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吸収合併に係る事前開示書面 

 
大豊工業株式会社  

代表取締役社長 杉原 功一 

 

 当社は、平成 31年 1月 31日付で当社と大豊岐阜株式会社との間で締結した合併契約書に基づき、平成 31年

4月 1日を効力発生日として、当社を吸収合併存続会社、大豊岐阜株式会社を吸収合併消滅会社とする吸収合併

（以下「本吸収合併」という。）を行うことといたしました。 

 本吸収合併について、会社法第 794条第 1項及び会社法施行規則第 191条の定めに従い、下記の通り吸収合

併契約等の内容その他法務省令に定める事項を記載した書面を備え置くこととします。 

 

記 

 

１．吸収合併契約の内容（会社法第 794条第 1項） 

  平成 31年 1月 31日付で当社と大豊岐阜株式会社が締結した合併契約書は別紙１のとおりです。 

 

２．合併対価の相当性に関する事項（会社法施行規則第 191条第 1号） 

  当社は、大豊岐阜株式会社が当社の完全子会社であることから、本吸収合併に際して株式その他の金銭等の

交付は行いません。 

 

３．吸収合併に係る新株予約権の定めの相当性に関する事項（会社法施行規則第 191条第 2号） 

  該当事項はありません。 

 

４．吸収合併消滅会社についての事項（会社法施行規則第 191条第 3号） 

  （１）最終事業年度に係る計算書類等に関する事項 

     大豊岐阜株式会社の最終事業年度（平成 29年 4月 1日～平成 30年 3月 31日）に係る計算書類等は 

別紙２のとおりです。 

  （２）最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の 

状況に重要な影響を与える事象の内容 

     該当事項はありません。 

 

５．吸収合併存続会社の最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産

の状況に重要な影響を与える事象の内容（会社法施行規則第 191条第 5号） 

  該当事項はありません。 

 



 

６．吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続会社の債務の履行の見込みに関する事項（会社法施行

規則第 191条第 6号） 

  本吸収合併後の当社の資産の額は、負債の額を十分に上回ることが見込まれます。 

また、本吸収合併後の当社の収益状況及びキャッシュ・フローの状況について、当社の債務の履行に支障を及ぼ

すような事態は、現在のところ予測されておりません。 

 従いまして、本吸収合併後における当社の債務について履行の見込みがあると判断致します。 

以上 

 

 

 

 

 

別紙１）合併契約書 

 

別紙２）大豊岐阜株式会社の最終事業年度（平成 29年 4月 1日～平成 30年 3月 31日）に係る計算書類等 

  ・貸借対照表 

  ・損益計算書 

  ・株主資本等変動計算書 

  ・個別注記表 

  ・事業報告 

  ・監査報告書 





計　　　算　　　書　　　類 

第 13 期

（平成29年４月１日から平成30年３月31日まで）

大豊岐阜株式会社



(資産の部) (負債の部)

流動資産 流動負債
現金及び預金 買掛金
売掛金 1年以内返済予定の長期借入金

製品 リース債務
仕掛品 未払費用
原材料及び貯蔵品 未払金
前払費用 未払法人税等
短期貸付金 預り金
未収入金 役員賞与引当金
その他流動資産
繰延税金資産

固定資産 固定負債
有形固定資産 長期借入金
　　建物 リース債務
　　構築物 退職給付引当金
　　機械装置 役員退職慰労引当金
　　車両運搬具
　　工具器具備品
　　リース資産
　　建設仮勘定 (純資産の部)

無形固定資産 株主資本
　　ソフトウェア 資本金
　　施設利用権
　　その他 資本剰余金

　　資本準備金
投資その他の資産 　　その他資本剰余金
　　繰延税金資産
　　長期前払費用 利益剰余金
　　その他 　　その他利益剰余金

　　　特別償却準備金
　　　圧縮積立金
　　　他利益剰余金
　　　繰越利益剰余金

 （注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
資産合計

5,402

1,095,545

3,501,175

1,876,129

178,629
15,353

5,198

2,075,310

319,472

96,216

386,073
4,030

87,280
17,256

貸　借　対　照　表
(平成30年３月31日現在)

