会社株主に帰属する
四半期（当期）純利益

（千円） 1,978,160 2,746,444 2,757,924

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 1,336,087 3,645,896 2,259,760

純資産額 （千円） 20,030,981 23,808,459 20,954,653

総資産額 （千円） 30,523,824 36,047,379 32,455,489

１株当たり四半期（当期)
純利益金額

（円） 138.29 191.95 192.79

潜在株式調整後１株当たり
四半期（当期）純利益金額

（円） 137.73 190.99 191.98

自己資本比率 （％） 63.7 64.0 62.7
 

 

回次
第70期

第３四半期
連結会計期間

第71期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成28年４月１日

至 平成28年６月30日

自 平成29年４月１日

至 平成29年６月30日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 35.33 59.47
 

(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。

 

２ 【事業の内容】

 当第３四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）において営まれている事業の内容に

ついて、重要な変更はありません。

  また、主要な関係会社の異動は、以下のとおりであります。

　

 (海外現地法人)

 第１四半期連結会計期間より、当社グループにおける重要性が増したため、Sanyo Trading(Viet Nam)Co., Ltd.を新

たに連結の範囲に含めております。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

 当第３四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投

資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又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。

 なお、重要事象等は存在しておりません。

 

２ 【経営上の重要な契約等】

 当第３四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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善が続く中で企業収益も持ち直しの動きが進

むなど、緩やかな回復基調で推移しました。一方で、米国の金融政策正常化の影響や中国を始めアジア新興国等の経済

の先行き、政策に関する不確実性による影響などにより、依然として先行き不透明な状況にあります。

このような環境下、当社グループの当第３四半期連結累計期間の売上高は50,515百万円（前年同四半期比12.1％

増）、営業利益は4,018百万円（前年同四半期比32.2％増）、経常利益は4,302百万円（前年同四半期比35.9％増）、親

会社株主に帰属する四半期純利益は2,746百万円（前年同四半期比38.8％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。

①化成品

ゴム関連商品は、主力の自動車や家電・情報機器向けの合成ゴムや添加剤等の副資材が特に好調でした。化学品関連

商品は、アジア向け輸出は振るわなかったものの、香料や染料、医薬関連商品の販売が堅調に推移しました。また、前

連結会計年度中に新たに連結子会社となった㈱ソートの業績も寄与しました。

この結果、売上高は20,153百万円（前年同四半期比11.7％増）、セグメント利益（営業利益）は1,344百万円（前年

同四半期比47.4％増）となりました。

　

②機械資材

産業資材関連商品は、シート用部品等の自動車内装用部品が伸長し、売上・利益とも前年実績を大幅に上回りまし

た。機械・環境関連商品は、バイオマス関連設備の納入が実現し、増収増益となりました。科学機器関連商品は、表面

物性測定装置や摩擦摩耗試験機等の分析・試験機器が好調でした。

この結果、売上高は16,267百万円（前年同四半期比12.0％増）、セグメント利益（営業利益）は2,089百万円（前年

同四半期比22.6％増）となりました。

　

③海外現地法人

Sanyo Corporation of Americaは、モーター等の自動車用部品の販売が業績を牽引し、好調でした。三洋物産貿易

（上海）有限公司は接着剤や自動車内装用部品の販売が伸び、業績は好調に推移しました。San-Thap International

Co., Ltd.（タイ）は自動車内装用部品及びゴム関連商品が好調でした。

この結果、売上高は10,801百万円（前年同四半期比31.4％増）、セグメント利益（営業利益）は604百万円（前年同

四半期比124.0％増）となりました。

　

④国内子会社

　㈱ケムインターは、当期首に吸収合併したコムスタージャパン㈱の洗浄剤事業が寄与するとともに、米国向け半導体

関連機器の輸出が好調でした。コスモス商事㈱は、地熱開発関連の機材販売やレンタル事業が好調でしたが、海洋・船

舶の大型案件が実現した前年同期に比べ、売上・利益ともに大幅に減少しました。

この結果、売上高は3,118百万円（前年同四半期比23.0％減）、セグメント利益（営業利益）は405百万円（前年同四

半期比13.4％減）となりました。
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(２)  財政状態の分析

