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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48期

第３四半期連結
累計期間

第49期
第３四半期連結

累計期間
第48期

会計期間
自平成26年10月１日
至平成27年６月30日

自平成27年10月１日
至平成28年６月30日

自平成26年10月１日
至平成27年９月30日

売上高 （千円） 6,982,817 5,905,393 8,964,944

経常利益 （千円） 162,596 173,614 185,625

親会社株主に帰属する四半期（当

期）純利益
（千円） 131,836 231,830 125,816

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 116,602 206,089 90,711

純資産額 （千円） 2,373,259 2,526,011 2,350,220

総資産額 （千円） 5,721,087 5,794,603 5,504,552

１株当たり四半期（当期）純利益

金額
（円） 52.14 91.14 49.69

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額
（円） 51.83 90.87 49.40

自己資本比率 （％） 41.3 43.4 42.5

 

回次
第48期

第３四半期連結
会計期間

第49期
第３四半期連結

会計期間

会計期間
自平成27年４月１日
至平成27年６月30日

自平成28年４月１日
至平成28年６月30日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 3.96 22.60

（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．売上高に消費税等は含んでおりません。

３．「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、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）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、各セグメントに係る主要な関係会社の異動は、次のとおりです。

（貴金属事業）

平成28年２月４日付でSOLAR APPLIED MATERIALS TECHNOLOGY CORP.との共同出資により設立いたしました株式会社

ＡＳＡＫＡ　ＳＯＬＡＲを、第２四半期連結会計期間より連結子会社としております。

（環境事業）

主要な関係会社の異動はありません。

（その他）

主要な関係会社の異動はありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第３四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の重要な変更はありません。

 

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】

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）経営成績に関する分析

当第３四半期連結累計期間のわが国経済は、政府および日銀による経済・金融政策を背景に、企業収益の改善

や設備投資の増加が見られ、景気は緩やかな回復基調が続きました。一方、世界経済の成長減速や地政学的リス

クの高まりなどの影響により、先行きについては不透明な状況で推移しました。

当社の主要顧客の属する電子部品・デバイス工業分野においては、スマートフォンや自動車向けの需要により

堅調な生産動向となっております。

また、主力製品である金の価格は、米国の金融緩和縮小の影響により、前期を下回る水準となりましたが、底

堅く推移しました。

このような環境の中、当社グループでは、いわき工場における、レアメタル・レアアースリサイクル事業及び

マレーシア子会社での貴金属事業の立ち上げに取り組んでまいりました。いわき工場においては、これまで研究

開発の機能が中心でしたが、１月に製品を初出荷し、工場としての操業を開始しました。マレーシア子会社にお

いては、従前のスクラップの転売から、貴金属等の回収へと事業転換が進み、収支が改善しております。また、

既存事業についても、製造工程の自動化等によるさらなる効率化やコスト削減に注力し、グループ全体として、

企業体質の強化に取り組んでまいりました。

この結果、当第３四半期連結累計期間においては、貴金属の販売価格が前年同期を下回り、受託加工取引の割

合が増えたことにより製品の販売数量が減少したことから、売上高は、5,905,393千円（前年同四半期比15.4％

減）となりました。利益面では、マレーシア子会社での収支改善が進んでいるものの、環境事業において銅の販

売価格が下落し、製品の販売数量も減少したことによって、営業利益は184,475千円（前年同四半期比2.3％

減）、経常利益は、173,614千円（前年同四半期比6.8％増）となりました。また、第２四半期連結会計期間に、

補助金収入104,200千円を特別利益として計上したことにより、親会社株主に帰属する四半期純利益は、231,830

千円（前年同四半期比75.8％増）となりました。

 

各セグメントの業績は、次のとおりです。なお、各セグメントの金額については、セグメント間取引を含んで

おります。

（貴金属事業）

当事業の主要顧客の属する電子部品・デバイス工業分野の生産は総じて堅調に推移しました。主力製品の金に

ついては、販売価格が前年同期の水準を下回り、受託加工取引の割合が増加したことから、当社が販売する製品

の数量も前年同期を下回りました。これにより、売上高は、5,348,063千円（前年同四半期比15.8％減）となりま

した。セグメント利益は、製品販売価格が低下したものの、製造の効率化によるコスト削減やマレーシア子会社

での収支改善等、レアメタル・レアアースリサイクルの事業化により、188,980千円（前年同四半期比89.2％増）

となりました。
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（環境事業）

当事業の主要顧客の属する電子回路基板業界の生産は、低水準にとどまっており、電子回路基板向けエッチン

グ液および銅ペレットの販売数量は、前年同期を下回りました。また、銅ペレットの販売価格も前年同期を下回

り、前期発生した商品のスポット販売の反動もあり、売上高は、487,145千円（前年同四半期比16.6％減）となり

ました。セグメント損益は、売上高の減少により、30,067千円の損失（前年同四半期は57,590千円の利益）とな

りました。

（その他）

その他に含まれるシステム受託開発事業、分析事業および運輸事業の売上高は、70,184千円（前年同四半期比

55.8％増）となり、セグメント利益は、14,701千円（前年同四半期比186.7％増）となりました。

 

