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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71期

第１四半期連結
累計期間

第72期
第１四半期連結

累計期間
第71期

会計期間
自2019年４月１日
至2019年６月30日

自2020年４月１日
至2020年６月30日

自2019年４月１日
至2020年３月31日

売上高 （千円） 1,017,833 676,481 3,953,634

経常利益又は経常損失（△） （千円） 32,965 △40,706 △50,365

親会社株主に帰属する四半期（当

期）純損失（△）
（千円） △128,516 △46,748 △243,003

四半期包括利益又は包括利益 （千円） △127,369 △47,336 △241,103

純資産額 （千円） 2,447,811 2,254,708 2,334,065

総資産額 （千円） 7,508,360 8,398,187 8,281,809

１株当たり四半期（当期）純損失

（△）
（円） △7.67 △2.79 △14.51

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益
（円） － － －

自己資本比率 （％） 32.46 26.72 28.05

（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１四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、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第１四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【経営者による財政状態、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判断したものであります。

 

（１）財政状態及び経営成績の状況

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響により極めて厳しい状況に

あり、感染拡大の防止策を講じつつ社会経済活動のレベルを段階的に引き上げていくなかで、厳しい状況から持ち

直しに向かうことが期待されるものの、先行きは依然として不安定な状況が続いております。

このような事業環境下におきまして、当社グループは政府が行う支援政策を活用しつつ全社を挙げて各事業の特

性及び付加価値性を活かした事業活動を推進いたしました。

不動産利用事業におきましては、埼玉県本庄市所在の既存物件の再開発事業のうち，第１期工事は2019年６月に

竣工して賃貸を開始し、第２期工事が進行中であります。また、高崎駅至近の賃貸オフィスビルにつきましては

2020年４月より賃貸を開始しており、群馬県前橋市のドラッグストア物件につきましては、2020年３月に取得して

2020年７月に開店し賃貸を開始しております。なお今後は、新型コロナウイルスの感染状況も考慮して、引き続き

好条件の賃貸用物件の取得に向けて取り組んでまいります。

自動車販売事業におきましては、コロナ禍においてパーソナル空間を創出できる車を整備・販売する地域のイン

フラとして尽力してまいりました。店頭来場は５月中旬以降新規・管理内共に回復傾向にあり、増税前需要があっ

た前年に対し、前年比70％の受注実績となりました。好評のＮシリーズは新型コロナウイルス感染症の影響による

受注の落ち込みが少なく、受注が回復し始めております。新型FITを含む登録車は回復ペースが遅くなっておりま

す。

楽器販売事業におきましては、市場ニーズに即した上質な商品を豊富に品揃えし、お客様の立場に立ったきめ細

やかなサービスを提供してまいりましたが、緊急事態宣言発令中の来店客数の減少や演奏会イベント等の相次ぐ中

止などに伴う売上減少に加え、固定資産除却損の計上により、売上高・利益共に前年同期に比較して悪化いたしま

した。緊急事態宣言解除に伴い完成リードの試奏販売を再開し、新たなウイルス感染対策を講じて体制を整えたと

ころ、現在では来店客数も徐々に増加してまいりました。今後は、新型コロナウイルス感染症の収束具合をにらみ

ながら、通信販売のみならず店頭販売にも注力して販売促進に努めてまいります。

この結果、当第１四半期連結累計期間の財政状態及び経営成績は以下のとおりとなりました。

ａ．財政状態

当第１四半期連結会計期間末の資産は、前連結会計年度末比116百万円増の8,398百万円となりました。

当第１四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末比195百万円増の6,143百万円となりました。

当第１四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末比79百万円減の2,254百万円となりました。

ｂ．経営成績

当第１四半期連結累計期間の経営成績は、売上高676百万円（前年同四半期比66.5％）、営業損失39百万円（前

年同四半期は営業利益36百万円）、経常損失40百万円（前年同四半期は経常利益32百万円）、親会社株主に帰属す

る四半期純損失46百万円（前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純損失128百万円）となりました。

セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。

①不動産利用

売上高は55百万円（前年同四半期比67.3％）、セグメント利益は40百万円（同68.6％）となりました。

②自動車販売

売上高は578百万円（前年同四半期比75.6％）、セグメント損失は15百万円（前年同四半期はセグメント損失3百

万円）となりました。

③楽器販売

売上高は42百万円（前年同四半期比25.1％）、セグメント損失は20百万円（前年同四半期はセグメント利益20百

万円）となりました。
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（２）会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分

析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。

 

（３）経営方針・経営戦略等

当第１四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はあ

りません。

 

（４）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当第１四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要

な変更はありません。

 

（５）研究開発活動

該当事項はありません。

 

（６）主要な設備

前連結会計年度において建設を進めてまいりました群馬県の高崎駅至近の賃貸オフィスビルにつきまして、2020

年４月に竣工（内装工事含む）及び賃貸開始したことにより、建物及び構築物が467百万円増加しております。

 

３【経営上の重要な契約等】

当第１四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。
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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 50,000,000

計 50,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末
現在発行数（株）
（2020年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（2020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 20,236,086 20,236,086
東京証券取引所

市場第二部

権利内容に何ら限定

のない当社における

標準となる株式であ

り、単元株式数は

100株であります。

計 20,236,086 20,236,086 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

②【その他の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）【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）

2020年６月26日

（注）
－ 20,236,086 － 307,370 △282,370 －

（注）会社法第448条第１項の規定に基づき、資本準備金を減少し、その他資本剰余金へ振替えたものであります。

 

（５）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四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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（６）【議決権の状況】

当第１四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（2020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】

   （2020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 3,490,500 －
権利内容に何ら限定のない当

社における標準となる株式

完全議決権株式（その他） 普通株式 16,620,100 166,201 同上

単元未満株式 普通株式 125,486 － 同上

発行済株式総数  20,236,086 － －

総株主の議決権  － 166,201 －

（注）「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式60株が含まれております。

 

②【自己株式等】

    （2020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（％）

株式会社バナーズ
埼玉県熊谷市石原

一丁目102番地
3,490,500 － 3,490,500 17.25

計 － 3,490,500 － 3,490,500 17.25

（注）１．上記のほか、単元未満株式60株を所有しております。

２．当第１四半期会計期間末日現在における自己株式数は、単元未満株式の買取りにより取得した株式155株を含

めて、3,490,715株（発行済株式総数に対する所有株式数の割合は、17.25％）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１四半期連結会計期間（2020年４月１日から2020

年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（2020年４月１日から2020年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸

表について、監査法人元和による四半期レビューを受けております。

なお、当社の監査法人は次のとおり交代しております。

第71期連結会計年度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　清陽監査法人

第72期第１四半期連結会計期間及び第１四半期連結累計期間　　　監査法人元和
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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
(2020年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2020年６月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,384,802 1,178,070

受取手形及び売掛金 66,747 74,818

商品及び製品 535,096 594,444

原材料及び貯蔵品 3,549 3,215

前渡金 1 －

前払費用 9,983 13,502

短期貸付金 306,066 400,066

その他 115,868 77,526

貸倒引当金 △4 △5

流動資産合計 2,422,110 2,341,637

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,259,244 3,711,775

減価償却累計額 △1,548,844 △1,560,663

建物及び構築物（純額） 1,710,400 2,151,112

機械装置及び運搬具 224,775 217,913

減価償却累計額 △71,480 △73,714

機械装置及び運搬具（純額） 153,295 144,199

工具、器具及び備品 48,740 72,855

減価償却累計額 △35,056 △36,773

工具、器具及び備品（純額） 13,683 36,081

土地 3,442,433 3,452,967

リース資産 44,390 43,725

減価償却累計額 △33,055 △30,757

リース資産（純額） 11,334 12,968

建設仮勘定 379,454 86,370

有形固定資産合計 5,710,602 5,883,699

無形固定資産 1,594 1,857

投資その他の資産   

投資有価証券 18,402 18,402

長期貸付金 77,537 87,520

繰延税金資産 31,118 40,893

その他 27,607 31,339

貸倒引当金 △7,164 △7,164

投資その他の資産合計 147,501 170,992

固定資産合計 5,859,698 6,056,550

資産合計 8,281,809 8,398,187
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2020年６月30日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 263,431 168,908

