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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97期

第１四半期
連結累計期間

第98期
第１四半期
連結累計期間

第97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

売上収益 （百万円） 23,229 17,399 90,247

税引前四半期（当期）利益 （百万円） 737 36 2,095

親会社の所有者に帰属する四半期

（当期）利益
（百万円） 682 9 682

親会社の所有者に帰属する四半期

（当期）包括利益
（百万円） △350 931 △2,390

親会社の所有者に帰属する持分 （百万円） 66,809 63,877 63,648

総資産 （百万円） 121,280 110,288 110,297

基本的１株当たり四半期（当期）利益 （円） 14.89 0.20 14.93

希薄化後１株当たり四半期（当期）利益 （円） － － －

親会社所有者帰属持分比率 （％） 55.1 57.9 57.7

営業活動によるキャッシュ・フロー （百万円） 1,991 1,813 8,847

投資活動によるキャッシュ・フロー （百万円） △10,850 △854 △14,122

財務活動によるキャッシュ・フロー （百万円） 9,430 605 2,726

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高
（百万円） 17,899 16,184 14,493

　（注）１．当社は要約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．売上収益には、消費税等は含まれておりません。

３．希薄化後１株当たり四半期（当期）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。

４．基本的１株当たり四半期（当期）利益の算定上の基礎となる自己株式等には、従業員持株ＥＳＯＰ信託およ

び役員報酬ＢＩＰ信託が所有する当社株式を含めております。

５．上記指標は、国際財務報告基準（以下、「IFRS」という。）により作成された要約四半期連結財務諸表およ

び連結財務諸表に基づいております。

６．第97期第１四半期連結会計期間に行われた企業結合に係る暫定的な会計処理が第97期第３四半期連結会計期

間に確定しており、第97期第１四半期連結累計期間の主要な経営指標等については、取得原価の当初配分額

見直し後の金額となっております。

 

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（当社および当社の関係会社）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）経営成績の状況

 

 
前第１四半期
連結累計期間
（百万円）

当第１四半期
連結累計期間
（百万円）

増減額
（百万円）

増減率
（％）

売上収益 23,229 17,399 △5,830 △25.1

 自動車部品事業 10,016 5,984 △4,031 △40.3

 産業資材事業 8,653 7,659 △994 △11.5

 高機能エラストマー製品事業 3,481 2,800 △680 △19.6

 その他 1,289 1,198 △91 △7.1

 調整額 △212 △244 △31 －

コア営業利益（セグメント利益）（△は

損失）
1,267 84 △1,183 △93.3

 自動車部品事業 539 △434 △973 －

 産業資材事業 530 548 17 3.2

 高機能エラストマー製品事業 77 △186 △264 －

 その他 132 35 △96 △72.9

 調整額 △12 121 133 －

営業利益 876 86 △790 △90.2

親会社の所有者に帰属する四半期利益 682 9 △673 △98.7

　（注）コア営業利益（△は損失）は、売上収益から売上原価、販売費及び一般管理費を控除して算出しております。

 

　　　　当第１四半期連結累計期間における世界経済は、新型コロナウイルス感染拡大の影響もあり、景気は大幅に悪化

いたしました。中国では、経済活動が回復傾向にあり、足元では前年並みの水準に持ち直しましたが、その他の地

域では、景気は大きく下振れし、一部に持ち直しの動きは見られるものの、経済活動が以前の水準を下回る状況が

持続いたしました。

　　　　当社グループの主要な市場である自動車分野におきましては、中国では、政府の購入補助金などの政策が需要を

押し上げ、自動車生産台数が前年度を上回る状況で推移いたしました。一方、その他の地域では、新型コロナウイ

ルス感染拡大による需要減などが響き、生産台数は軒並み前年度を大幅に下回る状況で推移いたしました。

　　　　このような状況のなか、当社グループは、中長期経営計画“Breakthroughs for the future”（未来への躍進）

の第２ステージの３年目として、新事業の創出、コア事業の拡大、ものづくりの深化と進化、個人と組織の働き方

改革の４つの指針を掲げ、グローバルで「際立つ」サプライヤーを目指して活動を推進いたしました。

 

　　　　これらの結果、当第１四半期連結累計期間は、新型コロナウイルス感染症拡大による景気悪化などの影響により

売上収益は17,399百万円（前年同期比25.1％減）、コア営業利益は84百万円（前年同期比93.3％減）、営業利益は

86百万円（前年同期比90.2％減）、親会社の所有者に帰属する四半期利益は９百万円（前年同期比98.7％減）とな

りました。
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　　　　事業（セグメント）別の状況は、次のとおりであります。

 

　　[自動車部品事業]

　　　　国内においては、積極的な営業活動により補修市場向け新商材や多用途四輪車用変速ベルトの販売が増加したも

のの、自動車生産台数の減少により補機駆動用伝動ベルト（リブエース®など）および伝動システム製品（オート

テンショナなど）の販売が減少いたしました。

　　　　海外においては、中国において自動車生産台数が好調に推移したことにより、自動車メーカー向け補機駆動用伝

動ベルトなどの販売が伸長いたしました。一方、米国およびアジア地域においては四輪・二輪車メーカーの減産や

操業停止により販売が減少いたしました。

 

