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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42期

第２四半期連結
累計期間

会計期間
自 平成29年４月１日
至 平成29年９月30日

売上高 （千円） 9,110,442

経常利益 （千円） 1,787,490

親会社株主に帰属する四半期純利

益
（千円） 1,249,314

四半期包括利益 （千円） 1,253,714

純資産額 （千円） 8,812,417

総資産額 （千円） 20,446,070

１株当たり四半期純利益金額 （円） 259.04

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額
（円） －

自己資本比率 （％） 43.10

営業活動による

キャッシュ・フロー
（千円） 1,490,052

投資活動による

キャッシュ・フロー
（千円） △1,563,177

財務活動による

キャッシュ・フロー
（千円） △299,059

現金及び現金同等物の四半期末

残高
（千円） 4,289,963

 

回次
第42期

第２四半期連結
会計期間

会計期間
自 平成29年７月１日
至 平成29年９月30日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 112.07

（注） １．当社は、第１四半期連結累計期間から四半期連結財務諸表を作成しておりますので、前第２四半期連結累計

期間及び前連結会計年度の主要な経営指標等については記載しておりません。

　　　　２．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。

　　　　３．売上高には消費税等は含まれておりません。

　　　　４．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【事業の内容】

　当第２四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。

　当第２四半期連結累計期間における主要な関係会社の異動は、次のとおりであります。

（その他の事業）

　当社の子会社であるＪＦウォーターサービス株式会社は、平成29年４月１日に当社の水宅配事業を会社分割によ

り承継したことに伴い、第１四半期連結会計期間より連結の範囲に含めております。

　また、関連会社２社（東洋飲料(常熟)有限公司及び株式会社ウォーターネット）を持分法適用の範囲に含めてお

ります。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第２四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、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】

　当社グループは、第１四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しておりますので、前年同四半期の数

値及びこれに係る対前年同四半期増減率との比較分析は行っておりません。

 

（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、企業収益や雇用環境の改善により緩やかな景気回復基調とな

りました。一方、海外の経済情勢は、米国新政権の影響、欧州の政治・経済両面における新しい動き、中東の混

乱、東アジア情勢など、先行きは依然として不透明な状況が続いております。

　飲料業界におきましては、期初は、好天に恵まれたものの、梅雨明け後の長雨の影響もあり、業界全体の販売数

量は、前年並（飲料総研調べ）となりました。

　このような状況下、当社グループは、中期経営計画「“JUMP+2018”－躍動－」２年目となる平成29年度におき

ましても、「100年企業」の実現に向けて「スピード」＆「アクション」をキーワードに取り組んでおります。そ

して、信頼性の高い企業グループの構築に向け、完璧な品質管理、たゆまぬコスト削減、利益成長に繋がる投資の

実行と、内部統制機能の強化によって企業価値の向上に努めております。

　以上の結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高は9,110百万円、営業利益は1,745百万円、経常利益は

1,787百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益は1,249百万円となりました。

 

　セグメントの概況は、以下のとおりであります。

　当社グループは、第１四半期連結会計期間より、子会社であるＪＦウォーターサービス株式会社、関連会社であ

る東洋飲料（常熟）有限公司及び株式会社ウォーターネットを連結の範囲に含めたことに伴い、セグメント別の開

示を行っております。

 

（国内飲料受託製造事業）

　国内飲料受託製造事業につきましては、積極的に受注活動を行い、当第２四半期連結累計期間における受託製

造数は26,612千ケースと順調に推移しました。その結果、売上高9,009百万円、セグメント利益1,725百万円とな

りました。

 

（その他の事業）

　水宅配事業（連結対象期間：平成29年４月から９月期）につきましては、新規顧客の獲得によりボトルド

ウォーターの出荷が増加し、売上高100百万円、セグメント利益９百万円となりました。

 

　海外飲料受託製造事業（連結対象期間：平成29年１月から６月期）につきましては、繁忙期に入り、セグメン

ト利益43百万円となりました。

 

　水宅配フランチャイズ事業（連結対象期間：平成29年２月から７月期）につきましては、セグメント利益10百

万円となりました。
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（２）財政状態の分析

（資産）

　当第２四半期連結会計期間末における流動資産は、8,243百万円となりました。主な内訳は、現金及び預金

4,289百万円、電子記録債権1,444百万円、売掛金2,139百万円であります。

　固定資産は、12,202百万円となりました。主な内訳は、建物2,669百万円、機械及び装置4,107百万円、建設仮

勘定2,739百万円、投資その他の資産1,346百万円であります。

 

