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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88期

第２四半期
連結累計期間

第89期
第２四半期
連結累計期間

第88期

会計期間
自 2019年４月１日
至 2019年９月30日

自 2020年４月１日
至 2020年９月30日

自 2019年４月１日
至 2020年３月31日

売上高 (百万円) 16,097 14,832 31,756

経常利益又は経常損失（△） (百万円) 513 △245 307

親会社株主に帰属する四半期
(当期)純利益又は親会社株主に
帰属する四半期純損失（△）

(百万円) 326 △257 436

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 257 △115 △112

純資産額 (百万円) 17,759 17,087 17,392

総資産額 (百万円) 47,322 46,933 45,862

１株当たり四半期(当期)純利益
金額又は１株当たり四半期純損
失金額（△）

(円) 90.83 △71.60 121.42

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 (％) 37.5 36.4 37.9

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 1,161 428 1,394

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △214 △877 326

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 470 1,221 △961

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) 10,649 10,750 10,000
 

 

回次
第88期

第２四半期
連結会計期間

第89期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自 2019年７月１日
至 2019年９月30日

自 2020年７月１日
至 2020年９月30日

１株当たり四半期純損失金額
（△）

(円) △26.06 △77.05
 

(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、消費税等は含まれておりません。

３　第88期第２四半期連結累計期間及び第88期の潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額について

は、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。

   第89期第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半

期純損失金額であり、また、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２四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２四半期連結累計期間における本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、

投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項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」について重要な変更はありません。

 なお、重要事象等は存在しておりません。

 

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

当第２四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、実質ＧＤＰが戦

後最悪となるマイナス成長を記録した４～６月期の状況から、緊急事態宣言解除後は徐々に経済活動の再開が広

がり、個人消費や輸出を中心に持ち直しの動きがみられました。しかしながら、海外では新興国や欧米を中心に

感染拡大が収まらず、世界経済の回復が遅れることが懸念されており、国内でも今後の感染状況次第では景気回

復のペースが急速に鈍化する恐れもあり、依然として厳しい状況が続いています。

医薬品業界につきましても、４～６月期に比べ徐々に回復傾向にあるものの、新型コロナウイルス感染症の影

響による患者さんの受診抑制傾向が続いていることに加え、引き続き病院への訪問活動が制限されるなど、４月

に行われた薬価改定の影響と合わせ、市場環境は厳しい状況となりました。

このような環境下で新しい形態でのＭＲ活動が求められる中、当社グループにおきましてはインサイドセール

スやリモート面談などを駆使し、アルツハイマー型認知症治療剤の「メマンチン塩酸塩ＯＤ錠『ケミファ』」な

どの６月ジェネリック医薬品追補品や、７月から販売を開始したマクロライド系抗生物質製剤「クラリシッ

ド®」３製品の情報提供活動に注力してきました。また、急激な事業環境の変化に迅速に対応し、いかなる環境

においても持続的な成長を実現する事業構造への転換を図ることを目的に、国内拠点の統廃合を伴う営業組織の

再編や、ＭＲ希望退職者の募集などの「グループ構造改革」の実施を７月に決定し、各施策への取り組みを進め

ています。
 

セグメントの経営成績は次のとおりです。

① 医薬品事業

ジェネリック医薬品については、薬価改定の影響や競争激化などに加え、新型コロナウイルス感染症によ

る患者さんの受診抑制の影響で市場自体が前年同期比マイナスの状態が続いたことから、前年同期比9.7％

の減収となりました。主力品・新薬については、薬価改定の影響や主力品のジェネリック医薬品への置換が

進んでいますが、７月からマイランＥＰＤ合同会社より承継した「クラリシッド」３製品の販売を開始した

ことなどにより、前年同期比13.1％の増収となっています。

以上の結果、ジェネリック医薬品と主力品・新薬を合わせた医療用医薬品の売上高は13,059百万円（前年

同期比8.6％減）となりました。また、製造受託なども含めた医薬品事業全体の売上高は14,569百万円（前

年同期比7.5％減）となり、112百万円の営業損失（前年同期は645百万円の営業利益）となりました。
 

② その他

主に受託試験事業、ヘルスケア事業及び不動産賃貸事業である「その他」の事業の業績は、新型コロナ感

染症の影響から受託試験事業の試験に遅れが生じていることなどにより、売上高は262百万円（前年同期比

25.3％減）となり、77百万円の営業損失（前年同期は25百万円の営業損失）となりました。

 
以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は14,832百万円（前年同期比7.9％減）、営業損失は189