勘定科目 金額 勘定科目 金額
(単位：千円)

5,708,080
2,785,126

199,037
2,357,955

5,788,931

93

13,459

8,545

10,082
6,580
3,408

159,941

184,014

748,682

1,008

1,425,865

8,036,720

70,769

7,606
6,500

56,662

2,247,788

負債及び純資産合計 8,036,720

851

1,740,000
1,700,000

1,095,545

1,005,849
83,442

40,000

494,116

727
707,710

105,322

73,313

21,419

99,794

438,129
63,989

9,109

負債合計

4,535,545純資産合計

1,700,000
4,535,545



　　売上高

　　売上原価

売上総利益

　　販売費及び一般管理費

営業利益

　　営業外収益

受取利息及び配当金

その他

　　営業外費用

支払利息

その他

経常利益

税引前当期純利益

法人税、住民税及び事業税

法人税等調整額

当期純利益

 （注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

勘定科目 金額

(単位：千円)

6,603,410

7,159,064

254,305

555,654

損　益　計　算　書

（自 平成29年４月１日　　至 平成30年３月31日）

106,928

259,411

169,566

△ 17,083

301,349

16,207 16,596

389

5,815

89,845

11,4895,673

259,411



(単位：千円)

当期首残高 1,700,000 1,700,000 40,000 2,573 7,412 83,442 832,550 925,978

当期の変動額

    剰余金の配当 - -

    特別償却準備金の取崩 △ 1,722 1,722 -

    圧縮積立金の取崩 △ 2,010 2,010 -

    当期純利益 169,566 169,566

当期の変動額合計 - - - △ 1,722 △ 2,010 - 173,298 169,566

当期末残高 1,700,000 1,700,000 40,000 851 5,402 83,442 1,005,849 1,095,545

株主資本

株主資本合計

当期首残高 4,365,978 4,365,978

当期の変動額

    剰余金の配当 - -

    特別償却準備金の繰入・取崩 - -

    圧縮積立金の取崩 - -

    当期純利益 169,566 169,566

当期の変動額合計 169,566 169,566

当期末残高 4,535,545 4,535,545
 （注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

株主資本等変動計算書

(自　平成29年４月１日　　至　平成30年３月31日)

資本金
特別償却準備金 利益剰余金合計

資本剰余金

その他資本剰余金 その他利益剰余金

純資産合計

繰越利益剰余金資本準備金

株主資本

利益剰余金
その他利益剰余金

圧縮積立金



１．重要な会計方針に関する事項

１－１ 資産の評価基準及び評価方法

　棚卸資産の評価基準及び評価方法

評価基準は原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）によっております。

　（１）製品・仕掛品・原材料・・・・・・・・・・ 総平均法を採用しております。

　（２）貯蔵品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・先入先出法を採用しております。

１－２ 固定資産の減価償却の方法

   （１）有形固定資産（リース資産を除く）・・・・定額法を採用しております。

   （２）無形固定資産・・・・・・・・・・・・・・・・・・・定額法を採用しております。

   （３）リース資産・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る

        リース資産については、リース期間を耐用年数とし、

        残存価額をゼロとして定額法により算定する方法を

        採用しております。

１－３ 引当金の計上基準

   （１）役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき、発生していると

認められる額を計上しております。

   （２）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき

計上しております。

   （３）役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。    

１－４ その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

   （１）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理については、税抜方式によっております。

個別注記表



２．貸借対照表に関する注記

２－１ 有形固定資産の減価償却累計額 8,455,570千円
２－２ 有形固定資産の圧縮記帳累計額

建物 198,189千円
機械装置 155,745千円

２－３ 関係会社に対する金銭債権および金銭債務
短期金銭債権 1,477,348千円
短期金銭債務 590,636千円
長期金銭債務 1,876,129千円

３．損益計算書に関する注記

３－１ 関係会社との取引高

営業取引による取引高
　　　　　売上高                      7,159,064千円
　　　　　仕入高                      1,549,977千円