（資産）

流動資産は、売上増に伴う売掛債権の増加に加え、商品及び製品や仕入先への前渡金等が増加したことにより、前連

結会計年度末比2,915百万円増加し、29,205百万円となりました。

固定資産は、有形固定資産の減価償却やのれんの償却による減少の一方、保有有価証券の時価が上昇したこと等によ

り、前連結会計年度末比676百万円増加し、6,841百万円となりました。

この結果、当第３四半期連結会計期間末における総資産は36,047百万円（前連結会計年度末比3,591百万円の増加）

となりました。

 
（負債）

流動負債は、法人税の支払により未払法人税が減少しましたが、仕入債務や銀行借入金、賞与引当金等が増加したこ

とにより、前連結会計年度末比472百万円増加し、10,821百万円となりました。

固定負債は、主に投資有価証券の評価差額計上に伴う繰延税金負債の増加により、前連結会計年度末比265百万円増

加し、1,417百万円となりました。

この結果、当第３四半期連結会計期間末における負債は12,238百万円（前連結会計年度末比738百万円の増加）とな

りました。

 
（純資産）

親会社株主に帰属する四半期純利益の計上による利益剰余金の増加によって株主資本が増加したことに加え、保有有

価証券の時価上昇によるその他有価証券評価差額金の増加や円安による為替換算調整勘定の増加により、その他の包括

利益累計額が増加しました。

この結果、当第３四半期連結会計期間末における純資産は23,808百万円（前連結会計年度末比2,853百万円の増加）

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３四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。

 
(４)  研究開発活動

該当事項はありません。
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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 40,000,000

計 40,000,000
 

 
②  【発行済株式】

 

種類
第３四半期会計期間末

現在発行数(株)
(平成29年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成29年８月７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 14,503,854 14,503,854
東京証券取引所
市場第一部

単元株式数は100株
であります。

計 14,503,854 14,503,854 － －

 

 
(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29年４月１日～
平成29年６月30日

― 14,503,854 ― 1,006,587 ― 367,844
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(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成29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 194,600

完全議決権株式（その他） 普通株式 14,301,700 143,017 －

単元未満株式 普通株式 7,554 － (注)

発行済株式総数  14,503,854 － －

総株主の議決権 － 143,017 －
 

 (注) 単元未満株式の欄の普通株式には、当社所有の自己株式46株が含まれております。

 
② 【自己株式等】

平成29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(％)

（自己保有株式）      

三洋貿易㈱
東京都千代田区神田錦町
二丁目11番地

194,600 － 194,600 1.34

計 － 194,600 － 194,600 1.34
 

 
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３四半期連結会計期間（平成29年４月１日から平成

29年６月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成28年10月１日から平成29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。

 

EDINET提出書類

三洋貿易株式会社(E02548)

四半期報告書

 7/18



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28年９月30日)
当第３四半期連結会計期間

(平成29年６月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 3,712,117 3,251,319

  受取手形及び売掛金 12,856,873 14,422,242

  電子記録債権 766,080 873,381

  商品及び製品 7,745,516 8,685,365

  仕掛品 9,457 7,466

  原材料及び貯蔵品 1,448 2,172

  その他 1,207,491 1,973,289

  貸倒引当金 △8,619 △9,381

  流動資産合計 26,290,365 29,205,857

 固定資産   

  有形固定資産 1,984,874 1,913,337

  無形固定資産   

   のれん 662,669 551,094

   その他 192,824 205,870

   無形固定資産合計 855,493 756,964

  投資その他の資産   

   投資有価証券 2,573,358 3,374,670

   その他 758,095 799,415

   貸倒引当金 △6,698 △2,866

   投資その他の資産合計 3,324,755 4,171,219

  固定資産合計 6,165,123 6,841,521

 資産合計 32,455,489 36,047,379
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           (単位：千円)

          
前連結会計年度

(平成28年９月30日)
当第３四半期連結会計期間

(平成29年６月30日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 7,006,325 7,248,340

  短期借入金 729,953 1,161,001

  1年内返済予定の長期借入金 65,930 50,000

  未払法人税等 966,599 651,138

  引当金 20,351 352,619

  その他 1,559,768 1,357,986

  流動負債合計 10,348,927 10,821,086

 固定負債   

  長期借入金 50,000 50,000

  退職給付に係る負債 739,396 750,829

  その他 362,511 617,003

  固定負債合計 1,151,907 1,417,832

 負債合計 11,500,835 12,238,919

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 1,006,587 1,006,587

  資本剰余金 426,948 426,143

  利益剰余金 18,698,503 20,663,637

  自己株式 △188,739 △186,820

  株主資本合計 19,943,300 21,909,547

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 518,634 1,084,831

  為替換算調整勘定 △112,215 77,212

  その他の包括利益累計額合計 406,419 1,162,043

 新株予約権 47,891 64,123

 非支配株主持分 557,043 672,744

 純資産合計 20,954,653 23,808,459

負債純資産合計 32,455,489 36,047,379
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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３四半期連結累計期間】