百万円（前年同期は619百万円の営業利益）、経常損失は245百万円（前年同期は513百万円の経常利益）と

なりました。また、上述の通り当社は７月より「グループ構造改革」を推し進めており、その一環として希

望退職者の募集を行った結果、当第２四半期に割増退職金などの特別損失167百万円が発生しており、親会

社株主に帰属する四半期純損失が257百万円（前年同期は326百万円の親会社株主に帰属する四半期純利益）

となりました。
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新型コロナウイルス感染症が世界中の経済・社会活動に深刻な影響を及ぼしており、その収束が依然とし

て見えない中、国内においては薬価制度の抜本改革が推進されるなど、事業環境の厳しさが増しております

が、グループ営業体制の再編やデジタルトランスフォーメーションの推進などの構造改革を引き続き推し進

め、いかなる事業環境の変化にも迅速に対応し、持続的な成長を実現する事業構造への転換を図ってまいり

ます。

 
(2) 財政状態

①資産

流動資産は前期末に比べて545百万円増加し、29,859百万円となりました。これは、主に現金及び預金の

増加によるものです。

固定資産は前期末に比べて525百万円増加し、17,072百万円となりました。これは、主にクラリシッドの

販売権の計上によるものです。

この結果、総資産は前期末に比べて1,070百万円増加し、46,933百万円となりました。

②負債

流動負債は前期末に比べて242百万円増加し、13,982百万円となりました。これは、主に未払金の増加に

よるものです。

固定負債は前期末に比べて1,133百万円増加し、15,863百万円となりました。これは、主に長期借入金の

増加によるものです。

この結果、負債合計は前期末に比べて1,376百万円増加し、29,846百万円となりました。

③純資産

純資産合計は前期末に比べて305百万円減少し、17,087百万円となりました。これは、主に親会社株主に

帰属する四半期純損失257百万円の計上による利益剰余金の減少によるものです。

 

(3) キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物は、営業活動により428百万円増加

いたしました。また投資活動においては877百万円の減少、財務活動においては1,221百万円の増加となりま

した。

この結果、当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は10,750百万円

（前年同期比1.0％増）となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間において、営業活動による資金は主に税金等調整前四半期純損失の計上及び仕

入債務の減少があったものの、売上債権の減少などにより、428百万円の増加（前年同期は1,161百万円の増

加）となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間において、投資活動による資金は主に無形固定資産の取得により、877百万円

の減少（前年同期は214百万円の減少）となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間において、財務活動による資金は長期借入金の返済などがあった一方で、長期

借入金の調達等により、1,221百万円の増加（前年同期は470百万円の増加）となりました。

 
(4) 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。

 
(5) 経営方針・経営戦略等

当第２四半期連結累計期間において、当社グループの経営方針・経営環境等に重要な変更はありません。
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(6) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新

たに生じた課題はありません。

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等

（会社法施行規則第118条第３号に掲げる事項）は次のとおりであります。

① 基本方針の内容の概要

当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の財務及び事業の内容や当社の企業価値の

源泉を十分に理解し、当社が企業価値・株主共同の利益を継続的に確保、向上していくことを可能とする者で

ある必要があると考えています。

　但し、当社の支配権の移転を伴う買付提案についての判断は、最終的には株主の皆様全体の意思に基づき行

われるべきものと考えております。また、当社は、当社株式の大量買付であっても、当社の企業価値・株主共

同の利益に資するものであれば、これを一概に否定するものではありません。

　しかしながら、株式の大量買付の中には、その目的等から見て企業価値・株主共同の利益に対する明白な侵

害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が株式

の大量買付の内容等について検討しあるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報

を提供しないもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者との交渉を必

要とするもの等、対象会社の企業価値・株主共同の利益に資さないものも少なくありません。

　当社では、グループとして企業価値の向上・確保に努めておりますが、特に、当社の企業価値の源泉はⅰ)