　　　　これらの結果、当セグメントの売上収益は5,984百万円（前年同期比40.3％減）、セグメント損失は434百万円

（前年同期はセグメント利益539百万円）となりました。

 

　　[産業資材事業]

　　　　一般産業用伝動ベルトにつきましては、国内においては、機械受注の減少により、産業機械用伝動ベルトの販売

が減少いたしました。海外においては、タイにおいて農業機械用伝動ベルトの販売が増加いたしましたが、米国に

おいて産業機械用伝動ベルトの販売が減少し、中国においては農業機械用伝動ベルトの販売が減少いたしました。

　　　　運搬ベルトにつきましては、国内においてコンベヤベルトや樹脂コンベヤベルト（サンライン®ベルト）などの

販売が減少いたしました。

 

　　　　これらの結果、当セグメントの売上収益は7,659百万円（前年同期比11.5％減）、セグメント利益は販売構成の

変化などにより548百万円（前年同期比3.2％増）となりました。

 

　　[高機能エラストマー製品事業]

　　　　機能フイルム製品につきましては、装飾表示用、工業資材用および建築資材製品の販売が減少いたしました。

　　　　精密機能部品につきましては、主要顧客向け精密ベルト、高機能ローラおよびブレードの販売が減少いたしまし

た。

 

　　　　これらの結果、当セグメントの売上収益は2,800百万円（前年同期比19.6％減）、セグメント損失は186百万円

（前年同期はセグメント利益77百万円）となりました。

 

　　[その他事業]

　　　　その他の事業といたしましては、ロボット関連デバイス事業、電子資材事業および医療機器事業などを行ってお

ります。売上収益は自動車・産業機械分野での減産などによるロボット関連デバイス事業の販売減少もあり1,198

百万円（前年同期比7.1％減）、セグメント利益は35百万円（前年同期比72.9％減）となりました。

 

　　　上記の各セグメント別売上収益およびセグメント利益または損失は、セグメント間取引消去前の金額で記載してお

ります。

 

　　（２）財政状態の状況

　　　　当第１四半期連結会計期間末における総資産は、流動資産が542百万円減少し、非流動資産が533百万円増加した

結果、前連結会計年度末に比べ８百万円減少し、110,288百万円となりました。

　　　　負債は、流動負債が1,994百万円減少し、非流動負債が1,764百万円増加した結果、前連結会計年度末に比べ230

百万円減少し、46,157百万円となりました。

　　　　資本は、利益剰余金が720百万円減少し、その他の資本の構成要素が922百万円増加した結果、前連結会計年度末

に比べ221百万円増加し、64,131百万円となりました。

　　　　以上の結果、親会社所有者帰属持分比率は、前連結会計年度末の57.7％から57.9％となりました。
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　　（３）キャッシュ・フローの状況

　　　　当第１四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は16,184百万円（前年同

期は17,899百万円）となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。

　　　　（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　　　　　当第１四半期連結累計期間において、営業活動による資金収支は1,813百万円の収入超過（前年同期は1,991百

万円の収入超過）となりました。これは主に、営業債権及びその他の債権の減少額2,381百万円、営業債務及び

その他の債務の減少額2,206百万円および減価償却費及び償却費1,498百万円によるものであります。

　　　　（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　　　　　当第１四半期連結累計期間において、投資活動による資金収支は854百万円の支出超過（前年同期は10,850百

万円の支出超過）となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入263百万円と有形固定資産の取得によ

る支出952百万円によるものであります。

　　　　（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　　　　　当第１四半期連結累計期間において、財務活動による資金収支は605百万円の収入超過（前年同期は9,430百万

円の収入超過）となりました。これは主に、借入れによる収入4,000百万円と短期借入金（３ヶ月以内）の純減

額1,924百万円によるものであります。

 

　　（４）優先的に対処すべき事業上および財務上の課題

　　　　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およ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

　　　　当第１四半期連結累計期間におけるグループ全体の改良開発を含む研究開発活動の金額は1,010百万円でありま

す。このうち、新規新製品の「研究開発費」の金額は272百万円であります。

　　　　なお、当第１四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。

 

　　（６）経営成績に重要な影響を与える要因

　　　　当第１四半期連結累計期間において、当社グループの経営成績に重要な影響を与える要因はありません。

 

　　（７）資本の財源および資金の流動性

　　　　当第１四半期連結会計期間末現在における現金及び現金同等物は16,184百万円、有利子負債（社債及び借入金）

は23,094百万円となりました。

　　　　当第１四半期連結会計期間においては、新型コロナウイルス感染症拡大の影響の長期化に備え、金融機関からの

借入による資金調達を実施し、手元流動性を高めております。

 

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また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 187,000,000

計 187,000,000

 

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
または登録認可金融商
品取引業協会名

内容

普通株式 47,213,536 47,213,536
東京証券取引所

市場第一部

単元株式数

100株

計 47,213,536 47,213,536 － －

 

