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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68期

第３四半期連結
累計期間

第69期
第３四半期連結

累計期間
第68期

会計期間
自平成27年４月１日
至平成27年12月31日

自平成28年４月１日
至平成28年12月31日

自平成27年４月１日
至平成28年３月31日

売上高 （千円） 15,766,890 16,332,012 23,454,637

経常利益 （千円） 685,830 830,782 1,558,782

親会社株主に帰属する四半期（当

期）純利益
（千円） 386,769 508,354 977,015

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 474,487 624,203 952,761

純資産額 （千円） 10,898,393 11,881,966 11,376,954

総資産額 （千円） 21,501,137 21,806,836 21,240,796

１株当たり四半期（当期）純利益

金額
（円） 75.12 97.40 189.75

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 （％） 49.8 53.5 52.7

 

回次
第68期

第３四半期連結
会計期間

第69期
第３四半期連結

会計期間

会計期間
自平成27年10月１日
至平成27年12月31日

自平成28年10月１日
至平成28年12月31日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 45.60 53.26

（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、消費税等は含んでおりません。

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．「１株当たり四半期（当期）純利益金額」の算定の基礎となる自己株式数については、日本マスタートラス

ト信託銀行株式会社（株式付与ＥＳＯＰ信託口・75646口）が保有する当社株式を含めております。なお、

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（株式付与ＥＳＯＰ信託口・75646口）が保有する自己株式数は以

下のとおりであり、当該信託は平成28年９月に終了しております。

 
第68期

第３四半期連結
累計期間

第69期
第３四半期連結

累計期間
第68期

自己株式数 （株） 100,700 － 100,300

 

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、主要な関係会社の異動は、以下のとおりであります。

　（工事事業）

　第２四半期連結会計期間において、フルノ電気工業株式会社の全株式を取得し、連結子会社としております。
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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、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) 業績の状況

　当第３四半期連結累計期間における我が国経済は、雇用・所得環境の好転や企業収益の改善を背景に、景気は緩

やかな回復基調で推移いたしましたが、中国をはじめとするアジア新興国の経済先行き懸念やＥＵ離脱問題、米国

の新大統領就任による政策動向への懸念などから、先行き不透明な状況が続いております。

　当社グループの事業に関連する建設業界は、都心部での再開発や宿泊施設の建設需要が堅調に推移しております

が、価格競争や技能労働者不足など厳しい受注環境が続いております。

　このような経済環境下にありまして、当社グループは、グループ間の連携による受注強化、利益を重視した販売

展開に重点を置いた活動に努めてまいりました。

　この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は163億32百万円（前年同四半期比3.6％増）となりました。

また、利益につきましては、売上高の増加に伴う売上総利益の増加などにより、営業利益は７億75百万円（同

17.7％増）、経常利益は８億30百万円（同21.1％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は５億８百万円（同

31.4％増）となりました。

　なお、当社グループの工事事業における売上高は、通常の営業形態として、第４四半期連結会計期間に完成する

工事の割合が大きく、業績には季節的変動があります。

 

　セグメントの業績は次のとおりであります。

　管工機材販売事業につきましては、売上高は76億39百万円（前年同四半期比1.6％減）となり、営業損失は25百

万円（前年同四半期は営業損失70百万円）となりました。

　工事事業につきましては、新設工事の売上高が増加したことにより、売上高は83億33百万円（前年同四半期比

8.9％増）となり、営業利益は10億２百万円（同14.8％増）となりました。

　工事事業における完成工事高は82億40百万円（前年同四半期比9.0％増）となり、新設工事が44億64百万円（同

18.5％増）、既設工事が24億92百万円（同3.5％減）、保守工事が12億82百万円（同5.8％増）となりました。

　また、工事事業における受注工事高は101億57百万円（同4.3％減）となり、新設工事が44億85百万円（同14.5％

減）、既設工事が39億84百万円（同4.8％増）、保守工事が16億87百万円(同7.7％増）となりました。

　環境機器販売事業につきましては、売上高は３億58百万円（前年同四半期比2.1％増）となり、営業利益は21百

万円（同433.1％増）となりました。

 

(2) 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、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