（負債）

　当第２四半期連結会計期間末における流動負債は、4,967百万円となりました。主な内訳は、買掛金1,173百万

円、１年内返済予定の長期借入金1,668百万円、未払金1,165百万円であります。

　固定負債は、6,665百万円となりました。主な内訳は、長期借入金6,445百万円であります。

 

（純資産）

　当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は、8,812百万円となりました。主な内訳は、利益剰余金

7,807百万円であります。

 

（３）キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は4,289百万円となりました。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）

　当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、1,490百万円の収入となりました。

主な内訳は、売上債権の増減額の増加1,177百万円の支出があったものの、税金等調整前四半期純利益1,787百万

円、減価償却費646百万円、仕入債務の増減額の増加577百万円などの収入があったことによります。

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当第２四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、1,563百万円の支出となりました。

主な内訳は、有形固定資産の取得による支出1,520百万円であります。

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当第２四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、299百万円の支出となりました。主

な内訳は、長期借入れによる収入200百万円があったものの、長期借入金の返済による支出414百万円、配当金の

支払額81百万円があったことによります。

 

（４）経営方針・経営戦略等

　当第２四半期連結累計期間において、前事業年度の有価証券報告書に記載した経営方針・経営戦略等について重

要な変更はありません。

 

（５）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、前事業年度の有価証券報告書に記載した対処すべき課題について重要な変

更はありません。

 

（６）研究開発活動

　当第２四半期連結累計期間における当社グループの研究開発費の金額は、21百万円であります。

　なお、当第２四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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（７）経営成績に重要な影響を与える要因

　当第２四半期連結累計期間において、前事業年度の有価証券報告書に記載した経営戦略の現状と見通しについて

重要な変更はありません。

 

（８）資本の財源及び資金の流動性についての分析

　当社グループの運転資金につきましては、「営業活動によるキャッシュ・フロー」を原資として、必要な場合

は、運転資金については金融機関からの短期的な借入により、また、設備資金については金融機関からの長期的な

借入により調達することを基本としております。

 

（９）経営者の問題認識と今後の方針について

　当第２四半期連結累計期間において、前事業年度の有価証券報告書に記載した経営者の問題認識と今後の方針に

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 18,000,000

計 18,000,000

 

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29年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成29年11月10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 5,100,000 5,100,000
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 5,100,000 5,100,000 － －

 

（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29年７月１日～

平成29年９月30日
－ 5,100,000 － 628,800 － 272,400
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（６）【大株主の状況】

  平成29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（％）

伊藤忠商事株式会社 東京都港区北青山２丁目５－１号 1,745 34.22

日本トラスティ・サービス信託銀行

株式会社
東京都中央区晴海１丁目８－11 278 5.46

株式会社博水社 東京都目黒区目黒本町６丁目２－２ 215 4.22

ジャパンフーズ従業員持株会 千葉県長生郡長柄町皿木203－１ 132 2.60

日本マスタートラスト信託銀行

株式会社
東京都港区浜松町２丁目11番３号 81 1.59

東洋製罐グループホールディングス

株式会社
東京都品川区東五反田２丁目18－１ 70 1.37

越後谷 太郎 大阪府泉南市 44 0.88

アサヒ飲料株式会社 東京都墨田区吾妻橋１丁目23番１号 40 0.78

吉田 知広 大阪府大阪市淀川区 35 0.70

株式会社千葉銀行 千葉県千葉市中央区千葉港１－２ 30 0.59

サントリー食品インターナショナル

株式会社
東京都中央区京橋３丁目１－１ 30 0.59

計 － 2,702 52.99

（注）１．当社は、自己株式を277,112株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。

 

　　　２．上記銀行の所有株式数には、信託業務に係る株式を以下のとおり含んでおります。

　　　　　日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社

　　　　　（信託口） 101,200株　（信託口５）57,200株　（信託口１）47,800株　（信託口２）41,200株

　　　　　（信託口６）21,200株　（信託口４） 9,800株

 

　　　　　日本マスタートラスト信託銀行株式会社

　　　　　（信託口）81,300株
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成29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

277,100
－ －

完全議決権株式（その他）
普通株式

4,821,800
48,218 －

単元未満株式
普通株式

1,100
－ －

発行済株式総数 5,100,000 － －

総株主の議決権 － 48,218 －

（注）「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式12株が含まれております。

 

②【自己株式等】

平成29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(％)

ジャパンフーズ株式会社
千葉県長生郡長柄町皿木

203番地１
277,100 － 277,100 5.43

計 － 277,100 － 277,100 5.43

 

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。

　なお、第１四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、比較情報は記載しておりません。

 