ジェネリック医薬品においては、新薬メーカーとして培った技術を基礎とした製品の開発力と、国内最新鋭工

場とベトナム工場を活用したコスト対応能力、ⅱ)戦略領域である高尿酸血症領域での専門知識、経験及びノウ

ハウと関連する尿アルカリ化剤の市場価値、ⅲ)探索機能に特化し効率性と開発確度を追求するベンチャー型創

薬研究という、それぞれ独自性がある３つの異なる事業を同時に推進し、ⅳ)それら事業の成果を海外へ展開す

るというユニークなビジネスモデルを維持していることです。当社株式の大量買付を行う者が、当社の財務及

び事業の内容を理解するのはもちろんのこと、こうした当社の企業価値の源泉を理解し、これらを中長期的に

確保し、向上させられるのでなければ、当社の企業価値・株主共同の利益は毀損されることになります。

　当社としては、このような当社の企業価値・株主共同の利益に資さない大量買付を行う者は、当社の財務及

び事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による大量買付に対しては必要かつ相当

な対抗措置を採ることにより、当社の企業価値・株主共同の利益を確保する必要があると考えます。

 
② 基本方針の実現に資する特別な取組みの概要

1) 中期経営計画による取組み

当社は、近年ますますスピードが増している経済環境や制度の変化にタイムリーに対応すべく、2015年度より

３ヶ年の中期経営計画を毎年ロールオーバーしております。この中期経営計画においては、当社が従前取り組ん

でまいりました３つのミッション、ⅰ)ジェネリック医薬品市場におけるプレゼンスの確立、ⅱ)ウラリットを核

として高尿酸血症領域でのフロントランナーを目指すこと、ⅲ)自社開発創薬による業容拡大への更なる取り組

みを継続・強化するとともに、ⅳ)これらの取組みの成果をベースに海外に展開することを掲げております。

　まず、ジェネリック医薬品事業につきましては、オーソライズドジェネリックの台頭及び市場成長の鈍化によ

る競争激化や国が推進する薬価制度の抜本改革に沿い変化する制度環境に対応し、市場におけるプレゼンスを維

持するためには、患者さんや医療現場のニーズを充たす付加価値を提供し、多様化する市場ニーズを捉えてALL

ケミファグループであらゆる収益機会を取り込むとともに、開発、製造、販売にわたるサプライチェーン全体を

強化・効率化することが不可欠であると考えております。このような方針のもと、知財部門を含む開発体制の強

化や、日本薬品工業つくば工場の新製造棟と2018年秋に商業生産を開始したNC-VN社ベトナム工場の活用による

生産体制の強化を推進しております。また、営業面では、当社製品の取引拡大が見込まれるターゲット先におけ

る新規口座獲得を最重視したプロモーションを展開するとともに、多様化した販路での取引深耕に努めてまいり

ます。当期はさらに、これまで不断に取り組んできた経営効率化の取り組みを一段階推し進め、国内医薬営業を

中心に人員の適正化を含むグループ横断的構造改革を実施し、収益力のてこ入れを図っております。
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次に、高尿酸血症領域における取組みに関しましては、尿アルカリ化剤による慢性腎臓病進展抑制等の臨床研