（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
（千株）

発行済株式
総数残高
（千株）

資本金
増減額

（百万円）

資本金
残高

（百万円）

資本準備金
増減額

（百万円）

資本準備金
残高

（百万円）

2020年４月１日

～

2020年６月30日

－ 47,213 － 10,951 － 2,738

 

（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３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 1,448,900 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 45,664,500 456,645 －

単元未満株式 普通株式 100,136 －
１単元（100株）未満

の株式

発行済株式総数  47,213,536 － －

総株主の議決権  － 456,645 －

　（注）上記「完全議決権株式（その他）」の中には、証券保管振替機構名義の当社株式1,000株（議決権の数10個）、

従業員持株ＥＳＯＰ信託が所有する当社株式70,100株（議決権の数701個）および役員報酬ＢＩＰ信託が所有す

る当社株式259,900株（議決権の数2,599個）が含まれております。なお、当該株式にかかる議決権の数3,310個

については、「議決権の数」の欄に含まれております。

 

②【自己株式等】

    2020年３月31日現在

所有者の氏名または
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(％)

バンドー化学株式会社
神戸市中央区港島南町

４丁目６番６号
1,310,100 － 1,310,100 2.77

バン工業用品株式会社
東京都中央区東日本橋

２丁目27番１号
101,100 4,500 105,600 0.22

北陸バンドー株式会社
富山県富山市問屋町３

丁目２番19号
600 31,500 32,100 0.07

東日本ベルト販売株式

会社

福島県いわき市平字愛

谷町４丁目６番地13
1,100 － 1,100 0.00

計 － 1,412,900 36,000 1,448,900 3.07

　（注）１．バン工業用品株式会社および北陸バンドー株式会社は、当社の取引先会社で構成される持株会（バンドー共

栄会　神戸市中央区港島南町４丁目６番６号）に加入しており、同持株会名義で当社株式をそれぞれ4,500

株および31,500株を所有しております。

　　　　２．従業員持株ＥＳＯＰ信託および役員報酬ＢＩＰ信託が所有する当社株式は、上記自己株式等には含まれてお

りません。

 

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．要約四半期連結財務諸表の作成方法について

　　　当社の要約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）第93条の規定により、IAS第34号「期中財務報告」に準拠し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）および第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）に係る要約四半期連結

財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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１【要約四半期連結財務諸表】

（１）【要約四半期連結財政状態計算書】

  （単位：百万円）

 
注記
番号

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    

流動資産    

現金及び現金同等物 11 14,493 16,184

営業債権及びその他の債権 11 20,103 17,748

棚卸資産  12,851 12,821

未収法人所得税  17 492

その他の金融資産 11 634 364

その他の流動資産  722 668

流動資産合計  48,822 48,280

非流動資産    

有形固定資産  33,913 33,786

のれん  8,594 8,595

無形資産  4,798 4,660

持分法で会計処理されている投資  6,039 6,305

その他の金融資産 11 7,010 7,555

繰延税金資産  524 538

その他の非流動資産  594 566

非流動資産合計  61,474 62,008

資産合計  110,297 110,288
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  （単位：百万円）

 
注記
番号

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）

負債および資本    

負債    

流動負債    

営業債務及びその他の債務 11 13,483 10,786

社債及び借入金 11 6,774 6,794

未払法人所得税  348 353

その他の金融負債 11 998 1,045

引当金  26 16

その他の流動負債  4,198 4,837

流動負債合計  25,829 23,834

非流動負債    

社債及び借入金 11 14,700 16,300

退職給付に係る負債  777 790

その他の金融負債 11 1,611 1,805

繰延税金負債  932 986

その他の非流動負債  2,537 2,439

非流動負債合計  20,558 22,323

負債合計  46,387 46,157

資本    

資本金  10,951 10,951

資本剰余金  3,075 3,075

利益剰余金  52,301 51,580

自己株式  △1,692 △1,664

その他の資本の構成要素  △988 △66

親会社の所有者に帰属する持分合計  63,648 63,877

非支配持分  261 253

資本合計  63,909 64,131

負債および資本合計  110,297 110,288
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（２）【要約四半期連結損益計算書及び要約四半期連結包括利益計算書】

【要約四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

   （単位：百万円）

 
注記
番号

 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)

売上収益 6,9 23,229 17,399

売上原価  16,392 12,429

売上総利益  6,836 4,969

販売費及び一般管理費  5,569 4,884

その他の収益  40 42

その他の費用  553 39

持分法による投資利益（△は損失）  122 △1

営業利益  876 86

金融収益  155 158

金融費用  294 208

税引前四半期利益  737 36

法人所得税費用  50 23

四半期利益  687 13

    

四半期利益の帰属：    

親会社の所有者  682 9

非支配持分  4 4

四半期利益  687 13

    

親会社の所有者に帰属する１株当たり四半

期利益
   

基本的１株当たり四半期利益（円） 10 14.89 0.20
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【要約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：百万円）