   その他 199,385千円

営業取引以外の取引高        15,768千円

４．株主資本等変動計算書に関する注記

４－１ 発行済株式の種類及び総数

株式の種類 前事業年度末 増　加 減　少 当事業年度末

普通株式 34,000 - - 34,000

４－２ 自己株式の種類及び株式数

   自己株式はございません。

４－３ 配当に関する事項

（１）配当金支払額

　　　無配のため該当事項はありません

（２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

　　　無配のため該当事項はありません

５．税効果会計に関する注記

　　繰延税金資産の発生の主な原因は、未払賞与、退職給付引当金の否認等であります。

　　平成30年６月８日開催の定時株主総会の決議による配当に関する事項



６．リースにより使用する固定資産に関する注記

　貸借対照表に計上した固定資産のほか、機械装置、車両運搬具、工具器具備品等の一部について
は、所有権移転外ファイナンス・リース契約により使用しております。

７．金融商品に関する注記

　（１）金融商品の状況に関する事項
  売掛金については、客先が親会社である大豊工業株式会社に限定されますので、信用リスクは無い
ものと考えております。

  借入金の使途は運転資金（主として短期）および設備投資資金（長期）であります。

　（２）金融商品の時価等に関する事項

　平成30年３月31日（当期の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、
次のとおりであります。

(単位：千円）

貸借対照表計上額(※) 時価(※) 差額

（１）現金及び預金 727 727 -                        

（２）売掛金 707,710 707,710 -                        

（３）短期貸付金 748,682 748,682 -                        

（４）未収入金 105,322 105,322 -                        

（５）買掛金 (319,472) (319,472) -                        

（６）1年以内返済予定の長期借入金 (386,073) (386,073) -                        

（７）未払金 (96,216) (96,216) -                        

（８）長期借入金 (1,876,129) (1,876,129) -                        

   ※負債に計上されているものについては、（   ）で示しております。

(注）金融商品の時価の算定方法に関する事項

（１）現金及び預金、（２）売掛金、（３）短期貸付金、（４）未収入金、（５）買掛金、並びに（７）未払金

   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、 当該帳簿価額によっております。

（６）１年以内返済予定の長期借入金、並びに（８）長期借入金

   これらは、元利金の合計金額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算出する方法に

よっております。



８．関連当事者との取引に関する注記

　（１）親会社および法人主要株主等 （単位：千円）

属性 会社名 議決権の 関連当事者 取引の 取引金額 科目 期末残高

被所有割合 との関係 内容

自動車部品の販売 7,155,003 売掛金 705,880

及び検査梱包売上

原材料の 1,549,977 買掛金 156,036

購入

設備の購入 269,250 未払金 36,897

CMSによる 88,930 短期貸付金 748,682

資金の貸付

386,073

長期借入金 1,876,129

（取引条件及び取引条件の決定方針等）
　　製品の販売については、市場価格、材料価格変動を含めた総原価を勘案し、ダイカスト製品は四半期ごと、

 メタル製品は事業年度ごとに交渉の上、決定しております。

　　原材料の購入については、大豊工業株式会社より提示された価格に基づき、事業年度ごとに交渉の上、決定して

 おります。

     固定資産の購入については、購入価格を帳簿価額をもとに、市場の実勢価格等を勘案して、その都度交渉の

　上、決定しております。

     CMSによる資金の貸付の利率については、市場金利を勘案して交渉の上、決定しています。

  取引金額は期中の平均残高を記載しております。

　　資金の借入の利率については、市場金利を勘案して交渉の上、決定しています。返済条件は

10年及び９年、均等分割返済としております。なお、担保は提供しておりません。

　（注）上記における取引金額は消費税抜きで表示しておりますが、期末残高については消費税が含まれており

　　　ます。

９．１株当たり情報に関する注記

　（１）１株当たり純資産額 133,398円38銭

　（２）１株当たり当期純利益 4,987円23銭

10．重要な後発事象

      （１）吸収合併の状況　（１）吸収合併の状況

　当社の親会社である大豊工業株式会社は、 平成30年4月26日 開催の取締役会において、 
大豊工業株式会社を存続会社、当社を消滅会社とする吸収合併に向けて検討することを決議いたしました。
これを受けて、当社も本吸収合併についての検討を開始しました。平成31年２月の合併契約の締結、
同年４月の合併を想定しております。