究の成果を多面的な収益機会の獲得・拡大に結び付けるべく取り組んでまいります。また、高尿酸血症治療薬

「NC-2500」はフェーズⅠ試験を終了、新規の尿酸降下薬として開発を行っている「NC-2700」についても非臨床

試験を終了しており、それぞれの導出活動を加速化してまいります。

創薬につきましては、公的資金を活用し開発を進めた神経障害性疼痛治療薬「NC-2600」はフェーズⅠ試験が

終了し、新たな治療領域の可能性の検討と並行して、早期導出に向けた活動を推進してまいります。抗うつ・抗

不安薬「NC-2800」については、AMEDによる医療研究開発革新基盤創成事業（CiCLE）の支援を受けてフェーズⅠ

試験の準備を進めると同時に、他社への導出を実現したいと考えております。これらに加えて、AI創薬ベン

チャーMOLCUREとの資本・業務提携を通じたAI新技術の活用による研究開発体制の強化・効率化や、“モジュー

ル創薬”技術を掲げる創薬ベンチャーDelta-Fly Pharmaとのライセンス契約締結による抗がん剤開発への取組み

に加えて、本年8月にはサスメド株式会社の第三者割当増資の一部を引き受けるとともに、特定の疾患領域を

ターゲットとした具体的な医療用医薬品開発候補テーマについて、共同開発を視野に入れた業務提携を開始する

など、今後も創薬事業への投資を継続してまいります。また、昨年２月に製造販売を承継して以降、着実に採用

軒数を伸ばしている経口腸管洗浄剤新薬「ピコプレップ配合内用剤」や、本年７月から独占販売を開始したマク

ロライド系抗生物質製剤「クラリシッド錠200mg、同錠50mg小児用、同ドライシロップ10%小児用」の販売促進に

も鋭意取り組んでまいります。

　更に、将来にわたる当社グループの持続的成長のために、ASEAN、中国を中心とする海外の事業基盤の強化に

も取り組んでまいります。

2) コーポレート・ガバナンスの強化

当社は、企業価値・株主共同の利益を維持・拡大させるためには、経営組織と運営のあり方の適正化に常時努

めることでコーポレート・ガバナンスを強化・充実し、また、株主の皆様、顧客、社会一般に対して一層の経営

の透明性を高めるとともに公正な経営を実現することを最優先の課題の一つとして位置付けております。

　その具体化の一端として、当社は、経営機能を「意思決定機能・監督機能」と「業務執行機能」とに分離し、

前者を独立性の高い社外取締役２名を含む取締役（会）に、後者を執行役員（会議）に権限委譲する執行役員制

度を導入するとともに、監査役会設置会社として独立性の高い社外監査役２名を含む監査役の監査により経営の

透明性・公正性を高め、取締役会の意思決定の監視・監督機能の強化を図っております。

　社外取締役及び社外監査役は、株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）が定める独

立役員の要件及び当社の定める社外役員の独立性判断基準を満たしており、一般株主と利益相反の恐れのない独

立役員です。当社は、いずれの社外役員についても東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届

け出ております。

　また、リスク管理や内部統制システムの整備等を通じて内部管理体制の強化にも努めております。具体的に

は、内部統制に関する基本方針や法令等の遵守のための行動基準などに基づいた健全な企業活動を推進し、コー

ポレート・ガバナンスの充実を図っております。

　これらの取組みにより株主の皆様をはじめとする様々なステークホルダーとの信頼関係をより一層強固なもの

にし、企業価値の継続的な向上をめざしてまいります。

 
③ 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための

取組みの概要

 当社は、2019年６月21日開催の第87回定時株主総会において、当社株式の大量取得行為に関する対抗策（買

収防衛策）について、2007年に導入した内容、並びに2010年、2013年及び2016年に改定された内容を一部再改定

して更新することを上程し、株主の皆様のご承認をいただきました（以下、再改定後のプランを「本プラン」と

いいます。）。本プランの内容の概要は次のとおりであります。

   1) 目的

当社取締役会は、基本方針に定めるとおり、当社の企業価値・株主共同の利益に資さない当社株式の大量買付

を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えています。本プランは、

こうした不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止し、当社の企業価値・株

主共同の利益に反する大量買付を抑止するとともに、大量買付が行われる際に、当社取締役会が株主の皆様に代

替案を提案したり、若しくは株主の皆様がかかる大量買付に応じるべきか否かを判断するために必要な情報や時

間を確保したり、又は株主の皆様のために交渉を行うこと等を可能とすることを目的としております。
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   2) 本プランの概要

   (a) 本プランに係る手続の設定

本プランは、当社の株券等に対する買付等が行われる場合に、買付等を行う者（以下「買付者等」といいま

す。）に対し、事前に当該買付等に関する情報の提供を求め、当該買付等についての情報収集・検討等を行う

時間を確保した上で、株主の皆様に当社経営陣の計画や代替案等を提示し、又は買付者等との交渉等を行うた

めの手続を定めています。

   (b) 新株予約権の無償割当ての利用

買付者等が本プランにおいて定められた手続に従うことなく買付等を行う等、当社の企業価値・株主共同の

利益が害されるおそれがあると認められる場合には、当社は、買付者等による権利行使は認められないとの行

使条件及び当社が買付者等以外の者から当社株式と引換えに新株予約権を取得する旨の取得条項が付された新

株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）を、その時点の当社を除く全ての株主の皆様に対して新株予