（2）資産、負債及び純資産の状況

当第３四半期連結会計期間末における資産、負債及び純資産の状況は、以下のとおりであります。

（資産の部）

前連結会計年度末に比べて290,050千円増加し、5,794,603千円となりました。

主な要因は、現金及び預金が109,081千円、たな卸資産が181,948千円増加したことです。

（負債の部）

前連結会計年度末に比べて114,260千円増加し、3,268,592千円となりました。

主な要因は、借入金が265,550千円、買掛金が86,225千円増加し、社債が210,000千円減少したことです。

（純資産の部）

前連結会計年度末に比べて175,790千円増加し、2,526,011千円となりました。

主な要因は、利益剰余金が193,696千円増加したことです。

 

（3）事業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、新たに発生した事業上の対処すべき課題はありません。

 

（4）研究開発活動

当第３四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、129,151千円であります。

なお、当第３四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 10,200,000

計 10,200,000

 

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28年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成28年８月５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 2,572,300 2,572,300

東 京 証 券 取 引 所

ＪＡＳＤＡＱ

（ ス タ ン ダ ー ド ）

単元株式数

100株

計 2,572,300 2,572,300 － －

 

（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28年４月１日～

平成28年６月30日
－ 2,572,300 － 504,295 － 339,295

 

（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。
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（７）【議決権の状況】

当第３四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28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28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 29,900 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 2,541,100 25,411 －

単元未満株式 普通株式 1,300 － －

発行済株式総数  2,572,300 － －

総株主の議決権 － 25,411 －

 

 

②【自己株式等】

平成28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（％）

㈱アサカ理研
福島県郡山市田村町

金屋字マセ口47番地
29,900 － 29,900 1.16

計 － 29,900 － 29,900 1.16

　（注）　当第３四半期会計期間末現在の自己株式数は、新株予約権の権利行使により処分した株式数を含めて24,908株

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３四半期連結会計期間（平成28年４月１日から平

成28年６月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成27年10月１日から平成28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。
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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９月30日)
当第３四半期連結会計期間

(平成28年６月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,231,290 1,340,371

受取手形及び売掛金 314,690 361,675

商品及び製品 393,890 268,094

仕掛品 206,278 417,583

原材料及び貯蔵品 59,002 155,443

繰延税金資産 44,684 34,811

その他 143,010 150,329

流動資産合計 2,392,847 2,728,308

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,114,556 2,100,248

減価償却累計額 △888,734 △950,413

建物及び構築物（純額） 1,225,821 1,149,835

機械装置及び運搬具 2,192,904 2,291,992

減価償却累計額 △1,845,194 △1,916,138

機械装置及び運搬具（純額） 347,710 375,853

土地 1,206,024 1,205,636

リース資産 46,100 56,999

減価償却累計額 △41,463 △44,787

リース資産（純額） 4,636 12,211

建設仮勘定 24,811 14,484

その他 181,798 186,762

減価償却累計額 △160,952 △164,032

その他（純額） 20,846 22,730

有形固定資産合計 2,829,850 2,780,752

無形固定資産 23,657 22,616

投資その他の資産   

投資有価証券 56,549 25,878

退職給付に係る資産 78,904 100,485

その他 122,776 136,594

貸倒引当金 △32 △32

投資その他の資産合計 258,197 262,925

固定資産合計 3,111,705 3,066,294

資産合計 5,504,552 5,794,603
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(平成27年９月30日)
当第３四半期連結会計期間

(平成28年６月30日)

負債の部   

流動負債   

買掛金 135,923 222,149

短期借入金 ※ 807,904 ※ 1,242,692

1年内償還予定の社債 210,000 40,000

リース債務 3,484 3,569

未払法人税等 15,506 13,275

賞与引当金 86,135 44,812

その他 299,513 299,887

流動負債合計 1,558,469 1,866,385

固定負債   

社債 250,000 210,000

長期借入金 ※ 943,666 ※ 774,430

リース債務 1,045 9,159

繰延税金負債 127,674 144,066

長期未払金 223,574 213,975

資産除去債務 49,901 50,573

固定負債合計 1,595,862 1,402,206

負債合計 3,154,331 3,268,592

純資産の部   

株主資本   

資本金 504,295 504,295

資本剰余金 351,422 352,522

利益剰余金 1,496,169 1,689,866

自己株式 △16,423 △13,678

株主資本合計 2,335,463 2,533,005

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 14,813 △9,557

為替換算調整勘定 1,435 413

退職給付に係る調整累計額 △11,486 △8,721

その他の包括利益累計額合計 4,761 △17,865

新株予約権 3,731 2,821

非支配株主持分 6,264 8,050

純資産合計 2,350,220 2,526,011

負債純資産合計 5,504,552 5,794,603
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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26年10月１日
　至　平成27年６月30日)

当第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)