(3) 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 16,000,000

計 16,000,000

 

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28年12月31日)

提出日現在発行数（株）
(平成29年２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 5,700,000 5,700,000

東京証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）

単元株式数

100株

計 5,700,000 5,700,000 － －

 

（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28年10月１日～

平成28年12月31日
― 5,700,000 ― 599,400 ― 525,000

 

（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】

①【発行済株式】

平成28年12月31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  425,100 － 単元株式数　100株

完全議決権株式（その他） 普通株式 5,274,500 52,745 同上

単元未満株式 普通株式      400 －
　１単元（100株）

　未満の株式

発行済株式総数 5,700,000 － －

総株主の議決権 － 52,745 －

（注）「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式21株が含まれております。

 

②【自己株式等】

平成28年12月31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（％）

株式会社

オーテック

東京都江東区東陽

二丁目４番２号
425,100 － 425,100 7.45

計 － 425,100 － 425,100 7.45

 

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10月１日から平

成28年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成28年４月１日から平成28年12月31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28年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成28年12月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,703,076 6,574,996

受取手形及び売掛金 ※１ 7,389,894 ※１,※２ 6,548,639

営業未収入金 1,468,632 1,435,682

有価証券 20,636 100,010

商品 475,343 505,562

未成工事支出金 1,542,250 2,026,000

原材料及び貯蔵品 35,954 35,965

繰延税金資産 168,192 111,575

その他 136,630 116,739

貸倒引当金 △15,452 △6,180

流動資産合計 16,925,159 17,448,991

固定資産   

有形固定資産 1,541,093 1,672,352

無形固定資産 130,260 99,944

投資その他の資産   

投資有価証券 1,738,144 1,887,480

退職給付に係る資産 157,080 170,905

その他 751,564 529,114

貸倒引当金 △2,506 △1,952

投資その他の資産合計 2,644,283 2,585,547

固定資産合計 4,315,637 4,357,844

資産合計 21,240,796 21,806,836
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(平成28年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成28年12月31日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,922,890 ※２ 6,044,145

短期借入金 1,111,852 1,306,888

未払法人税等 454,377 114,004

未成工事受入金 815,007 1,181,826

賞与引当金 271,603 201,258

役員賞与引当金 42,750 27,187

完成工事補償引当金 11,860 8,900

工事損失引当金 2,500 8,300

株式給付引当金 62,579 －

その他 504,779 396,539

流動負債合計 9,200,200 9,289,050

固定負債   

長期借入金 87,834 85,168

繰延税金負債 187,188 233,920

再評価に係る繰延税金負債 113,798 113,798

役員退職慰労引当金 90,745 72,772

退職給付に係る負債 9,562 9,566

その他 174,513 120,593

固定負債合計 663,641 635,818

負債合計 9,863,841 9,924,869

純資産の部   

株主資本   

資本金 599,400 599,400

資本剰余金 553,984 553,984

利益剰余金 10,405,683 10,719,252

自己株式 △280,226 △208,211

株主資本合計 11,278,841 11,664,425

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 311,590 394,076

土地再評価差額金 △349,275 △349,275

退職給付に係る調整累計額 △52,123 △39,887

その他の包括利益累計額合計 △89,807 4,913

非支配株主持分 187,920 212,627

純資産合計 11,376,954 11,881,966

負債純資産合計 21,240,796 21,806,836
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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４月１日
　至　平成27年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成28年４月１日
　至　平成28年12月31日)