短期借入金 816,000 888,900

1年内返済予定の長期借入金 338,333 352,120

1年内返還予定の預り保証金 48,509 49,016

未払金 28,004 52,823

未払費用 24,163 19,828

未払法人税等 740 629

未払消費税等 5,883 3,007

賞与引当金 12,109 5,891

前受金 194,253 193,935

その他 35,158 102,061

流動負債合計 1,766,588 1,837,122

固定負債   

長期借入金 2,125,939 2,235,522

役員退職慰労引当金 11,668 12,457

退職給付に係る負債 79,847 82,279

預り保証金 1,157,487 1,169,735

長期前受収益 80,545 79,190

再評価に係る繰延税金負債 718,180 718,180

その他 7,487 8,991

固定負債合計 4,181,155 4,306,356

負債合計 5,947,743 6,143,479

純資産の部   

株主資本   

資本金 307,370 307,370

資本剰余金 576,022 576,022

利益剰余金 446,143 367,392

自己株式 △646,405 △646,423

株主資本合計 683,131 604,361

その他の包括利益累計額   

土地再評価差額金 1,639,601 1,639,601

その他の包括利益累計額合計 1,639,601 1,639,601

非支配株主持分 11,333 10,744

純資産合計 2,334,065 2,254,708

負債純資産合計 8,281,809 8,398,187
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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１四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第１四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日
　至　2019年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日
　至　2020年６月30日)

売上高 1,017,833 676,481

売上原価 771,764 521,866

売上総利益 246,068 154,615

販売費及び一般管理費 210,030 193,672

営業利益又は営業損失（△） 36,037 △39,057

営業外収益   

受取利息 1,919 1,682

受取配当金 60 75

その他 1,465 4,809

営業外収益合計 3,445 6,567

営業外費用   

支払利息 5,698 8,112

その他 819 104

営業外費用合計 6,518 8,216

経常利益又は経常損失（△） 32,965 △40,706

特別損失   

固定資産除却損 183,018 14,672

立退費用 20,000 －

特別損失合計 203,018 14,672

税金等調整前四半期純損失（△） △170,053 △55,379

法人税、住民税及び事業税 3,055 245

法人税等調整額 △45,738 △8,287

法人税等合計 △42,683 △8,042

四半期純損失（△） △127,369 △47,336

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主

に帰属する四半期純損失（△）
1,146 △588

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △128,516 △46,748
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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第１四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日
　至　2019年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日
　至　2020年６月30日)

四半期純損失（△） △127,369 △47,336

四半期包括利益 △127,369 △47,336

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △128,516 △46,748

非支配株主に係る四半期包括利益 1,146 △588
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【注記事項】

（追加情報）

（連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱いの適用）

当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において創

設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた

項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実

務対応報告第39号 2020年３月31日）第３項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業

会計基準適用指針第28号 2018年２月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額につ

いて、改正前の税法の規定に基づいております。

 

（新型コロナウイルス感染症の影響）

当第１四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新型コロナウイルス感染症の今

後の広がり方や収束時期等を含む仮定についての重要な変更はありません。

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四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１四

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１四半期連結累計期間
（自　2019年４月１日
至　2019年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　2020年４月１日
至　2020年６月30日）

減価償却費 38,887千円 42,082千円

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自2019年４月１日　至2019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

2019年５月14日

取締役会
普通株式 33,491 2 2019年３月31日 2019年６月28日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自2020年４月１日　至2020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

2020年５月14日

取締役会
普通株式 33,491 2 2020年３月31日 2020年６月29日 利益剰余金

 