被所有

直接100.0%

当社製品の
販売

原材料の
購入

役員の兼任

資金の返済 593,401

1年以内返済予定の
長期借入金

親会社
大豊工業

株式会社



１．株式会社の現況に関する事項

　　　（１）事業の経過およびその成果

事業別の売上高状況は、下記の通りでございます。

　【部品事業】
部品事業の売上高は、6,437百万円（前年同期比７％増）

　【梱包事業】
梱包事業の売上高は、721百万円（前年同期比２％減）

      （２）設備投資の状況

設備投資につきましては、総額1,690百万円であり、その主なものは次の通りであります。

　　部品事業 1,671百万円 （ＴＮＧＡ Ｖ/Ｐ関連190、Ｒ系ケーシング関連201
　第３工場建物関連993、第３工場移設関連56）

　　梱包事業 18百万円 （第１工場パーテーション９、フォークリフト４）

　　　（３）財産及び損益の状況推移

  （注） １．売上高・経常利益・当期純利益・総資産・純資産は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

２．１株当たり当期純利益は、小数点第３位以下を切り捨てて表示しております。

4,535

8,036

4,365

8,411

188

第11期

169

6,299

（単位：百万円）

　純資産 4,306

199305

199

4,034

5,546円79銭  当期純利益（円）

259

第13期

5,495

268

　総資産

平成30年３月31日まで

6,087 6,433

平成29年３月31日まで

   1株当たり

5,878円70銭

　当期純利益

平成27年４月１日から

　経常利益

133

区分

6,751

平成26年４月１日から 平成28年４月１日から

7,159

事業報告

平成29年４月１日から

平成30年３月31日まで

4,987円23銭3,927円57銭

平成29年４月１日から

第12期

　大豊岐阜株式会社の当事業年度は、ダイカスト及びシステム製品においては、受注拡大に
対応するため、コンパクト鋳造を始め、バキュームポンプ関連のライン増設に伴い、一層の
生産性向上に取り組んでまいりました。また、メタル製品においては、５月の第３工場稼働に
伴い、メタルラインの移管を実施し、全体最適による生産効率向上を推進してまいりました。
　このような状況の下、売上高は、7,159百万円と前年同期比６％の増収となりました。経常利益に
つきましては、259百万円と前年同期比29％の増益となり、当期純利益は、169百万円と
前年同期比27％の増益となりました。

平成28年３月31日まで平成27年３月31日まで

　売上高

第10期



　　　（４）対処すべき課題

      （５）重要な親会社及び子会社の状況

①親会社の状況

②親会社との間の取引に関する事項

      （６）主な事業内容

自動車用ダイカスト製品、システム製品、軸受け製品の製造
自動車用製品の検査・梱包・発送業務、倉庫及び荷役関連業務

      （７）営業所及び工場

      （８）従業員の状況

（注）事業年度末日の従業員（派遣社員を含む）数を記載しております。

      （９）主要な借入先の状況
　　（単位：百万円）

　　（注）事業年度末日の借入金残高を記載しております。

名称 所在地

　当社としましては、新製品の受注に着実に対応していくと共に、既存製品の拡大に柔軟に
対応できる、環境の変化に強い企業体質の実現を目指してまいります。そのために、
中期経営方針（＊）に掲げました、『品質と原価』にこだわり、標準作業の徹底と改善により、
高品質を確保し、後戻りしない生産性向上をすすめ、原価低減活動を軸として良品廉価な
ものづくりで持続的な成長を目指してまいります。

　（＊）中期経営方針　：　“『品質と原価』で大豊グループに貢献できる一大生産拠点に躍進”

資本金

6,679百万円

　　当社は、親会社との間で製品販売等の取引を行っております。当該取引をするに
当っては、見積金額を提示し交渉の上、決定しておりますので、当社取締役会としては、
当該取引は当社の利益を害さないものと判断しております。

