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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83期

第２四半期
連結累計期間

第84期
第２四半期
連結累計期間

第83期

会計期間
自平成27年４月１日
至平成27年９月30日

自平成28年４月１日
至平成28年９月30日

自平成27年４月１日
至平成28年３月31日

売上高 （千円） 1,341,087 1,460,814 2,680,420

経常利益 （千円） 118,355 96,465 174,919

親会社株主に帰属する四半期（当

期）純利益
（千円） 69,767 59,804 101,075

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 25,405 88,560 126,035

純資産額 （千円） 2,244,232 2,411,172 2,344,838

総資産額 （千円） 3,355,158 3,615,353 3,497,126

１株当たり四半期（当期）純利益

金額
（円） 32.94 28.24 47.73

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 （％） 64.8 64.6 65.0

営業活動による

キャッシュ・フロー
（千円） △56,385 23,701 △5,432

投資活動による

キャッシュ・フロー
（千円） 16,954 △18,553 △63,800

財務活動による

キャッシュ・フロー
（千円） △15,179 27,236 10,396

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高
（千円） 197,321 225,480 193,094

 

回次
第83期

第２四半期
連結会計期間

第84期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自平成27年７月１日
至平成27年９月30日

自平成28年７月１日
至平成28年９月30日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 14.96 14.86

（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）純利益金額につきましては、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２四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。

 

３【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）経営成績の分析

　当社グループの平成29年３月期第２四半期の売上高につきましては、前年同四半期と比較してアンプルの売上が

増加し、管瓶の売上も例年の状況に戻り順調に推移したため昨年実績を上回り、売上高14億６千万円（前年同期比

8.9％増）となりました。

　利益面につきましては、売上高は増加しましたが第１四半期と同様に前連結会計年度末に増加した製品在庫の生

産調整等を行ったため、売上原価で人件費や減価償却費等の固定費の比率が増加し、営業利益８千６百万円（前年

同期比20.6％減）、経常利益９千６百万円（前年同期比18.5％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益５千９百

万円（前年同期比14.3％減）とそれぞれ減少しました。

 

(2）財政状態の分析

（総資産）

当第２四半期末における総資産は、前連結会計年度末と比較して１億１千８百万円増加し36億１千５百万円

となりました。主な要因は、商品及び製品が１億１百万円及び有形固定資産が２千３百万円減少した一方で、

受取手形及び売掛金(純額)が１億６千３百万円、現金及び預金が４千万円及び投資有価証券が２千９百万円増

加したことによるものであります。

（負債）

負債総額につきましては、前連結会計年度末と比較して５千１百万円増加し12億４百万円となりました。主

な要因は、未払法人税等が２千７百万円減少した一方で、買掛金が３千８百万円及び長期借入金が４千８百万

円増加したことによるものであります。

（純資産）

純資産総額につきましては、前連結会計年度末と比較して６千６百万円増加し24億１千１百万円となりまし

た。主な要因は、利益剰余金が３千８百万円及びその他有価証券評価差額金が２千３百万円増加したことによ

るものであります。
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(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（以下「資金」という。）は、前連結会計

年度末に比べ３千２百万円増加し、当第２四半期連結会計期間末には２億２千５百万円となりました。

　当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれら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）

　営業活動の結果得られた資金は、２千３百万円（前年同四半期は５千６百万円の資金減少）となりました。

これは主に売上債権の増加１億６千３百万円及び法人税等の支払５千４百万円があった一方で、税金等調整前

四半期純利益が９千６百万円、減価償却費が３千６百万円及びたな卸資産の減少９千５百万円によるものであ

ります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は、１千８百万円（前年同四半期は１千６百万円の資金増加）となりました。

これは主に定期預金の払い戻しによる収入９千万円があった一方で、定期預金の預け入れによる支出１億円に

よるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果得られた資金は、２千７百万円（前年同四半期は１千５百万円の資金減少）となりました。

これは主に長期借入金の返済による支出１億１百万円及び配当金の支払による支出２千万円があった一方で、

新規の長期借入金による収入１億５千万円によるものであります。

 

