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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60期

第１四半期
連結累計期間

第61期
第１四半期
連結累計期間

第60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) 4,497,372 4,110,630 17,733,944

経常利益 (千円) 49,033 53,766 262,103

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(千円) 30,849 33,404 255,940

四半期包括利益又は包括利益 (千円) △174,967 △90,015 233,478

純資産額 (千円) 7,841,190 7,982,815 8,135,437

総資産額 (千円) 15,883,075 14,540,079 14,999,910

１株当たり四半期(当期)純利益 (円) 8.62 9.61 72.08

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 (％) 49.4 54.9 54.2
 

(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、消費税等は含まれておりません。

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、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、

経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識し

ている主要なリスクの発生又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拡大が全世界的に猛威を振る

い、国内外の経済活動の停滞や縮小により、景気は急速に悪化し、感染症拡大の第２波、第３波の懸念もあり、先

行きは不透明な状況が続いております。

このような環境の下、当社グループの事業とかかわりの深い界面活性剤業界におきましても、生産・販売活動と

も低調な推移が続きました。

こうした中、各企業では企業を訪問しての営業活動が自粛され、当社グループにおいても在宅勤務やオンライン

によるWeb商談等を活用し、化学品事業におけるオレオケミカルを中心とした既存販売先への拡販・拡充、新興国化

学品の販売拡大、除菌関連の原材料及び商品販売強化に取り組みました。

これらの結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は4,110,630千円（前年同四半期比8.6％減）となり、一方、

利益においては、販売費及び一般管理費が減少したことで、営業利益は31,507千円（前年同四半期比8.2％増）、経

常利益は53,766千円（前年同四半期比9.7％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は33,404千円（前年同四半期

比8.3％増）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。

なお、各セグメントの売上高は外部顧客への売上高を表示し、セグメント損益は四半期連結損益計算書における

営業損益（営業利益又は営業損失）をベースとしております。また、各セグメントの営業損益のほかに、各セグメ

ントに帰属しない全社費用42,747千円（前年同四半期比3.4％増）があります。

　　　　

①　化学品事業

化学品事業におきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により、感染予防で使用される除菌関連（消毒

液やハンドソープ等）の原材料需要は伸びたものの、自動車関連や繊維油剤関連の販売先への受注（原材料販

売）は落ち込みました。

この結果、化学品事業に係る当第１四半期連結累計期間の売上高は3,655,402千円（前年同四半期比10.8％

減）、セグメント利益は46,084千円（前年同四半期比23.6％減）となりました。

 
②　日用品事業

日用品事業におきましては、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、個人消費の行動に大きな変化が生じ、巣

ごもりや在宅時間が増えたことで、当事業が取扱う除菌関連商品や生活日用品（洗濯槽クリーナーや冷蔵庫脱臭

剤等）の需要が増え、受注増となりました。

この結果、日用品事業に係る当第１四半期連結累計期間の売上高は225,985千円（前年同四半期比28.8％増）、

セグメント利益は35,176千円（前年同四半期比93.0％増）となりました。

 
③　土木建設資材事業　

土木建設資材事業におきましては、新型コロナウイルス感染症による影響は大きくないものの、当事業の取扱

商品とかかわりの深い地盤改良工事、コンクリート補修補強工事は依然少なく、工事に使用される材料・添加剤

等の販売は低調となりました。一方、環境関連薬剤の販売は、環境関連工事で復調の兆しが見えてきました。

この結果、土木建設資材事業に係る当第１四半期連結累計期間の売上高は229,242千円（前年同四半期比2.6％

増）、セグメント損失は7,006千円（前年同四半期は8,095千円のセグメント損失）となりました。
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(2) 財政状態の状況