２．株主資本の金額の著しい変動

当社は、2020年６月26日開催の第71回定時株主総会の決議により、同日付で、会社法第448条第１項の規

定に基づき、資本準備金282,370千円を減少しその他資本剰余金に、利益準備金18,300千円を減少し繰越利

益剰余金に、それぞれ振り替えております。

なお、株主資本の合計金額には、著しい変動はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自2019年４月１日　至2019年６月30日）

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）

 不動産利用 自動車販売 楽器販売 合計
調整額

（注）

四半期連結

損益計算書

計上額

売上高       

外部顧客への売上高 82,878 765,141 169,813 1,017,833 － 1,017,833

セグメント間の内部

売上高又は振替高
15,224 89 － 15,314 △15,314 －

計 98,102 765,231 169,813 1,033,147 △15,314 1,017,833

セグメント利益又は

損失（△）
59,717 △3,612 20,186 76,290 △40,252 ※　36,037

（注）セグメント利益又は損失（△）の調整額△40,252千円には、セグメント間取引消去2千円、各報告セグメ

ントに配分していない全社費用△40,254千円が含まれております。

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。

※四半期連結損益計算書の営業利益

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自2020年４月１日　至2020年６月30日）

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）

 不動産利用 自動車販売 楽器販売 合計
調整額

（注）

四半期連結

損益計算書

計上額

売上高       

外部顧客への売上高 55,747 578,126 42,608 676,481 － 676,481

セグメント間の内部

売上高又は振替高
15,324 － － 15,324 △15,324 －

計 71,071 578,126 42,608 691,806 △15,324 676,481

セグメント利益又は

損失（△）
40,976 △15,926 △20,526 4,523 △43,581 ※　△39,057

（注）セグメント利益又は損失（△）の調整額△43,581千円は、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。

※四半期連結損益計算書の営業損失
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（１株当たり情報）

１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自　2019年４月１日
至　2019年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　2020年４月１日
至　2020年６月30日）

１株当たり四半期純損失（△） △7円67銭 △2円79銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純損失

（△）（千円）
△128,516 △46,748

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

四半期純損失（△）（千円）
△128,516 △46,748

普通株式の期中平均株式数（千株） 16,745 16,745

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、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。

 

２【その他】

（配当金の支払い）

2020年５月14日開催の取締役会において、次のとおり剰余金の配当を行うことを決議いたしました。

（イ）配当金の総額………………………………………33,491千円

（ロ）１株当たりの金額…………………………………２円00銭

（ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日…………2020年６月29日

（注）　2020年３月31日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行っております。
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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  

 

2020年８月７日

株式会社バナーズ

取締役会　御中

 

監査法人元和

東京都渋谷区

 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 加藤　由久　　印

 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 塩野　治夫　　印

 

監査人の結論

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バナー

ズの2020年４月１日から2021年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（2020年４月１日から2020年６月

30日まで）及び第１四半期連結累計期間（2020年４月１日から2020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。

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、株式会社バナーズ及び連結子会社の2020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１四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全ての重要な点

において認められなかった。

 

監査人の結論の根拠

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。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し

ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。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。

 

その他の事項

会社の2020年３月31日をもって終了した前連結会計年度の第１四半期連結会計期間及び第１四半期連結累計期間に係る

四半期連結財務諸表並びに前連結会計年度の連結財務諸表は、それぞれ、前任監査人によって四半期レビュー及び監査が

実施されている。前任監査人は、当該四半期連結財務諸表に対して2019年８月９日付けで無限定の結論を表明しており、

また、当該連結財務諸表に対して2020年６月26日付けで無限定適正意見を表明している。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

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。

四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適

切であるかどうかを評価し、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基づいて継続

企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書にお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。

監査人は、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従って、四半期レビューの過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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・　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する質問、分析的手続その他の四半期レビュー

手続を実施する。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。

・　継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め

られると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、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、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかど

うか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において

四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が

適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人

の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業

として存続できなくなる可能性がある。

・　四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、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

基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財務

諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさ

せる事項が認められないかどうかを評価する。

・　四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査

人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査

人の結論に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な

発見事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを

講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

会社及び連結子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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