(4）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、当社グループが対処すべき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。
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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 8,000,000

計 8,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成28年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成28年11月14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 2,142,000 2,142,000
東京証券取引所
ＪＡＳＤＡＱ
（スタンダード）

単元株式数　100株

計 2,142,000 2,142,000 ― ―

 

（２）【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）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

 

（５）【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）

平成28年７月１日～

平成28年９月30日
― 2,142,000 ― 107,100 ― 582
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（６）【大株主の状況】

  平成28年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数に対
する所有株式数の割
合（％）

小熊　信一 千葉県市川市 977 45.65

小熊　雄二 福島県いわき市 123 5.76

小熊　千惠子 東京都文京区 116 5.43

前田硝子株式会社 東京都品川区東大井１－６－１ 86 4.02

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町１－５－５ 75 3.52

第一三共株式会社 東京都中央区日本橋本町３－５－１ 62 2.89

江頭　訓 東京都足立区 44 2.07

石川　営 栃木県鹿沼市 40 1.86

歌川　勝久 東京都小金井市 36 1.68

菊池　方子 埼玉県所沢市 30 1.40

計 ― 1,591 74.32

（注）　所有株式数は千株未満切り捨て、所有株式数の割合は小数第２位未満を切り捨てて記載しております。

 

（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成28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） 普通株式        24,200 ― ―

完全議決権株式（その他） 普通株式     2,113,100 21,131 ―

単元未満株式 普通株式         4,700 ― ―

発行済株式総数 2,142,000 ― ―

総株主の議決権 ― 21,131 ―

（注）　単元未満株式数には、当社所有の自己株式が14株含まれております。

 

②【自己株式等】

平成28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

（％）

不二硝子株式会社 東京都墨田区文花二丁目15番９号 24,200 － 24,200 1.12

計 ― 24,200 － 24,200 1.12

 

 

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２四半期連結会計期間（平成28年７月１日から平

成28年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成28年４月１日から平成28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います。
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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

(平成28年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成28年９月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 275,534 315,552

受取手形及び売掛金（純額） ※２ 691,051 ※２ 854,568

有価証券 12,732 14,733

商品及び製品 607,564 506,470

仕掛品 4,160 5,278

原材料及び貯蔵品 51,956 56,173

未収入金 29,782 40,176

繰延税金資産 40,375 40,105

その他 1,722 1,330

流動資産合計 1,714,880 1,834,388

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 374,182 363,561

機械装置及び運搬具（純額） 134,178 133,945

土地 446,096 446,096

建設仮勘定 24,624 13,003

その他（純額） 7,735 7,206

有形固定資産合計 986,816 963,813

無形固定資産 1,237 1,179

投資その他の資産   

投資有価証券 753,031 782,826

その他 48,777 40,763

貸倒引当金 △7,617 △7,617

投資その他の資産合計 794,191 815,972

固定資産合計 1,782,245 1,780,964

資産合計 3,497,126 3,615,353
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(平成28年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成28年９月30日)

負債の部   

流動負債   

買掛金 134,065 172,326

1年内返済予定の長期借入金 159,800 166,400

未払法人税等 55,982 28,704

未払事業所税 7,400 3,662

賞与引当金 60,274 63,291

その他 122,287 118,698

流動負債合計 539,809 553,082

固定負債   

長期借入金 157,200 199,000

繰延税金負債 163,055 172,800

役員退職慰労引当金 143,643 139,252

退職給付に係る負債 119,806 111,265

資産除去債務 28,772 28,779

固定負債合計 612,477 651,098

負債合計 1,152,287 1,204,181

純資産の部   

株主資本   

資本金 107,100 107,100

資本剰余金 582 582

利益剰余金 1,741,434 1,780,061

自己株式 △8,473 △8,473

株主資本合計 1,840,643 1,879,270

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 432,238 455,677

その他の包括利益累計額合計 432,238 455,677

非支配株主持分 71,957 76,224

純資産合計 2,344,838 2,411,172

負債純資産合計 3,497,126 3,615,353

 