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29年７月１日から

平成29年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成29年４月１日から平成29年９月30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）

 
当第２四半期連結会計期間

(平成29年９月30日)

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 4,289,963

電子記録債権 1,444,249

売掛金 2,139,414

商品及び製品 31,638

原材料及び貯蔵品 162,754

前払費用 73,063

その他 102,793

流動資産合計 8,243,878

固定資産  

有形固定資産  

建物 7,860,265

減価償却累計額 △5,191,055

建物（純額） 2,669,210

構築物 1,902,224

減価償却累計額 △1,572,282

構築物（純額） 329,941

機械及び装置 25,658,630

減価償却累計額 △21,551,513

機械及び装置（純額） 4,107,116

車両運搬具 50,714

減価償却累計額 △43,282

車両運搬具（純額） 7,432

工具、器具及び備品 796,592

減価償却累計額 △568,618

工具、器具及び備品（純額） 227,973

土地 484,898

リース資産 57,829

減価償却累計額 △21,230

リース資産（純額） 36,599

建設仮勘定 2,739,824

有形固定資産合計 10,602,997

無形固定資産 252,425

投資その他の資産 1,346,768

固定資産合計 12,202,191

資産合計 20,446,070
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 （単位：千円）

 
当第２四半期連結会計期間

(平成29年９月30日)

負債の部  

流動負債  

買掛金 1,173,997

1年内返済予定の長期借入金 1,668,009

リース債務 5,228

未払金 1,165,138

未払費用 44,688

未払法人税等 576,912

未払消費税等 89,034

預り金 35,869

賞与引当金 166,274

役員賞与引当金 42,178

その他 356

流動負債合計 4,967,690

固定負債  

長期借入金 6,445,000

リース債務 38,236

退職給付に係る負債 182,674

その他 50

固定負債合計 6,665,962

負債合計 11,633,652

純資産の部  

株主資本  

資本金 628,800

資本剰余金 272,400

利益剰余金 7,807,884

自己株式 △264,622

株主資本合計 8,444,461

その他の包括利益累計額  

その他有価証券評価差額金 169,949

繰延ヘッジ損益 △35

為替換算調整勘定 281,023

退職給付に係る調整累計額 △82,982

その他の包括利益累計額合計 367,955

純資産合計 8,812,417

負債純資産合計 20,446,070
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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）

 
 当第２四半期連結累計期間
(自　平成29年４月１日
　至　平成29年９月30日)

売上高 ※１ 9,110,442

売上原価 6,242,160

売上総利益 2,868,281

販売費及び一般管理費 ※２ 1,123,229

営業利益 1,745,052

営業外収益  

受取利息 6,305

受取配当金 2,107

持分法による投資利益 53,352

その他 7,254

営業外収益合計 69,020

営業外費用  

支払利息 20,486

その他 6,095

営業外費用合計 26,582

経常利益 1,787,490

税金等調整前四半期純利益 1,787,490

法人税等 538,175

四半期純利益 1,249,314

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,249,314
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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）

 
 当第２四半期連結累計期間
(自　平成29年４月１日
　至　平成29年９月30日)

四半期純利益 1,249,314

その他の包括利益  

その他有価証券評価差額金 △964

繰延ヘッジ損益 81

退職給付に係る調整額 12,693

持分法適用会社に対する持分相当額 △7,411

その他の包括利益合計 4,399

四半期包括利益 1,253,714

（内訳）  

親会社株主に係る四半期包括利益 1,253,714
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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）

 
 当第２四半期連結累計期間
(自　平成29年４月１日
　至　平成29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 1,787,490

減価償却費 646,251

持分法による投資損益（△は益） △53,352

受取利息及び受取配当金 △8,413

支払利息 20,486

売上債権の増減額（△は増加） △1,177,838

たな卸資産の増減額（△は増加） △63,434

仕入債務の増減額（△は減少） 577,053

賞与引当金の増減額（△は減少） 10,438

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △34,905

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 22,907

未払金の増減額（△は減少） △280,094

未払消費税等の増減額（△は減少） 63,878

その他の流動資産の増減額（△は増加） 53,841

その他の流動負債の増減額（△は減少） 27,990

小計 1,592,301

利息及び配当金の受取額 8,892

利息の支払額 △20,669

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △90,472

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,490,052

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △1,520,622

無形固定資産の取得による支出 △42,071

その他 △483

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,563,177

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入れによる収入 200,000

長期借入金の返済による支出 △414,126

リース債務の返済による支出 △2,944

配当金の支払額 △81,989

財務活動によるキャッシュ・フロー △299,059

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △372,184

現金及び現金同等物の期首残高 4,662,148

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 4,289,963
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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）