           (単位：千円)

          前第３四半期連結累計期間
(自　平成27年10月１日
　至　平成28年６月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成28年10月１日
　至　平成29年６月30日)

売上高 45,051,722 50,515,076

売上原価 37,660,109 41,279,165

売上総利益 7,391,613 9,235,910

販売費及び一般管理費 4,351,153 5,217,171

営業利益 3,040,459 4,018,739

営業外収益   

 受取利息 5,085 5,128

 受取配当金 54,307 57,339

 為替差益 51,220 207,535

 その他 59,356 55,659

 営業外収益合計 169,969 325,663

営業外費用   

 支払利息 12,251 11,642

 売上割引 7,854 9,234

 その他 23,555 20,658

 営業外費用合計 43,661 41,535

経常利益 3,166,767 4,302,866

特別利益   

 国庫補助金 12,000 2,000

 特別利益合計 12,000 2,000

特別損失   

 固定資産圧縮損 1,954 －

 和解金 32,361 －

 特別損失合計 34,315 －

税金等調整前四半期純利益 3,144,452 4,304,866

法人税等 1,121,844 1,467,497

四半期純利益 2,022,607 2,837,369

非支配株主に帰属する四半期純利益 44,447 90,924

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,978,160 2,746,444
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【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

           (単位：千円)

          前第３四半期連結累計期間
(自　平成27年10月１日
　至　平成28年６月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成28年10月１日
　至　平成29年６月30日)

四半期純利益 2,022,607 2,837,369

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 △331,494 566,788

 為替換算調整勘定 △355,025 241,738

 その他の包括利益合計 △686,520 808,527

四半期包括利益 1,336,087 3,645,896

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 1,329,206 3,509,127

 非支配株主に係る四半期包括利益 6,881 136,768
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【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年10月１日 至 平成29年６月30日)

(連結の範囲の重要な変更)
　第１四半期連結会計期間より、当社グループにおける重要性が増したため、Sanyo Trading(Viet Nam)Co.,
Ltd.を新たに連結の範囲に含めております。

 

 

(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)

 
当第３四半期連結累計期間

(自　平成28年10月１日　至　平成29年６月30日)

税金費用の計算

 
 

  税金費用については、当第３四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する方法を採用しております。
 

 
(追加情報)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成28年10月１日　至　平成29年６月30日)

（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

　「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　平成28年３月28日）を第１

四半期連結会計期間から適用しております。
 

 

(四半期連結貸借対照表関係)

１ 保証債務

下記の銀行借入等に対して、債務保証を行っております。

前連結会計年度
(平成28年９月30日)

当第３四半期連結会計期間
(平成29年６月30日)

従業員 2,015千円 従業員 1,335千円

三洋東知（上海）橡胶有限公司 86,464千円 三洋東知（上海）橡胶有限公司 161,184千円

Sanyo Trading India Private Limited 167千円 Sanyo Trading India Private Limited 190千円

Sun Phoenix Mexico, S.A. de C.V. 163,392千円 Sun Phoenix Mexico, S.A. de C.V. 327,700千円

Singapore Sanyo Trading Pte. Ltd. －千円 Singapore Sanyo Trading Pte. Ltd. 35,840千円

計 252,038千円 計 526,250千円
 

 

　２ 手形割引高

 
前連結会計年度

(平成28年９月30日)
当第３四半期連結会計期間

(平成29年６月30日)

輸出手形割引高 7,536千円 －千円
 

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第３四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３四半期連

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。）、のれんの償却額は、次のとおりで

あります。

 
前第３四半期連結累計期間
(自 平成27年10月１日
 至 平成28年６月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年10月１日
 至 平成29年６月30日)

減価償却費 124,300千円 146,004千円

のれんの償却額 38,777千円 111,846千円
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(株主資本等関係)

前第３四半期連結累計期間（自 平成27年10月１日 至 平成28年６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27年11月６日
取締役会

普通株式 357,590 25.00 平成27年９月30日 平成27年12月１日 利益剰余金

平成28年５月11日
取締役会

普通株式 329,019 23.00 平成28年３月31日 平成28年６月13日 利益剰余金
 

 

２  基準日が当第３四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３四半期連結会計期間の末日後

となるもの

    該当事項はありません。

 

３  株主資本の著しい変動

   該当事項はありません。

 

当第３四半期連結累計期間（自 平成28年10月１日 至 平成29年６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28年11月８日
取締役会