　大豊工業株式会社 2,262

借入先 借入金残高

大豊工業株式会社

会社名

13名増

本　　　社

土岐工場

岐阜県可児郡御嵩町御嵩2188番地６

従業員数

444

前期末比増減

岐阜県土岐市泉北山町２丁目５番地

関係内容

製品販売、原材料仕入及び資金の預入

【 参考 】
（人）

'16年度 '17年度 増減

社員 251 264 +13

出向 7 13 +6

期間 50 47 △3

パート 7 9 +2

派遣 116 111 △5

合計 431 444 +13



２．会社の株式に関する事項

　　　（１）発行可能株式総数 36,000株

　　　（２）発行済株式の総数 34,000株

　　　（３）株主数 １名

      （４）大株主

３．会社役員に関する事項

　　　（１）取締役及び監査役の氏名等

   （注） １． 取締役 村井茂氏は社外取締役であります。

２． 監査役 川治豊明氏は社外監査役であります。

森山　幸雄常務取締役

株主名
当社への出資状況

地位 氏名 他の法人等の代表状況等

大豊工業株式会社

持株数 出資比率

34,000株 100%

 代表取締役会長 杉原　功一  大豊工業株式会社  代表取締役社長

 代表取締役社長 大河内　光人

 監査役 川治　豊明  大豊工業株式会社　常務執行役員

 取締役  大豊工業株式会社　代表取締役副社長村井　茂

常務取締役 都甲　仁



４．会計監査人の状況

 会計監査人の名称

PwCあらた有限責任監査法人

５．業務適正を確保するための体制の整備に関する事項

  当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを
確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で
定める体制」（以下 「内部統制システム」という）を策定する。

内部統制システムの基本方針
【 概  要 】

  基本方針は、会社法第362条４項第６号に基づいて実行される当社の内部統制システムの
構築において、遵守すべき基本方針を明確にするとともに、会社法施行規則第100条に定める
内部統制システムの体制整備に必要とされる各条項に関して定めるものとする。
  当社は、今後さらに内部統制の充実を図り、適法で効率的な内部統制システムを構築し、
本基本方針を見直していくものとする。

１．取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制（法362条４項６号）

　取締役の職務執行が全体として適正かつ健全に行われるため、取締役会、経営会議他の
　会議体による意思決定および相互牽制を図ります。

　主な法令の啓発を目的として小冊子「役員ハンドブック」を配布します。

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制（施規100条１項１号）

　取締役会議事録、稟議決裁書等を文書管理規定等の社内規程に従って適切に保存し、管理します。

　取締役および監査役の要求があるときは、これを閲覧に供します。

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制（施規100条１項２号）

　予算制度、稟議制度により資金の流れを管理することで、リスク管理をします。

　災害（地震・火災など）発生時の危機管理マニュアルを整備し、関係者を定期的に教育訓練します。

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制（施規100条１項３号）

　組織規程、業務分掌規程、職務権限規程に基づき各取締役の職務の執行が効率的に
　行われる体制を整備し、定期的に当該組織と業務分掌を見直します。

　原則として毎月取締役会を開催し、重要事項の決定等を行います。
　取締役会の機能を強化し、経営効率を向上させるため、親会社との経営に関する意見交換の場を通じて、
　取締役会付議事項の事前審議およびその他の経営重要事項について審議を行います。

５．使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制（施規100条１項４号）

　主な法令の啓発と周知徹底を図るために、社員教育・リーダー研修会によりコンプライアンスの
　徹底を図るとともに、全社員に「大豊岐阜社員の行動指針」を配布し、その定着浸透度チェックを
　毎年実施します。

　不祥事の早期発見のために、内部通報制度（ホットライン）を設置します。

６．株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための
体制（施規100条１項５号）

　親会社からの業務報告および情報の収集・伝達に関するルールを定め、情報交換します。



７．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制、
当該使用人の取締役からの独立性に関する体制及び当該使用人に対する監査役の指示の実効性の
確保に関する体制（施規100条３項１号、100条３項２号、100条３項３号）