約権無償割当ての方法（会社法第277条以降に規定されます。）により割当てます。

   (c) 特別委員会の利用及び株主意思の確認

本プランにおいては、本新株予約権の無償割当ての実施、不実施又は取得等の判断について、取締役の恣意

的判断を排するため、独立性のある社外取締役等から構成される特別委員会の客観的な判断を経るものとして

います。

　また、当社取締役会は、これに加えて、本プラン所定の場合には株主の皆様の意思を確認するための株主総

会を招集し（以下かかる株主総会を「株主意思確認株主総会」といいます。）、新株予約権無償割当ての実施

に関する株主の皆様の意思を確認することがあります。

   (d) 本新株予約権の行使及び当社による本新株予約権の取得

本プランに従って本新株予約権の無償割当てがなされ、買付者等以外の株主の皆様により本新株予約権が行

使された場合、又は当社による本新株予約権の取得と引換えに、買付者等以外の株主の皆様に対して当社株式

が交付された場合、当該買付者等の有する当社株式の議決権割合は最大約50％まで希釈化される可能性があり

ます。

   (e) 情報開示

上記(a)ないし(d)の各手続の過程については、適宜株主の皆様に対して情報開示がなされ、その透明性を確

保することとしております。

   3) 本プランの有効期間、廃止

本プランの有効期間は、第87回定時株主総会終了後３年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定

時株主総会の終結の時までとします。

但し、有効期間の満了前であっても、ⅰ)当社の株主総会において第87回定時株主総会決議による当社取締役会

への委任を撤回する旨の決議が行われた場合、又は、ⅱ)当社取締役会において本プランを廃止する旨の決議が

行われた場合には、本プランは当該決議に従い廃止されるものとします。

   4) 株主の皆様への影響

本新株予約権の無償割当て自体が行われていない場合には、株主の皆様に直接具体的な影響が生じることはあ

りません。他方、本プランが発動され新株予約権行使の手続を行わなければ、その保有する株式が希釈化される

場合があります（但し、当社が当社株式を対価として新株予約権の取得の手続を行った場合、保有する当社株式

全体の価値の希釈化は原則として生じません。）。

 
④ 上記取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由

1) 基本方針の実現に資する特別な取組みについて

将来にわたる当社グループの持続的成長のため３つのミッションプラス１を中心とした各種取組み、コーポ

レート・ガバナンスの強化の各施策は、当社の企業価値・株主共同の利益を継続的かつ持続的に向上させるため

の具体的方策として策定されたものであり、当社の基本方針に沿うものです。

したがって、当該取組みは基本方針に沿い、当社の株主共同の利益に合致するものであり、当社の会社役員の地

位の維持を目的とするものではございません。
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2) 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための

取組みについて

本プランは、企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させることを目的として導入されたものであ

り、基本方針に沿うものです。

 また、本プランは、株主の承認を得た上で更新されており、一定の場合に本プランの発動の是非について株主

意思確認株主総会において株主の皆様の意思を確認することができることや、有効期間が約３年間と定められた

上、株主総会又は取締役会によりいつでも廃止することができるとされているなど株主意思を重視するものであ

ること、買収防衛策に関する公の指針の要件を完全に充足していること、独立性のある社外取締役等のみから構

成される特別委員会の判断の重視や情報開示の仕組みが確保されていること、合理的な客観的発動要件が設定さ

れていること等により、その公正性・客観性が担保されており、企業価値ひいては株主共同の利益に資するもの

といえます。

 したがって、当該取組みは基本方針に沿い、当社の株主共同の利益に合致するものであり、当社の会社役員の

地位の維持を目的とするものではございません。

 
(7) 研究開発活動

当第２四半期連結累計期間の医薬品事業における研究開発費の総額は1,113百万円であります。
 

(注) 「その他」の事業では、研究開発活動を行っていないため記載しておりません。

 

 
３ 【経営上の重要な契約等】

当第２四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 15,400,000

計 15,400,000
 

　

② 【発行済株式】
　

種類
第２四半期会計期間末

現在発行数(株)
(2020年９月30日)

提出日
現在発行数(株)
(2020年11月13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 4,261,420 4,261,420
東京証券取引所
(市場第一部)

 単元株式数は100株であります

計 4,261,420 4,261,420 ― ―
 

(注) 提出日現在の発行数には、2020年11月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行

された株式数は、含まれておりません。

 

(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７月１日～
2020年９月30日

― 4,261 ― 4,304 ― ―
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(5) 【大株主の状況】

2020年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の

総数に対する
所有株式数
の割合(％)