売上高 ※１ 15,766,890 ※１ 16,332,012

売上原価 13,066,326 13,366,205

売上総利益 2,700,564 2,965,806

販売費及び一般管理費 2,042,071 2,190,476

営業利益 658,493 775,330

営業外収益   

受取配当金 23,532 26,998

受取賃貸料 18,801 20,339

持分法による投資利益 － 6,307

その他 17,986 26,298

営業外収益合計 60,320 79,943

営業外費用   

支払利息 14,374 11,691

不動産賃貸費用 7,498 6,079

持分法による投資損失 5,419 －

その他 5,691 6,720

営業外費用合計 32,983 24,491

経常利益 685,830 830,782

特別利益   

固定資産売却益 1,231 533

投資有価証券売却益 － 1

特別利益合計 1,231 534

特別損失   

固定資産売却損 529 726

固定資産除却損 1,767 2,088

投資有価証券売却損 － 718

会員権評価損 2,349 580

減損損失 － 654

特別損失合計 4,646 4,768

税金等調整前四半期純利益 682,416 826,549

法人税、住民税及び事業税 226,894 226,859

法人税等調整額 52,795 71,681

法人税等合計 279,689 298,540

四半期純利益 402,726 528,008

非支配株主に帰属する四半期純利益 15,956 19,654

親会社株主に帰属する四半期純利益 386,769 508,354
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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４月１日
　至　平成27年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成28年４月１日
　至　平成28年12月31日)

四半期純利益 402,726 528,008

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 62,660 86,216

土地再評価差額金 371 －

退職給付に係る調整額 3,484 12,235

持分法適用会社に対する持分相当額 5,244 △2,257

その他の包括利益合計 71,761 96,194

四半期包括利益 474,487 624,203

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 458,376 603,075

非支配株主に係る四半期包括利益 16,111 21,127
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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、フルノ電気工業株式会社の全株式を取得したため、連結の範囲に含めておりま

す。

　なお、みなし取得日を平成28年９月30日としており、当第３四半期連結会計期間より損益計算書を連結してお

ります。

 

（会計方針の変更）

（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。以下

「回収可能性適用指針」という。）を第１四半期連結会計期間から適用し、繰延税金資産の回収可能性に関する

会計処理の方法の一部を見直しております。

　回収可能性適用指針の適用については、回収可能性適用指針第49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において回収可能性適用指針第49項(3)①から③に該当する定めを適用

した場合の繰延税金資産及び繰延税金負債の額と、前連結会計年度末の繰延税金資産及び繰延税金負債の額と

の差額を、第１四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加算しております。

　この結果、第１四半期連結会計期間の期首において、繰延税金資産（投資その他の資産）が10,480千円、利

益剰余金が5,659千円、非支配株主持分が4,821千円増加しております。

 

（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）を第１四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。

　なお、この変更による当第３四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。

 

（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) ＥＳＯＰ信託の概要

　当社は、平成26年２月７日開催の取締役会において、当社の中長期的な企業価値を高めることを目的

として、従業員インセンティブ・プラン「株式付与ＥＳＯＰ信託」の導入を決議しており、平成26年２

月25日付で自己株式102,000株について、「日本マスタートラスト信託銀行株式会社（株式付与ＥＳＯＰ

信託口・75646口）」に対して、第三者割当による自己株式の処分を実施しております。

　本制度は、平成26年５月26日に創業80年を迎えることを機に、当社従業員に対して自社の株式を給付

することで、従業員の帰属意識の醸成と経営参画意識を持たせ、長期的な業績向上や株価上昇に対する

意欲や士気の高揚を図るとともに、中長期的な企業価値向上を図ることを目的としたインセンティブ・

プランであります。

　本制度では、当社が当社従業員のうち一定の要件を充足する者を受益者として、当社株式の取得資金

を拠出することにより信託を設定し、当該信託は株式交付規程に従い、平成28年５月26日に本制度にか

かる最後のポイントを付与し、信託期間中に付与された累計ポイントに応じた当社株式を無償で従業員

に交付しております。当該信託により取得する当社株式の取得資金は全額当社が拠出するため、従業員

の負担はありません。

　なお、当該信託は平成28年９月に終了しております。

　(2) 信託に残存する自社の株式

　信託に残存する当社株式を信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により純資産の部に自

己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度72,015千円、

100,300株であります。当第３四半期連結会計期間においては、信託に残存する当社株式はありません。

　(3) 総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額

　該当事項はありません。
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（四半期連結貸借対照表関係）

※１　受取手形裏書譲渡高

 
前連結会計年度

（平成28年３月31日）
当第３四半期連結会計期間
（平成28年12月31日）

受取手形裏書譲渡高 217,208千円 201,619千円

 