 
注記
番号

 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)

四半期利益  687 13

    

その他の包括利益    

純損益に振り替えられることのない項目    

その他の包括利益を通じて測定する金

融資産の公正価値の純変動
 △188 347

持分法適用会社におけるその他の包括

利益に対する持分
 0 △7

純損益に振り替えられることのない項目

合計
 △187 339

    

純損益に振り替えられる可能性のある項

目
   

在外営業活動体の換算差額  △689 239

持分法適用会社におけるその他の包括

利益に対する持分
 △163 340

純損益に振り替えられる可能性のある項

目合計
 △852 580

その他の包括利益合計  △1,040 919

四半期包括利益  △352 932

    

四半期包括利益の帰属：    

親会社の所有者  △350 931

非支配持分  △2 1

四半期包括利益  △352 932
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（３）【要約四半期連結持分変動計算書】

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）

       （単位：百万円）

  親会社の所有者に帰属する持分

非支配持分 資本合計
 

注記
番号

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式
その他の
資本の構
成要素

親会社の
所有者に
帰属する
持分合計

2019年４月１日　残高  10,951 3,092 53,147 △1,346 2,026 67,871 261 68,132

          
四半期利益    682   682 4 687

その他の包括利益      △1,033 △1,033 △6 △1,040

四半期包括利益合計  － － 682 － △1,033 △350 △2 △352

          
剰余金の配当 8   △734   △734 △15 △750

自己株式の取得     △0  △0  △0

自己株式の処分   0  15  15  15

株式に基づく報酬取引   4  3  8  8

所有者との取引額等合計  － 4 △734 18 － △711 △15 △727

          

2019年６月30日　残高  10,951 3,096 53,095 △1,327 992 66,809 243 67,052

 

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）

       （単位：百万円）

  親会社の所有者に帰属する持分

非支配持分 資本合計
 

注記
番号

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式
その他の
資本の構
成要素

親会社の
所有者に
帰属する
持分合計

2020年４月１日　残高  10,951 3,075 52,301 △1,692 △988 63,648 261 63,909

          
四半期利益    9   9 4 13

その他の包括利益      922 922 △2 919

四半期包括利益合計  － － 9 － 922 931 1 932

          
剰余金の配当 8   △729   △729 △9 △738

自己株式の取得     △0  △0  △0

自己株式の処分   △10  27  17  17

株式に基づく報酬取引   9    9  9

所有者との取引額等合計  － △0 △729 27 － △701 △9 △711

          

2020年６月30日　残高  10,951 3,075 51,580 △1,664 △66 63,877 253 64,131
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（４）【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

   （単位：百万円）

 
注記
番号

 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)

営業活動によるキャッシュ・フロー    

税引前四半期利益  737 36

減価償却費及び償却費  1,468 1,498

受取利息及び受取配当金  △141 △138

支払利息  38 42

持分法による投資損益（△は益）  △122 1

固定資産除売却損益（△は益）  35 8

棚卸資産の増減額（△は増加）  249 51

営業債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）
 △332 2,381

営業債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）
 △454 △2,206

退職給付に係る負債の増減額

（△は減少）
 △889 5

退職給付信託返還に伴う資本性金融商品

の増加額
 △1,355 －

引当金の増減額（△は減少）  42 △9

その他の非流動負債の増減額

（△は減少）
 2,469 △97

その他  1,030 686

小計  2,776 2,260

利息及び配当金の受取額  213 189

利息の支払額  △32 △32

法人所得税の支払額  △965 △608

法人所得税の還付額  － 4

営業活動によるキャッシュ・フロー  1,991 1,813

    

投資活動によるキャッシュ・フロー    

定期預金の預入による支出  △2 －

定期預金の払戻による収入  32 263

有形固定資産の取得による支出  △1,491 △952

有形固定資産の売却による収入  9 7

無形資産の取得による支出  △136 △143

資本性金融商品の取得による支出  △4 △5

子会社株式の取得による支出 7 △9,291 －

その他  34 △23

投資活動によるキャッシュ・フロー  △10,850 △854
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   （単位：百万円）

 
注記
番号

 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)

財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入金（３ヶ月以内）の純増減額

（△は減少）
 15,794 △1,924

短期借入れ（３ヶ月超）による収入  － 2,000

長期借入れによる収入  － 2,000

長期借入金の返済による支出  △5,325 △445

リース負債の返済による支出  △303 △302

自己株式の取得による支出  △0 △0

自己株式の売却による収入  15 17

親会社の所有者への配当金の支払額 8 △734 △729

非支配持分への配当金の支払額  △15 △9

財務活動によるキャッシュ・フロー  9,430 605

    

現金及び現金同等物に係る換算差額  △201 126

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）  369 1,691

現金及び現金同等物の期首残高  17,530 14,493

現金及び現金同等物の四半期末残高  17,899 16,184
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【要約四半期連結財務諸表注記】