① 連結の範囲の重要な変更

　当社の子会社であるＪＦウォーターサービス株式会社は、平成29年４月１日に当社の水宅配事業を会社分割

により承継したことに伴い、第１四半期連結会計期間より連結の範囲に含めております。

 

② 持分法適用の範囲の重要な変更

　第１四半期連結会計期間より、当社の関連会社である東洋飲料(常熟)有限公司及び株式会社ウォーターネッ

トを、持分法適用の範囲に含めております。

 

（四半期連結損益計算書関係）

※１．売上高の季節的変動

　当第２四半期連結累計期間（自　平成29年４月１日 至　平成29年９月30日）

 当社グループの売上高は、事業の性質上、上半期の受注数が下半期に比べ割合が大きいため、連結会計

年度の上半期の売上高と下半期の売上高との間に著しい相違があり、上半期と下半期の業績に季節的変動

があります。

 

※２．販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
　当第２四半期連結累計期間
（自 平成29年４月１日

　　至 平成29年９月30日）

運送保管料 392,530千円

支払手数料 75,640

給料手当 91,599

役員報酬 130,976

賞与引当金繰入額 34,868

役員賞与引当金繰入額 42,060

減価償却費 51,406

租税公課 45,518

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※　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は次のと

おりであります。

 
当第２四半期連結累計期間
（自 平成29年４月１日
至 平成29年９月30日）

現金及び預金勘定 4,289,963千円

現金及び現金同等物 4,289,963千円
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（株主資本等関係）

当第２四半期連結累計期間（自　平成29年４月１日　至　平成29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29年６月16日

定時株主総会
普通株式 81,989 17.00 平成29年３月31日 平成29年６月19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29年10月31日

取締役会
普通株式 48,228 10.00 平成29年９月30日 平成29年11月30日 利益剰余金

 

（セグメント情報等）

　当第２四半期連結累計期間（自平成29年４月１日 至平成29年９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）
 

 国内飲料受託製造
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）

売上高      

外部顧客への売上高 9,009,771 100,670 9,110,442 － 9,110,442

セグメント間の内部
売上高又は振替高

41,723 2,616 44,339 △44,339 －

計 9,051,494 103,286 9,154,781 △44,339 9,110,442

セグメント利益 1,725,096 62,779 1,787,876 △385 1,787,490

（注）１．「その他」の区分は、水宅配事業、海外飲料受託製造事業及び水宅配フランチャイズ事業を含んで

おります。

２．セグメント利益の調整額△385千円は、セグメント間取引に係る未実現利益の消去であります。

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常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

（固定資産に係る重要な減損損失）

　　該当事項はありません。

 

（のれんの金額の重要な変動）

　　該当事項はありません。

 

（重要な負ののれん発生益）

　　該当事項はありません。
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（企業結合等関係）

　共通支配下の取引等

１．取引の概要

（１）対象となった事業の名称及びその事業の内容

　　事業の名称：水宅配事業

　　事業の内容：水宅配及びウォーターサーバーメンテナンス事業

（２）企業結合日

　　平成29年４月１日

（３）企業結合の法的形式

　　当社を分割会社とし、ＪＦウォーターサービス株式会社（当社の連結子会社）を承継会社とする簡易吸

収分割

（４）結合後企業の名称

　　ＪＦウォーターサービス株式会社（当社の連結子会社）

（５）その他取引の概要に関する事項

　当社は、水宅配及びウォーターサーバーメンテナンス事業のさらなる成長のためには、より機動的かつ

大胆な戦略展開を行うことが必要であり、そのために、本事業の分割、独立が有効であると判断致しまし

た。

 

２．実施した会計処理の概要

　「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に基

づき、共通支配下の取引として処理をしております。

 

（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。

 
当第２四半期連結累計期間
（自　平成29年４月１日
至　平成29年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額 259円04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）
1,249,314

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）
1,249,314

普通株式の期中平均株式数（千株） 4,822

　（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。
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２【その他】

　平成29年10月31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………………………………………48,228千円

 (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29年11月30日

　（注）平成29年９月30日最終の株主名簿に記録された株主もしくは登録株式質権者に対し、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29年11月10日

ジャパンフーズ株式会社

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 　川上　尚志　　㊞

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 　福島　　力　　㊞

 

　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」に掲げられているジャパン

フーズ株式会社の平成29年４月１日から平成30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29年

７月１日から平成29年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成29年４月１日から平成29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、ジャパンフーズ株式会社及び連結子会社の平成29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．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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