※２　四半期連結会計期間末日満期手形

　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処理をしております。

なお、当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日残高に含まれております。

 
前連結会計年度

（平成28年３月31日）
当第３四半期連結会計期間
（平成28年12月31日）

受取手形 －千円 251,674千円

支払手形 － 487,447

 

（四半期連結損益計算書関係）

前第３四半期連結累計期間（自 平成27年４月１日 至 平成27年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間

（自 平成28年４月１日 至 平成28年12月31日）

※１　当社グループの売上高は、通常の営業形態として、第４四半期連結会計期間に完成する工事の割合が大き

く、業績には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。）及びのれんの償却額は、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４月１日
至 平成27年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自 平成28年４月１日
至 平成28年12月31日）

減価償却費 82,301千円 72,805千円

のれんの償却額 4,800 14,575

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成27年４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
（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６月25日

定時株主総会
普通株式 105,497 20 平成27年３月31日 平成27年６月26日 利益剰余金

（注）「配当金の総額」には、日本マスタートラスト信託銀行株式会社（株式付与ＥＳＯＰ信託口・75646口）が保有す

る当社株式（自己株式）に対する配当金2,030千円が含まれております。

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成28年４月１日　至　平成28年12月31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28年６月28日

定時株主総会
普通株式 200,445 38 平成28年３月31日 平成28年６月29日 利益剰余金

（注）「配当金の総額」には、日本マスタートラスト信託銀行株式会社（株式付与ＥＳＯＰ信託口・75646口）が保有す

る当社株式（自己株式）に対する配当金3,811千円が含まれております。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成27年４月１日　至　平成27年12月31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
調整額
（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２

 
管工機材
販売事業

工事事業
環境機器
販売事業

計

売上高       

外部顧客への売上高 7,762,729 7,652,735 351,426 15,766,890 － 15,766,890

セグメント間の内部
売上高又は振替高

936 1,257 182 2,376 △2,376 －

計 7,763,666 7,653,992 351,608 15,769,267 △2,376 15,766,890

セグメント損益 △70,339 872,767 4,004 806,433 △147,939 658,493

（注）１．セグメント損益の調整額は、セグメント間取引消去△43千円、各報告セグメントに配分して

いない全社費用△147,896千円であります。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．セグメント損益は、四半期連結損益計算書の営業損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）

　重要な変動はありません。

（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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Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成28年４月１日　至　平成28年12月31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
調整額
（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２

 
管工機材
販売事業

工事事業
環境機器
販売事業

計

売上高       

外部顧客への売上高 7,639,817 8,333,369 358,826 16,332,012 － 16,332,012

セグメント間の内部
売上高又は振替高

339 1,150 55 1,544 △1,544 －

計 7,640,156 8,334,519 358,881 16,333,557 △1,544 16,332,012

セグメント損益 △25,629 1,002,029 21,351 997,751 △222,420 775,330

（注）１．セグメント損益の調整額は、セグメント間取引消去△92千円、各報告セグメントに配分して

いない全社費用△222,328千円であります。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．セグメント損益は、四半期連結損益計算書の営業損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）

　金額的重要性が乏しいため、記載を省略しております。

（のれんの金額の重要な変動）

　重要な変動はありません。

（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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（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３四半期連結累計期間
（自　平成27年４月１日
至　平成27年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成28年４月１日
至　平成28年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額 75円12銭 97円40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）
386,769 508,354

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）
386,769 508,354

普通株式の期中平均株式数（株） 5,148,754 5,219,217

（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、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２．株主資本において自己株式として計上されている日本マスタートラスト信託銀行株式会社（株式付与ＥＳＯ

Ｐ信託口・75646口）が保有する当社株式は、１株当たり四半期純利益金額の算定上、期中平均株式数の計算

において控除する自己株式に含めております。

１株当たり四半期純利益金額の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は前第３四半期連結累計期

間101,063株、当第３四半期連結累計期間30,600株であります。

なお、当該信託は平成28年９月に終了しております。

 

（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29年２月10日

株式会社オーテック

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 板谷　秀穂　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 澤部　直彦　　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オー

テックの平成28年４月１日から平成29年３月31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10月１日から

平成28年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成28年４月１日から平成28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、株式会社オーテック及び連結子会社の平成28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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