ジャパンソファルシム株式会社 東京都千代田区岩本町二丁目２番３号 714 19.63

豊島薬品株式会社 東京都千代田区岩本町二丁目２番３号 242 6.65

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社（信託口）

東京都港区浜松町二丁目11番３号 148 4.08

日本生命保険相互会社
（常任代理人 日本マスタートラ
スト信託銀行株式会社）

東京都千代田区丸の内一丁目６番６号
（東京都港区浜松町二丁目11番３号）

144 3.95

今村　均 千葉県東金市 126 3.46

山口　一城 東京都港区 104 2.86

ゼリア新薬株式会社 東京都中央区日本橋小舟町10番11号 93 2.58

株式会社きらぼし銀行
（常任代理人 資産管理サービス
信託銀行株式会社）

東京都港区南青山三丁目10番43号
（東京都中央区晴海一丁目８番12号 晴海トリ
トンスクエアタワーＺ）

75 2.08

BBH FOR FIDELITY PURITAN
TR:FIDELITY SR INTRINSIC
OPPORTUNITIES FUND
（常任代理人 株式会社三菱UFJ
銀行）

245 SUMMER STREET BOSTON,MA 02210 U.S.A.
（東京都千代田区丸の内二丁目７番１号）

75 2.06

株式会社日本カストディ銀行
（信託口）

東京都中央区晴海一丁目８番12号 69 1.90

計 － 1,793 49.28
 

(注) 上記のほか当社所有の自己株式623千株があります。

 

(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2020年９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 623,120
 

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 3,607,400
 

36,074 ―

単元未満株式 普通株式 30,900
 

― ―

発行済株式総数 4,261,420 ― ―

総株主の議決権 ― 36,074 ―
 

(注) １　「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が300株（議決権　

３個）含まれております。

　　 ２　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式20株が含まれております。
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② 【自己株式等】

2020年９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)
日本ケミファ株式会社

東京都千代田区岩本町
二丁目２番３号

623,120 ― 623,120 14.62

計 ― 623,120 ― 623,120 14.62
 

 

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。

なお、当四半期累計期間後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
 

役職の異動

新役職名 旧役職名 氏名 異動年月日

取締役執行役員
製剤技術開発部・海外技術開発部担当

取締役執行役員
製剤技術開発部・海外技術開発部担当
兼医薬事業本部長

畑　田　 　康 2020年10月１日
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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２四半期連結会計期間（2020年７月１日から2020年

９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（2020年４月１日から2020年９月30日まで）に係る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 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

           (単位：百万円)

          
前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 10,079 10,849

  受取手形及び売掛金 7,368 7,053

  電子記録債権 3,993 3,913

  商品及び製品 4,400 4,679

  仕掛品 1,249 1,460

  原材料及び貯蔵品 1,615 1,451

  未収還付法人税等 161 71

  その他 446 381

  流動資産合計 29,314 29,859

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 5,521 5,312

   機械装置及び運搬具（純額） 2,014 1,792

   工具、器具及び備品（純額） 344 307

   土地 5,064 4,831

   リース資産（純額） 240 227

   建設仮勘定 - 4

   有形固定資産合計 13,185 12,476

  無形固定資産   

   特許権 25 23

   商標権 - 70

   販売権 100 1,091

   リース資産 32 30

   ソフトウエア 146 136

   電話加入権 18 11

   無形固定資産合計 324 1,363

  投資その他の資産   

   投資有価証券 1,853 2,087

   長期前払費用 318 288

   敷金及び保証金 94 92

   繰延税金資産 419 413

   その他 412 412

   貸倒引当金 △61 △61

   投資その他の資産合計 3,037 3,233

  固定資産合計 16,547 17,072

 繰延資産   

  社債発行費 0 0

  繰延資産合計 0 0

 資産合計 45,862 46,933
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           (単位：百万円)

          
前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 1,745 1,722

  電子記録債務 5,436 5,138

  短期借入金 400 460

  1年内返済予定の長期借入金 2,660 2,768

  リース債務 104 101

  未払金 240 538

  未払法人税等 63 79

  未払消費税等 72 66

  未払費用 2,143 2,101

  預り金 136 144

  返品調整引当金 1 1

  販売促進引当金 395 401

  その他 339 458

  流動負債合計 13,739 13,982

 固定負債   

  社債 200 200

  長期借入金 11,537 12,827

  リース債務 198 184

  役員退職慰労引当金 445 447

  退職給付に係る負債 590 513

  再評価に係る繰延税金負債 1,115 1,047

  その他 642 642

  固定負債合計 14,730 15,863

 負債合計 28,470 29,846

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 4,304 4,304

  資本剰余金 1,303 1,303

  利益剰余金 12,186 11,903

  自己株式 △3,187 △3,187

  株主資本合計 14,607 14,323

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 571 698

  土地再評価差額金 2,513 2,357

  為替換算調整勘定 △62 △59

  退職給付に係る調整累計額 △262 △251

  その他の包括利益累計額合計 2,759 2,746

 新株予約権 25 17

 純資産合計 17,392 17,087

負債純資産合計 45,862 46,933
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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２四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