売上高 6,982,817 5,905,393

売上原価 5,848,109 4,804,076

売上総利益 1,134,707 1,101,316

販売費及び一般管理費 945,956 916,840

営業利益 188,750 184,475

営業外収益   

受取利息 300 140

受取配当金 174 221

受取賃貸料 6,708 6,362

受取保険金 296 7,190

業務受託料 － 8,506

助成金収入 － 7,309

その他 3,450 3,962

営業外収益合計 10,929 33,692

営業外費用   

支払利息 24,376 18,889

為替差損 7,365 15,455

その他 5,341 10,209

営業外費用合計 37,083 44,554

経常利益 162,596 173,614

特別利益   

固定資産売却益 705 －

新株予約権戻入益 364 －

補助金収入 22,333 104,200

特別利益合計 23,402 104,200

特別損失   

固定資産売却損 107 14

固定資産除却損 2,384 55

特別損失合計 2,492 70

税金等調整前四半期純利益 183,506 277,744

法人税、住民税及び事業税 7,313 15,445

法人税等調整額 64,321 32,901

法人税等合計 71,635 48,346

四半期純利益 111,871 229,397

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △19,965 △2,433

親会社株主に帰属する四半期純利益 131,836 231,830
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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26年10月１日
　至　平成27年６月30日)

当第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)

四半期純利益 111,871 229,397

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 1,861 △24,371

為替換算調整勘定 932 △1,702

退職給付に係る調整額 1,937 2,765

その他の包括利益合計 4,731 △23,308

四半期包括利益 116,602 206,089

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 136,194 209,203

非支配株主に係る四半期包括利益 △19,592 △3,114
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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）

 連結の範囲の重要な変更

第２四半期連結会計期間より、新たに設立した株式会社ＡＳＡＫＡ　ＳＯＬＡＲを連結の範囲に含めており

ます。

 

（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、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３四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、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。

なお、当第３四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。

 

（平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用）

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務

対応報告第32号 平成28年６月17日）を当第３四半期連結会計期間に適用し、平成28年４月１日以後に取得し

た建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

これによる当第３四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は

軽微であります。

 

（四半期連結貸借対照表関係）

（財務制限条項）

※ 当第３四半期連結会計期間末の借入金のうち、シンジケート・ローン契約には、純資産及び経常利益が一定

金額以上であることを約する財務制限条項が付されております。

財務制限条項の対象となる借入金残高は次のとおりです。

 
前連結会計年度

（平成27年９月30日）
当第３四半期連結会計期間
（平成28年６月30日）

短期借入金 35,957千円 33,122千円

長期借入金 431,495 372,623

合計 467,453 405,745

 

 

（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（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３四半期連結累計期間
（自 平成26年10月１日
至 平成27年６月30日）

当第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）

減価償却費 166,445千円 161,460千円
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（株主資本等関係）

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自 平成26年10月１日 至 平成27年６月30日）

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12月19日

定時株主総会
普通株式 37,312 15 平成26年９月30日 平成26年12月22日 利益剰余金

 

 

Ⅱ 当第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）

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12月18日

定時株主総会
普通株式 38,135 15 平成27年９月30日 平成27年12月21日 利益剰余金
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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26年10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

（注）１
合計

 貴金属事業 環境事業 計

売上高      

外部顧客への売上高 6,353,779 583,985 6,937,765 45,051 6,982,817

セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － 99,220 99,220

計 6,353,779 583,985 6,937,765 144,272 7,082,037

セグメント利益 99,879 57,590 157,469 5,127 162,596

（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、システム受託開発事業

及び運輸事業であります。

２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と一致しております。

 

Ⅱ 当第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

 貴金属事業 環境事業 計

売上高      

外部顧客への売上高 5,348,063 487,145 5,835,208 70,184 5,905,393

セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － 94,464 94,464

計 5,348,063 487,145 5,835,208 164,648 5,999,857

セグメント利益又は損失

（△）
188,980 △30,067 158,912 14,701 173,614

（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、システム受託開発事

業、分析事業及び運輸事業であります。

２ セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の経常利益と一致しております。

 

２．報告セグメントの変更等に関する事項

（平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用）

「会計方針の変更」に記載のとおり、当第３四半期連結会計期間に「平成28年度税制改正に係る減価償却

方法の変更に関する実務上の取扱い」を適用し、平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物

に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

この変更に伴う、当第３四半期連結累計期間のセグメント利益への影響は軽微であります。
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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、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。

 
前第３四半期連結累計期間
（自 平成26年10月１日
至 平成27年６月30日）

当第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）１株当たり四半期純利益金額 52円14銭 91円14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）
131,836 231,830

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）
131,836 231,830

普通株式の期中平均株式数（千株） 2,528 2,543

（2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 51円83銭 90円87銭

（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） 15 7

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

－ －

 

 

２【その他】

該当事項はありません。

EDINET提出書類

株式会社アサカ理研(E21649)

四半期報告書

15/17



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８月５日

株式会社アサカ理研

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 植村 文雄   印

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 佐藤 武男   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アサ

カ理研の平成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３四半期連結会計期間（平成２８年

４月１日から平成２８年６月３０日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成２７年１０月１日から平成２８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、株式会社アサカ理研及び連結子会社の平成２８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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