　監査業務の充実のために、必要に応じて、監査役の職務の補助業務を担当する使用人を置きます。

　当該使用人の任命、異動、評価、懲戒については、取締役と監査役が意見交換をします。

　当該使用人は、監査役からの指揮命令を受けた場合、業務執行側の指揮命令権は及ばないものとします。

８．監査役への報告に関する体制及び当該報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを
受けないことを確保するための体制
（施規100条３項４号イ、100条３項４号ロ、100条３項５号）

　取締役・使用人は、監査役から業務の執行について報告を求められたときは、速やかに適切な
　報告をします。

　監査役に報告した者に対して、報告を行ったことを理由として、不利益な取扱いをすることを禁止し、
　その旨を周知します。

９．監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について
生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項（施規100条３項６号）

　監査役の職務執行に関する予算を毎年設けます。

　監査役から職務の執行につき、所要の費用の請求があった場合、監査役の職務執行に必要でないと
　認められる場合を除き、その費用を負担します。

１０．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制（施規100条３項７号）

　代表取締役・取締役は、監査役との会合を持ち、意思の疎通を図ります。さらに、業務の適正を確保する上で
　重要な機能会議等への監査役の出席を確保します。さらに、監査役が会計監査人と定期的に情報交換
　できる体制を確保します。

内部統制システムの運用状況

１．コンプライアンスに関する取り組みの状況

当社は、社長・従業員代表の労働組合委員長および常勤取締役をメンバーとし、コンプライアンスについて
協議する内部統制委員会を年に４回開催しています。又、コンプライアンス月間を設け啓蒙活動を
実施すると共に、ホットラインや相談窓口を設け、従業員に周知しています。

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する取り組みの状況

当社では、取締役の職務執行に係る情報は、取締役会議事録又は稟議書に記録し、文書管理規程に
基づき、文書ごとに保管期間(取締役会議事録・稟議書は10年間)を設け、適切に保存・管理しています。

３．リスク管理に関する取り組みの状況

当社は、予算制度と稟議規程により資金の流れを管理し、毎月取締役会または経営会議で収支実績を
報告することで、リスク管理をしています。また、災害（地震・火災等）発生に備えて、建物および設備等の
予防保全を行うとともに、防災訓練を年に1度実施しています。

４．取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための取り組みの状況

当社は、組織と業務分掌を年２回見直し、取締役の職務の執行が効率的に行われる組織体制
としています。

５．企業集団における業務の適正を確保するための取り組みの状況

当社は、親会社と経営懇談会や重要事項の報告等を通じて、業務の適正をはかっています。

６．監査役の監査が実効的に行われることを確保するための取り組みの状況

当社では、監査役は、取締役会やその他の重要な会議への出席や、代表取締役や監査法人との
情報交換を定期的に行い、監査の実効性の向上に努めています。

以上

(注) 本事業報告書中に記載の金額などは表示単位未満を切り捨てて表示しております。





大豊岐阜株式会社
代表取締役　大河内　光人殿

　　私、監査役は、会社法第389条第２項の規定に基づき、監査報告書を作成しましたので

　　別紙のとおり提出いたします。

以　上

平成30年５月14日

監査役　川治　豊明

監査報告書の提出について



監査役の監査報告書   謄本

　 私、監査役は、平成29年４月１日から平成30年３月31日までの第13期事業年度の取締役の

職務の執行に関して監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法、及びその内容

   監査役は、監査方針等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び

監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の

執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いた

しました。

　また、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正

を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役

会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等から

その構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

　さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監査及び検証するとともに、会計

監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職

務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」 （会社計算規則第131条各号に揚げる事項） を「監査に

 関する品質管理基準」 （平成17年10月28日企業会計審議会） 等に従って整備している旨の通知を受け、必

要に応じて説明を求めました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告、計算書類（貸借対照表、損益

計算書、株主資本変動等計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について検討いたしました。

２．監査の結果

（１）事業報告等の監査結果

　一　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと

　　　認めます。

　ニ　取締役の職務の執行に関する不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実は

　　　認められません。

　三　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制

　　　システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は

　　　認められません。

（２）計算書類及びその附属明細書の監査結果

　　　会計監査人PwCあらた有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

平成30年５月14日

大豊岐阜株式会社

監査役　　 ㊞

監査報告書

川治　豊明