（総資産）

当第１四半期連結会計期間末における総資産は14,540,079千円（前連結会計年度末比459,831千円の減少）となり

ました。主な要因は、受取手形及び売掛金が200,421千円、保有有価証券の時価変動により投資有価証券が123,751

千円、商品が37,077千円、現金及び預金が35,781千円それぞれ減少したことによるものです。

 
（負債）

当第１四半期連結会計期間末における負債は6,557,264千円（前連結会計年度末比307,209千円の減少）となりま

した。主な要因は、支払手形及び買掛金が190,523千円、短期借入金が65,535千円それぞれ減少したことによるもの

です。

 
（純資産）

当第１四半期連結会計期間末における純資産は7,982,815千円（前連結会計年度末比152,622千円の減少）となり

ました。主な要因は、保有有価証券の時価変動によりその他有価証券評価差額金が86,870千円、為替換算調整勘定

が36,548千円それぞれ減少したことによるものです。

 
資本の財源及び資金の流動性に係る情報は、次のとおりであります。

①　主要な資金需要及び財源

当社グループの主要な資金需要は、原材料、販売費及び一般管理費、並びにシステム投資等の投資でありま

す。

また今後、当社グループの収益の源泉として、事業間及び国内外間のシナジーを追及し売上高の増加を目指し

てまいります。

②　資金の流動性

突発的な資金需要に対して、迅速かつ確実に資金を調達できるよう、20億円の当座借越枠を取得しており、流

動性リスクに備えております。

 
(3) 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。

 
(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) 従業員数

当第１四半期連結累計期間において、当社グループの従業員数に著しい増減はありません。

　

(7) 生産、受注及び販売の実績

当第１四半期連結累計期間において、当社グループの生産、受注及び販売の実績に著しい変動はありません。

 

(8) 主要な設備

当第１四半期連結累計期間において、当社グループの主要な設備に著しい変動はありません。また、設備の新

設、除却等の計画に著しい変更はありません。

　

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 11,610,000

計 11,610,000
 

 

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 3,579,105 3,579,105
東京証券取引所

JASDAQ
(スタンダード)

単元株式数100株

計 3,579,105 3,579,105 ― ―
 

 

(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４月１日～
2020年６月30日

― 3,579,105 ― 248,169 ― 167,145
 

　

(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)
 (自己保有株式)
普通株式 100,900

 

－ －

完全議決権株式(その他) 普通株式 3,475,900 34,759 －

単元未満株式 普通株式 2,305 － －

発行済株式総数  3,579,105 － －

総株主の議決権 － 34,759 －
 

　（注）単元未満株式には、当社所有の自己株式29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(％)

(自己保有株式)
昭栄薬品株式会社

大阪府大阪市中央区安土町
一丁目５番１号

100,900 － 100,900 2.82

計 － 100,900 － 100,900 2.82
 

（注）当第１四半期会計期間において、譲渡制限付株式にかかる自己株式7,200株を無償取得したことにより、当第１

四半期会計期間末日現在の自己株式数は、108,129株となっております。

 

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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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、太陽有限責任監査法人により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
(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 986,615 950,833

  受取手形及び売掛金 5,573,662 5,373,241

  商品 422,902 385,824

  その他 149,930 113,302

  貸倒引当金 △193 △187

  流動資産合計 7,132,918 6,823,015

 固定資産   

  有形固定資産 207,368 203,936

  無形固定資産 16,979 15,063

  投資その他の資産   

   投資有価証券 7,067,627 6,943,876

   敷金及び保証金 332,352 333,202

   その他 248,320 226,639

   貸倒引当金 △5,654 △5,654

   投資その他の資産合計 7,642,645 7,498,064

  固定資産合計 7,866,992 7,717,063

 資産合計 14,999,910 14,540,079
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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 3,842,500 3,651,976

  短期借入金 413,302 347,767

  1年内返済予定の長期借入金 300,000 300,000

  未払法人税等 40,160 6,639

  賞与引当金 68,188 34,812

  その他 71,705 108,738

  流動負債合計 4,735,857 4,449,933

 固定負債   

  退職給付に係る負債 51,912 54,587

  長期未払金 161,104 161,104

  繰延税金負債 1,884,408 1,860,422

  その他 31,190 31,215

  固定負債合計 2,128,615 2,107,330

 負債合計 6,864,473 6,557,264

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 248,169 248,169

  資本剰余金 173,568 173,568

  利益剰余金 3,265,465 3,236,262

  自己株式 △114,909 △114,909

  株主資本合計 3,572,292 3,543,090

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 4,432,390 4,345,519

  為替換算調整勘定 130,754 94,205

  その他の包括利益累計額合計 4,563,144 4,439,725

 純資産合計 8,135,437 7,982,815

負債純資産合計 14,999,910 14,540,079
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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 4,497,372 4,110,630