売上高 16,097 14,832

売上原価 9,220 9,447

売上総利益 6,876 5,385

返品調整引当金戻入額 0 0

差引売上総利益 6,877 5,385

販売費及び一般管理費 ※１  6,257 ※１  5,575

営業利益又は営業損失（△） 619 △189

営業外収益   

 受取利息 0 0

 受取配当金 29 18

 固定資産賃貸料 3 3

 持分法による投資利益 10 9

 保険配当金 2 2

 雇用調整助成金 - 52

 その他 9 11

 営業外収益合計 55 97

営業外費用   

 支払利息 62 62

 為替差損 85 71

 支払手数料 3 3

 その他 10 14

 営業外費用合計 161 152

経常利益又は経常損失（△） 513 △245

特別利益   

 固定資産売却益 - 56

 新株予約権戻入益 - 9

 特別利益合計 - 66

特別損失   

 構造改革費用 - ※２  167

 特別損失合計 - 167

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

513 △346

法人税、住民税及び事業税 123 33

法人税等調整額 63 △121

法人税等合計 187 △88

四半期純利益又は四半期純損失（△） 326 △257

非支配株主に帰属する四半期純利益 - -

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主
に帰属する四半期純損失（△）

326 △257
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【四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 326 △257

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 △75 127

 為替換算調整勘定 △20 3

 退職給付に係る調整額 26 11

 その他の包括利益合計 △68 141

四半期包括利益 257 △115

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 257 △115

 非支配株主に係る四半期包括利益 - -
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

           (単位：百万円)

          前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四
半期純損失（△）

513 △346

 減価償却費 614 689

 販売促進引当金の増減額（△は減少） △80 5

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △34 2

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △32 △61

 受取利息及び受取配当金 △30 △19

 雇用調整助成金 - △52

 支払利息 62 62

 為替差損益（△は益） 85 71

 固定資産売却損益（△は益） - △56

 新株予約権戻入益 - △9

 構造改革費用 - 167

 売上債権の増減額（△は増加） 1,082 392

 たな卸資産の増減額（△は増加） △598 △329

 その他の流動資産の増減額（△は増加） △77 37

 長期前払費用の増減額（△は増加） 29 25

 仕入債務の増減額（△は減少） △239 △318

 未払消費税等の増減額（△は減少） △134 △2

 その他の流動負債の増減額（△は減少） 45 51

 その他の固定負債の増減額（△は減少） 220 -

 その他 △16 28

 小計 1,409 340

 利息及び配当金の受取額 38 28

 利息の支払額 △64 △61

 雇用調整助成金の受取額 - 52

 法人税等の支払額 △222 △20

 法人税等の還付額 - 90

 営業活動によるキャッシュ・フロー 1,161 428

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 △48 △48

 定期預金の払戻による収入 24 28

 有形固定資産の取得による支出 △192 △230

 無形固定資産の取得による支出 △3 △854

 有形固定資産の売却による収入 - 285

 投資有価証券の取得による支出 △3 △52

 差入保証金の回収による収入 12 5

 その他 △3 △9

 投資活動によるキャッシュ・フロー △214 △877

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 短期借入金の純増減額（△は減少） 112 60

 長期借入れによる収入 2,100 2,760

 長期借入金の返済による支出 △1,328 △1,361

 配当金の支払額 △363 △180

 その他 △49 △55

 財務活動によるキャッシュ・フロー 470 1,221

現金及び現金同等物に係る換算差額 △23 △21

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,394 750

現金及び現金同等物の期首残高 9,254 10,000

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１  10,649 ※１  10,750
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【注記事項】

(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

該当事項はありません。

 

(四半期連結貸借対照表関係)