１．報告企業

　バンドー化学株式会社（以下、「当社」という。）は日本に所在する株式会社であります。

　当社の登記している本社の住所は神戸市中央区港島南町４丁目６番６号であります。

　当社の要約四半期連結財務諸表は2020年６月30日を期末日とし、当社および子会社（以下、「当社グループ」

という。）、ならびに当社の関連会社および共同支配企業に対する持分により構成されております。当社グルー

プの主な事業内容は、「６．セグメント情報」に記載のとおりであります。

 

２．作成の基礎

　　　（１）要約四半期連結財務諸表がIFRSに準拠している旨の記載

　当社グループの要約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）第１条の２に定める「指定国際会計基準特定会社」の要件を満たすことか

ら、同第93条の規定によりIFRSに準拠して作成しております。

　本要約四半期連結財務諸表は、IAS第34号「期中財務報告」に準拠して作成しており、年度の連結財務諸表

で要求されているすべての情報が含まれていないため、前連結会計年度の連結財務諸表と併せて利用されるべ

きものであります。

　本要約四半期連結財務諸表は、2020年８月７日に代表取締役社長 吉井 満隆によって承認されております。

 

　　　（２）測定の基礎

　当社グループの要約四半期連結財務諸表は、金融商品、退職給付制度に係る負債（資産）の純額等を除き、

取得原価を基礎として作成しております。

 

　　　（３）機能通貨および表示通貨

　当社グループの要約四半期連結財務諸表は当社の機能通貨である日本円を表示通貨としており、百万円未満

の端数を切り捨てて表示しております。

 

３．重要な会計方針

　当社グループが本要約四半期連結財務諸表において適用する重要な会計方針は、前連結会計年度に係る連結財

務諸表において適用した会計方針と同一であります。

　なお、当第１四半期連結累計期間の法人所得税費用は、見積年次実効税率を基に算定しております。

 

４．重要な会計上の見積りおよび見積りを伴う判断

　当社グループの要約四半期連結財務諸表は、収益および費用、資産および負債の測定に関する経営者の見積り

および仮定を含んでおります。これらの見積りおよび仮定は過去の実績および決算日において合理的であると考

えられる様々な要因等を勘案した経営者の最善の判断に基づいております。しかし、その性質上、将来におい

て、これらの見積りおよび仮定とは異なる結果となる可能性があります。

　見積りおよび仮定は経営者により継続して見直されております。これらの見積りおよび仮定の見直しによる影

響は、その見積りおよび仮定を見直した期間およびそれ以降の期間において認識しております。

　本要約四半期連結財務諸表の金額に重要な影響を与える見積りおよび仮定は、前連結会計年度に係る連結財務

諸表と同一であります。

 

５．追加情報

（新型コロナウイルス感染症の影響）

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により経済活動の先行きは不透明な状況が続いておりますが、会計上の

見積りにあたっては、一定の仮定を置いて検討を行っています。なお、前連結会計年度に係る連結財務諸表か

ら、その仮定に重要な変更はありません。
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６．セグメント情報

　　　（１）報告セグメントの概要

　当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会

が経営資源の配分の決定および業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものでありま

す。

　当社グループは、製品・サービスを軸とした事業部制を採用しており、各事業部は取り扱う製品・サービス

について国内および海外における包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。

　従いまして、当社グループの事業は親会社の事業部を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成さ

れており、「自動車部品事業」、「産業資材事業」および「高機能エラストマー製品事業」の３つを報告セグ

メントとしております。

 

　なお、各報告セグメントは、次の製造・販売を行っております。

セグメントの名称 主要な製品

自動車部品事業
自動車用伝動ベルト製品（補機駆動用伝動ベルトおよび補機駆動用伝動システム製

品）、二輪車用伝動ベルト製品（スクーター用変速ベルト）など

産業資材事業

一般産業用伝動ベルト製品（産業機械用Vベルト、歯付ベルト、プーリなど）、その他

伝動用製品、運搬ベルト（コンベヤベルト、樹脂コンベヤベルト、同期搬送用ベル

ト）、運搬システム製品、もみすりロールなど

高機能エラストマー製品事業
クリーニングブレード、高機能ローラ、精密ベルト、ポリウレタン機能部品、精密研磨

材、建築資材用フイルム、医療用フイルム、装飾表示用フイルム、工業用フイルムなど
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　　　（２）報告セグメントごとの売上収益、利益または損失の金額に関する情報

　報告されている各事業セグメントの会計処理の方法は、前連結会計年度に係る連結財務諸表において適用し

た方法と概ね同一であります。セグメント間の売上収益または振替高は市場実勢価格に基づいております。

　当社グループの報告セグメントごとの売上収益および利益または損失は、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）