普通株式 371,987 26.00 平成28年９月30日 平成28年12月１日 利益剰余金

平成29年５月10日
取締役会

普通株式 400,657 28.00 平成29年３月31日 平成29年６月13日 利益剰余金
 

 

２  基準日が当第３四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３四半期連結会計期間の末日後

となるもの

    該当事項はありません。

 

３  株主資本の著しい変動

   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３四半期連結累計期間（自 平成27年10月１日 至 平成28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)１
合計

調整額

（注）２

四半期連結損益

計算書計上額

（注）３化成品 機械資材
海外

現地法人

国内

子会社
計

売上高          

  外部顧客への

売上高
18,046,835 14,527,236 8,220,670 4,047,215 44,841,957 167,737 45,009,695 42,026 45,051,722

  セグメント間

の内部売上高

又は振替高

1,795,209 158,935 843,099 26,812 2,824,056 24,963 2,849,019 △2,849,019 －

計 19,842,045 14,686,171 9,063,770 4,074,027 47,666,014 192,700 47,858,715 △2,806,993 45,051,722

セグメント利益 912,440 1,704,586 269,974 468,459 3,355,460 91,000 3,446,461 △406,001 3,040,459
 

(注)１. 「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り、不動産賃貸業等を含んでおりま

す。

２. 調整額は、以下のとおりであります。

(1) 外部顧客への売上高の調整額42,026千円は、管理会計との為替調整額であります。

(2) セグメント利益の調整額△406,001千円には、のれん償却額△36,847千円、各報告セグメントに配分して

いない販売費及び一般管理費△370,309千円、管理会計との為替調整額38,710千円が含まれております。

３. 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

（のれんの金額の重要な変動）

　第２四半期連結会計期間において、株式会社ソートの株式を取得し、連結子会社としたことにより、「化成品」

セグメントにおいて、のれん715,046千円を計上しております。

 
Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自 平成28年10月１日 至 平成29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)１
合計

調整額

（注）２

四半期連結損益

計算書計上額

（注）３化成品 機械資材
海外

現地法人

国内

子会社
計

売上高          

  外部顧客への

売上高
20,153,395 16,267,666 10,801,605 3,118,041 50,340,708 166,400 50,507,109 7,966 50,515,076

  セグメント間

の内部売上高

又は振替高

2,047,832 172,030 947,245 13,592 3,180,701 27,419 3,208,121 △3,208,121 －

計 22,201,228 16,439,696 11,748,851 3,131,634 53,521,410 193,820 53,715,231 △3,200,154 50,515,076

セグメント利益 1,344,726 2,089,381 604,736 405,530 4,444,375 131,925 4,576,300 △557,561 4,018,739
 

(注)１. 「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り、不動産賃貸業等を含んでおりま

す。

２. 調整額は、以下のとおりであります。

(1) 外部顧客への売上高の調整額7,966千円は、管理会計との為替調整額であります。

(2) セグメント利益の調整額△557,561千円には、のれん償却額△109,746千円、各報告セグメントに配分し

ていない販売費及び一般管理費△444,791千円、管理会計との為替調整額△61,759千円が含まれておりま

す。

３. 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。
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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並びに潜在株式調整後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。

 

項目
前第３四半期連結累計期間
(自 平成27年10月１日
 至 平成28年６月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年10月１日
 至 平成29年６月30日)

(1) １株当たり四半期純利益金額 138.29円 191.95円

(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) 1,978,160 2,746,444

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)

1,978,160 2,746,444

普通株式の期中平均株式数(千株) 14,304 14,308

(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 137.73円 190.99円

(算定上の基礎)   

親会社株主に帰属する四半期純利益調整額
(千円)

－ －

普通株式増加数(千株) 58 71

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１
株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかっ
た潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変
動があったものの概要

－ －

 

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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２ 【その他】

第71期（平成28年10月１日から平成29年９月30日まで）中間配当について、平成29年５月10日開催の取締役会にお

いて、平成29年３月31日の株主名簿に記載された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議し、支払を行い

ました。

①配当金の総額                                  400,657千円

②１株当たりの金額                                 28円00銭

③支払請求権の効力発生日及び支払開始日     平成29年６月13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29年８月７日

三洋貿易株式会社

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   伊   藤   恭   治   ㊞

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   三   宅   孝   典   ㊞

 

 

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」に掲げられている三洋貿易株式会

社の平成28年10月１日から平成29年９月30日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間(平成29年４月１日から平成

29年６月30日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成28年10月１日から平成29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、三洋貿易株式会社及び連結子会社の平成29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３四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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