売上原価 4,123,392 3,745,788

売上総利益 373,980 364,841

販売費及び一般管理費 344,852 333,334

営業利益 29,127 31,507

営業外収益   

 受取利息 1,787 1,686

 受取配当金 18,689 13,872

 為替差益 － 2,835

 不動産賃貸料 5,861 5,861

 その他 614 1,242

 営業外収益合計 26,952 25,499

営業外費用   

 支払利息 1,562 1,096

 為替差損 3,320 －

 不動産賃貸原価 2,072 2,076

 その他 91 66

 営業外費用合計 7,046 3,239

経常利益 49,033 53,766

税金等調整前四半期純利益 49,033 53,766

法人税、住民税及び事業税 8,367 6,081

法人税等調整額 9,816 14,281

法人税等合計 18,184 20,362

四半期純利益 30,849 33,404

親会社株主に帰属する四半期純利益 30,849 33,404
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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)

四半期純利益 30,849 33,404

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 △217,268 △86,870

 為替換算調整勘定 11,451 △36,548

 その他の包括利益合計 △205,816 △123,419

四半期包括利益 △174,967 △90,015

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 △174,967 △90,015
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【注記事項】

(追加情報)

前連結会計年度の有価証券報告書の（追加情報）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 5,498千円 6,026千円
 

　

(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)

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

2019年６月27日
第59期定時株主総会

普通株式 64,412 18.00 2019年３月31日 2019年６月28日 利益剰余金
 

　

２．基準日が当第１四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１四半期連結会計期間の末日

後となるもの

該当事項はありません。

　

３．株主資本の著しい変動

該当事項はありません。

　

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６月26日
第60期定時株主総会

普通株式 62,607 18.00 2020年３月31日 2020年６月29日 利益剰余金
 

　

２．基準日が当第１四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１四半期連結会計期間の末日

後となるもの

該当事項はありません。

　

３．株主資本の著しい変動

該当事項はありません。
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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)

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化学品事業 日用品事業

土木建設資
材事業

計

売上高       

  外部顧客への売上高 4,098,490 175,403 223,478 4,497,372 － 4,497,372

セグメント間の内部
売上高又は振替高

1,125 － － 1,125 △1,125 －

計 4,099,615 175,403 223,478 4,498,498 △1,125 4,497,372

セグメント利益又は損失（△） 60,346 18,228 △8,095 70,479 △41,352 29,127
 

(注) １. セグメント利益又は損失（△）の調整額△41,352千円は、各報告セグメントに配分されていない全社費用△

41,352千円であります。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. セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業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

該当事項はありません。

 
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．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化学品事業 日用品事業

土木建設資
材事業

計

売上高       

  外部顧客への売上高 3,655,402 225,985 229,242 4,110,630 － 4,110,630

セグメント間の内部
売上高又は振替高

1,629 － － 1,629 △1,629 －

計 3,657,032 225,985 229,242 4,112,259 △1,629 4,110,630

セグメント利益又は損失（△） 46,084 35,176 △7,006 74,254 △42,747 31,507
 

(注) １. セグメント利益又は損失（△）の調整額△42,747千円は、各報告セグメントに配分されていない全社費用△

42,747千円であります。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. セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業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

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及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
 

項目
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株当たり四半期純利益 8円62銭 9円61銭

 (算定上の基礎)   

　親会社株主に帰属する四半期純利益(千円) 30,849 33,404

　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(千円)

30,849 33,404

　普通株式の期中平均株式数(株) 3,578,476 3,476,376
 

(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。
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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
 

2020年８月５日

昭栄薬品株式会社

取締役会  御中

　

太陽有限責任監査法人

　大阪事務所
 

　

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 森　　内   茂   之 ㊞

 

　

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 有　　久　　　　　衛 ㊞

 

 

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」に掲げられている昭栄薬品株式会

社の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、昭栄薬品株式会社及び連結子会社の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。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

　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。

監査等委員会の責任は、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。
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　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。

・　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、監査等委員会に対して、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、監査等委員会に対して、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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