      （単位：百万円）

 報告セグメント

その他
（注）１

調整額
（注）２

連結
（注）３

 
自動車部
品事業

産業資材
事業

高機能エ
ラスト
マー製品
事業

計

売上収益        

外部顧客への売上収益 10,010 8,641 3,479 22,131 1,097 － 23,229

セグメント間の売上収益

または振替高
5 12 1 20 192 △212 －

計 10,016 8,653 3,481 22,152 1,289 △212 23,229

セグメント利益

（コア営業利益）（△は損

失）

539 530 77 1,147 132 △12 1,267

その他の収益 － － － － － － 40

その他の費用 － － － － － － 553

持分法による投資利益（△は

損失）
－ － － － － － 122

営業利益 － － － － － － 876

金融収益 － － － － － － 155

金融費用 － － － － － － 294

税引前四半期利益 － － － － － － 737

（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、主として医療機器事業およびロ

ボット関連デバイス事業他であります。

２．セグメント利益（△は損失）の調整額△12百万円には、セグメント間取引消去５百万円、全社費用△18百万

円が含まれております。全社費用は、各報告セグメントに配賦した一般管理費および研究開発費の予定配賦

額と実績発生額との差額であります。

３．当社グループは、売上収益から売上原価、販売費及び一般管理費を控除したコア営業利益を、経営管理上の

指標としており、セグメント利益（△は損失）はコア営業利益で表示しております。
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　　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）

      （単位：百万円）

 報告セグメント

その他
（注）１

調整額
（注）２

連結
（注）３

 
自動車部
品事業

産業資材
事業

高機能エ
ラスト
マー製品
事業

計

売上収益        

外部顧客への売上収益 5,984 7,628 2,798 16,410 988 － 17,399

セグメント間の売上収益

または振替高
0 31 2 34 209 △244 －

計 5,984 7,659 2,800 16,445 1,198 △244 17,399

セグメント利益

（コア営業利益）（△は損

失）

△434 548 △186 △73 35 121 84

その他の収益 － － － － － － 42

その他の費用 － － － － － － 39

持分法による投資利益（△は

損失）
－ － － － － － △1

営業利益 － － － － － － 86

金融収益 － － － － － － 158

金融費用 － － － － － － 208

税引前四半期利益 － － － － － － 36

（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、主として医療機器事業およびロ

ボット関連デバイス事業他であります。

２．セグメント利益（△は損失）の調整額121百万円には、セグメント間取引消去５百万円、全社費用115百万円

が含まれております。全社費用は、各報告セグメントに配賦した一般管理費および研究開発費の予定配賦額

と実績発生額との差額であります。

３．当社グループは、売上収益から売上原価、販売費及び一般管理費を控除したコア営業利益を、経営管理上の

指標としており、セグメント利益（△は損失）はコア営業利益で表示しております。
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７．企業結合

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）

（取得による企業結合）

当社は、2019年４月５日付で株式会社Aimedic MMT（以下、「Aimedic MMT」という。）の全株式を取得する株式売

買契約を締結し、2019年５月８日付で全株式を取得し、子会社化いたしました。

 

（１）企業結合の概要

①　被取得企業の名称および事業の内容

被取得企業の名称     株式会社Aimedic MMT

事業の内容           整形外科向け医療機器の製造・販売・アフターサービス

②　企業結合を行った主な理由

　当社グループは、2018年度から2022年度までを中長期経営計画“Breakthroughs for the future”（未来

への躍進）の第２ステージと位置づけ、グローバルで「際立つ」サプライヤーを目指して活動しており、指

針の１つとして「新事業の創出」を掲げております。

　当社グループは、新たな事業の柱の１つとして、伸縮性ひずみセンサ「C-STRETCH®」を活用した医療機

器・ヘルスケア機器事業の確立に取り組んでまいりました。

　Aimedic MMTは、整形外科向けの医療機器において高いブランド力と販売力を有しており、今回の買収に

よって、医療事業体制を一挙に獲得するとともに、医療機器としての「C-STRETCH®」の製品化が加速するこ

とが期待されると判断し、同社の株式取得を決定いたしました。

　　　　③　株式取得の相手会社の名称

　　　　　（ⅰ）ポラリス第三号投資事業有限責任組合

　　　　　（ⅱ）Tiara CG Private Equity Fund 2013, L.P.

　　　　④　企業結合日

　　　　　　2019年５月８日

　　　　⑤　企業結合の法的形式

　　　　　　株式取得

　　　　⑥　結合後企業の名称

　　　　　　変更ありません。

　　　　⑦　取得した議決権比率

　　　　　　100％

　　　　⑧　取得企業を決定するに至った主な根拠

　　　　　　当社が現金を対価として株式を取得したことによるものであります。
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（２）企業結合日における取得対価ならびに受け入れる資産および引き受ける負債の公正価値

 

（単位：百万円）

 金額

取得対価（現金） 10,450

現金及び現金同等物 1,158

流動資産（現金及び現金同等物を除く。） 1,088

非流動資産 3,284

短期借入金 5,280

流動負債（短期借入金を除く。） 595

非流動負債 1,009

のれん 11,802

（注）１．取得した営業債権及びその他の債権について、契約上の総額は642百万円であり、その公正価値は642百万

円であります。なお、回収不能と見込まれるものはありません。

２．当該企業結合により発生したのれんは、新たに獲得したブランド力や販売力を活用することによる超過収

益力や既存事業とのシナジー効果によるものであります。なお、税務上損金算入を見込んでいる金額はあ

りません。

 