１ 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行５行と貸出コミットメント契約を締結しており

ます。

当第２四半期連結会計期間末及び前連結会計年度末における貸出コミットメントに係る借入金未実行残高等は

次のとおりであります。
 

 
前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

貸出コミットメントの総額 3,000百万円 3,000百万円

借入実行残高 ― ―

差引額 3,000百万円 3,000百万円
 

 

(四半期連結損益計算書関係)

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
　

 
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)

広告宣伝費 33百万円 25百万円

販売促進費 1,617 〃 1,439 〃

旅費及び交通費 215 〃 118 〃

給料 1,570 〃 1,419 〃

退職給付費用 100 〃 65 〃

支払手数料 555 〃 490 〃

研究開発費 1,112 〃 1,113 〃
 

 

 
　

※２ 構造改革費用

当第２四半期連結累計期間（自　2020年４月１日　至　2020年９月30日）

グループ構造改革の実施により発生した費用を構造改革費用として計上しております。

構造改革費用の内訳は、希望退職者の募集の結果に伴い発生した割増退職金等の費用129百万円および国内拠

点の統廃合に伴う費用38百万円であります。
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のと

おりであります。
　

 
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)

現金及び預金 10,752百万円 10,849百万円

預入期間が３か月を超える定期預金 △103　〃 △99　〃

現金及び現金同等物 10,649百万円 10,750百万円
 

 

(株主資本等関係)

前第２四半期連結累計期間(自　2019年４月１日　至　2019年９月30日)

１　配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資
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21日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 363 100.00 2019年３月31日 2019年６月24日

 

　

２　基準日が当第２四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２四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。

　

当第２四半期連結累計期間(自　2020年４月１日　至　2020年９月30日)

１　配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資
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19日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 181 50.00 2020年３月31日 2020年６月22日

 

　

２　基準日が当第２四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２四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。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年９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：百万円)

 報告セグメント
その他
(注)１

合計 調整額
四半期連結損益
計算書計上額

(注)２ 医薬品事業

売上高      

  外部顧客への売上高 15,745 351 16,097 ― 16,097

  セグメント間の内部売上高
　又は振替高

3 2 5 △5 ―

計 15,748 354 16,102 △5 16,097

セグメント利益又は損失(△) 645 △25 619 ― 619
 

(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、安全性試験の受託等、ヘルスケア

事業及び不動産賃貸事業を含んでおります。

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。

 

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年９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：百万円)

 報告セグメント
その他
(注)１

合計 調整額
四半期連結損益
計算書計上額

(注)２ 医薬品事業

売上高      

  外部顧客への売上高 14,569 262 14,832 ― 14,832

  セグメント間の内部売上高
　又は振替高

13 39 53 △53 ―

計 14,583 302 14,885 △53 14,832

セグメント損失(△) △112 △77 △189 ― △189
 

(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、安全性試験の受託等、ヘルスケア

事業及び不動産賃貸事業を含んでおります。

２　セグメント損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
　

項目
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)

１株当たり四半期純利益金額
又は１株当たり四半期純損失金額（△）

90円83銭 △71円60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
又は親会社株主に帰属する四半期純損失金額（△）
(百万円)

326 △257

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金
額又は親会社株主に帰属する四半期純損失金額（△）
(百万円)

326 △257

普通株式の期中平均株式数(株) 3,595,185 3,595,022

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前
連結会計年度末から重要な変動があったものの概要

― ―

 

(注) 前第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、希薄化効果を有している

潜在株式が存在しないため記載しておりません。

当第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純損失

金額であり、また、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】

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。

 

 

EDINET提出書類

日本ケミファ株式会社(E00957)

四半期報告書

22/24



独立監査人の四半期レビュー報告書
 

 

 

2020年11月6日
 

日本ケミファ株式会社

 取 締 役 会　御 中
 

 
有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ
　　　東　　京　　事　　務　　所

 
 

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 
公認会計士 長　　島　　拓　　也

 

 印

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 
公認会計士 森　　田　　浩　　之

 

 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」に掲げられている日本ケミファ株式

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2四半期連結会計期間（2020年7月1日から2020年9月30日

まで）及び第2四半期連結累計期間（2020年4月1日から2020年9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、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、日本ケミファ株式会社及び連結子会社の2020年9月30日現在の財政

状態並びに同日をもって終了する第2四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、「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。
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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。

・　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

 
 

 

(※) 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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