（３）主要な取得関連費用の内容および金額

当該企業結合に係るアドバイザリー費用等は109百万円であり、すべて要約四半期連結損益計算書の「販売費

及び一般管理費」に計上しております。

 

（４）取得によるキャッシュ・フローの内訳

（単位：百万円）

 金額

取得により支出した現金及び現金同等物 △10,450

取得時に被取得企業が保有していた現金及び現金同等物 1,158

子会社株式の取得による支出 △9,291

 

（５）業績に与える影響

当社グループの当第１四半期連結累計期間における要約四半期連結損益計算書には、企業結合日以降に

Aimedic MMTから生じた売上収益および四半期利益が、それぞれ419百万円および14百万円含まれております。

なお、企業結合が期首に実施されたと仮定した場合の情報については、売上収益および四半期利益に与える影

響が相対的に僅少であるため、記載を省略しております。

 

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）

該当事項はありません。
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８．配当金

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

決議日 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

2019年６月25日

定時株主総会
普通株式 742 16 2019年３月31日 2019年６月26日

　（注）2019年６月25日開催の定時株主総会決議による配当金の総額には、従業員持株ＥＳＯＰ信託が所有する当社株式

に対する配当金３百万円および役員報酬ＢＩＰ信託が所有する当社株式に対する配当金４百万円が含まれており

ます。

 

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）

配当金支払額

決議日 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

2020年６月24日

定時株主総会
普通株式 734 16 2020年３月31日 2020年６月25日

　（注）2020年６月24日開催の定時株主総会決議による配当金の総額には、従業員持株ＥＳＯＰ信託が所有する当社株式

に対する配当金１百万円および役員報酬ＢＩＰ信託が所有する当社株式に対する配当金４百万円が含まれており

ます。
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９．売上収益

　当社グループの売上収益は、主に顧客との契約から認識された売上収益であり、当社グループの報告セグメン

トを地域別に分解した場合の内訳は、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）

（単位：百万円）
 

 日本 アジア 中国 欧米他 計

報

告

セ

グ

メ

ン

ト

自動車部品事業 3,354 4,728 673 1,253 10,010

産業資材事業 6,428 619 634 959 8,641

高機能エラストマー製品事業 2,438 163 753 123 3,479

計 12,221 5,512 2,061 2,337 22,131

その他 1,097

合計 23,229

（注）売上収益は販売元の所在地を基礎とし、セグメント間の内部取引控除後の金額を表示しております。

 

　　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）

（単位：百万円）
 

 日本 アジア 中国 欧米他 計

報

告

セ

グ

メ

ン

ト

自動車部品事業 2,188 2,277 788 729 5,984

産業資材事業 5,659 642 546 779 7,628

高機能エラストマー製品事業 1,950 135 620 91 2,798

計 9,799 3,055 1,955 1,600 16,410

その他 988

合計 17,399

（注）売上収益は販売元の所在地を基礎とし、セグメント間の内部取引控除後の金額を表示しております。

 

10．１株当たり利益

　　　（１）基本的１株当たり四半期利益

　基本的１株当たり四半期利益は、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）

基本的１株当たり四半期利益（円） 14.89 0.20

 

　　　（２）基本的１株当たり四半期利益の算定上の基礎

　基本的１株当たり四半期利益の算定上の基礎は、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）

親会社の所有者に帰属する四半期利益（百万円） 682 9

発行済普通株式の加重平均株式数（千株） 45,865 45,516

　　なお、希薄化後１株当たり四半期利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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11．金融商品

　　　（１）公正価値の測定方法

　当社グループは、主な金融資産および金融負債の公正価値について、次のとおり決定しております。

　金融商品の公正価値の測定において、市場価格が入手できる場合は市場価格を利用しております。

　市場価格が入手できない金融商品の公正価値に関しては、マルチプル法またはその他適切な評価方法により

測定を行っております。

 

　　　　　（現金及び現金同等物、営業債権及びその他の債権、営業債務及びその他の債務）

　これらは短期間で決済されるため、公正価値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。

 

　　　　　（その他の金融資産、その他の金融負債）

　上場株式の公正価値については、期末日の取引所の価格によって算定し、公正価値の測定ではレベル１に分

類しております。

　非上場株式の公正価値については、マルチプル法または簿価純資産法により算定し、公正価値の測定ではレ

ベル３に分類しております。

　非上場株式の公正価値測定にあたっては、評価倍率等の観察可能でないインプットを用いております。

　デリバティブ取引等は、契約を締結している金融機関から提示された価格等に基づいて公正価値を算定して

おり、公正価値の測定ではレベル２に分類しております。

　上記以外の金融資産および金融負債の公正価値は、帳簿価額と近似しております。

 

　　　　　（社債及び借入金）

　社債の公正価値については、社債の市場価格によって算定し、公正価値の測定ではレベル２に分類しており

ます。

　借入金の公正価値については、将来キャッシュ・フローを同様の新規借入を行った場合に想定される利率で

割り引いて算定し、公正価値の測定ではレベル２に分類しております。

 

　　　（２）償却原価で測定する金融商品の帳簿価額および公正価値

　償却原価と公正価値が異なる金融商品は、次のとおりであります。

（単位：百万円）

 

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）

帳簿価額 公正価値 帳簿価額 公正価値

社債及び借入金 21,474 21,469 23,094 23,094

（注）現金及び現金同等物、営業債権及びその他の債権、営業債務及びその他の債務等については、公正価値は帳簿価

額と近似しているため、注記を省略しております。
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　　　（３）公正価値で測定する金融商品とそのヒエラルキー

　次の表では、公正価値で測定する金融商品に関する分析を示しております。それぞれのレベルは次のとおり

定義されております。

　レベル１：当社グループが測定日現在でアクセスできる同一の資産または負債に関する活発な市場における

（無調整の）相場価格

　レベル２：資産または負債について直接または間接に観察可能なインプットのうち、レベル１に含まれる相

場価格以外のもの

　レベル３：資産または負債についての観察可能でないインプット

 

　　前連結会計年度（2020年３月31日）

（単位：百万円）
 

 レベル１ レベル２ レベル３ 合計

（金融資産）     

純損益を通じて公正価値で測定する

金融資産
    

デリバティブ － 1 － 1

その他の金融資産 － 80 19 100

その他の包括利益を通じて公正価値

で測定する金融資産
    

資本性金融商品 5,404 － 1,014 6,418

金融資産合計 5,404 82 1,034 6,520

（金融負債）     

純損益を通じて公正価値で測定する

金融負債
    

デリバティブ － 27 － 27

金融負債合計 － 27 － 27

 

　　当第１四半期連結会計期間（2020年６月30日）

（単位：百万円）

 レベル１ レベル２ レベル３ 合計

（金融資産）     

純損益を通じて公正価値で測定する

金融資産
    

デリバティブ － 1 － 1

その他の金融資産 － 78 19 98

その他の包括利益を通じて公正価値

で測定する金融資産
    

資本性金融商品 5,893 － 1,019 6,913

金融資産合計 5,893 80 1,039 7,013

（金融負債）     

純損益を通じて公正価値で測定する

金融負債
    

デリバティブ － 28 － 28

金融負債合計 － 28 － 28
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レベル３に分類した金融商品の調整表

　レベル３に分類される公正価値測定について、期首残高から四半期末残高への調整表は、次のとおりであり

ます。

（単位：百万円）

 

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）

純損益を通じて公
正価値で測定する
金融商品
（注）１

その他の包括利益
を通じて公正価値
で測定する金融商
品（注）２

純損益を通じて公
正価値で測定する
金融商品
（注）１

その他の包括利益
を通じて公正価値
で測定する金融商
品（注）２

期首残高 19 961 19 1,014

利得または損失     

純損益 0  －  

その他の包括利益  69  5

購入 － － － －

処分 － － － －

その他 △0 △0 △0 0

四半期末残高 19 1,031 19 1,019

報告期間末に保有している資産につい

て純損益に計上された未実現損益の変

動

0 － － －

　（注）１．純損益に認識した利得または損失は、要約四半期連結損益計算書の「金融収益」または「金融費用」に含め

ております。

２．その他の包括利益に認識した利得または損失のうち税効果考慮後の金額は、要約四半期連結包括利益計算書

の「その他の包括利益を通じて測定する金融資産の公正価値の純変動」に含めております。

３．レベル３に分類される金融商品については、当社グループで定められた評価方針および手続に従い、財務部

門が評価方法を決定し、公正価値を測定しております。測定結果については、適切な責任者が承認を行って

おります。

 

12．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  

 

2020年8月7日

 

バンドー化学株式会社

 
取締役会　御中  

 

有限責任監査法人トーマツ

神戸事務所

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 和　田　朝　喜　　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 西　方　　　実　　　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」に掲げられているバンドー化学株式

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）に係る要約四半期連結財務諸表、すなわち、

要約四半期連結財政状態計算書、要約四半期連結損益計算書、要約四半期連結包括利益計算書、要約四半期連結持分変動

計算書、要約四半期連結キャッシュ・フロー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、上記の要約四半期連結財務諸表が、「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」第93条により規定された国際会計基準第34号「期中財務報告」に準拠して、バンドー化学

株式会社及び連結子会社の2020年6月30日現在の財政状態並びに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

績及びキャッシュ・フローの状況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、「要約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。

 

要約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、国際会計基準第34号「期中財務報告」に準拠して要約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要約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。

　要約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要約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、国際会計基準第1号「財務諸表の表示」第4項に基づき、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。

 

要約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要約四

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。

・　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。
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・　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、要約四半期連結財務諸表において、国際会計基準第1号「財

務諸表の表示」第4項に基づき、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要約四半期連結財

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要約四半期連結財務諸表の注記事項が適切で

ない場合は、要約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。

・　要約四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、国際会計基準第34号「期中財務報告」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要約四半期連結財務諸表の表示、構成及び内

容、並びに要約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。

・　要約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、要約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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