EDINET提出書類

不二硝子株式会社(E01186)

四半期報告書

 9/17



（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：千円）

 
前第２四半期連結累計期間
(自　平成27年４月１日
　至　平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成28年４月１日
　至　平成28年９月30日)

売上高 1,341,087 1,460,814

売上原価 1,015,627 1,166,170

売上総利益 325,460 294,644

販売費及び一般管理費 ※ 216,180 ※ 207,875

営業利益 109,279 86,768

営業外収益   

受取利息 36 13

受取配当金 8,269 8,154

受取賃貸料 4,610 4,563

その他 2,104 1,683

営業外収益合計 15,020 14,415

営業外費用   

支払利息 1,829 1,990

賃貸費用 3,004 2,450

その他 1,110 277

営業外費用合計 5,944 4,718

経常利益 118,355 96,465

税金等調整前四半期純利益 118,355 96,465

法人税、住民税及び事業税 43,779 26,883

法人税等調整額 △2,007 4,461

法人税等合計 41,772 31,344

四半期純利益 76,582 65,121

非支配株主に帰属する四半期純利益 6,815 5,316

親会社株主に帰属する四半期純利益 69,767 59,804
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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：千円）

 
前第２四半期連結累計期間
(自　平成27年４月１日
　至　平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成28年４月１日
　至　平成28年９月30日)

四半期純利益 76,582 65,121

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △51,177 23,439

その他の包括利益合計 △51,177 23,439

四半期包括利益 25,405 88,560

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 18,590 83,244

非支配株主に係る四半期包括利益 6,815 5,316
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

  （単位：千円）

 
前第２四半期連結累計期間
(自　平成27年４月１日
　至　平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成28年４月１日
　至　平成28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 118,355 96,465

減価償却費 37,282 36,521

賞与引当金の増減額（△は減少） 715 3,017

貸倒引当金の増減額（△は減少） 91 122

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6,183 △4,390

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △11,096 △8,540

受取利息及び受取配当金 △8,305 △8,170

支払利息 1,829 1,990

売上債権の増減額（△は増加） △37,286 △163,638

たな卸資産の増減額（△は増加） △86,346 95,758

未収入金の増減額（△は増加） 8,180 △10,394

仕入債務の増減額（△は減少） △13,850 38,261

未払消費税等の増減額（△は減少） △33,425 19,253

その他の支出 △19,208 △24,545

小計 △36,882 71,711

利息及び配当金の受取額 8,313 8,171

利息の支払額 △1,827 △2,019

法人税等の支払額 △25,989 △54,161

営業活動によるキャッシュ・フロー △56,385 23,701

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 △127,752 △100,556

定期預金の払戻による収入 202,500 90,502

有形固定資産の取得による支出 △59,124 △15,712

投資有価証券の取得による支出 △788 △801

その他の収入 2,120 8,014

投資活動によるキャッシュ・フロー 16,954 △18,553

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入 100,000 150,000

長期借入金の返済による支出 △93,200 △101,600

配当金の支払額 △21,034 △20,534

非支配株主への配当金の支払額 △525 △1,048

その他 △420 420

財務活動によるキャッシュ・フロー △15,179 27,236

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △54,610 32,385

現金及び現金同等物の期首残高 251,931 193,094

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 197,321 ※ 225,480
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【注記事項】

(会計方針の変更)

（平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用）

　法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対

応報告第32号　平成28年６月17日）を第１四半期連結会計期間に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物

附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

　なお、当第２四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表への影響額は軽微であります。

 

 

(追加情報)

（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

　「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　平成28年３月28日）を第１

四半期連結会計期間から適用しております。

 

 

（四半期連結貸借対照表関係）

　１　受取手形裏書譲渡高

 
前連結会計年度

（平成28年３月31日）
当第２四半期連結会計期間
（平成28年９月30日）

受取手形裏書譲渡高 191,332千円 138,939千円

 

※２　資産の額から直接控除している貸倒引当金の額

 
前連結会計年度

（平成28年３月31日）
当第２四半期連結会計期間
（平成28年９月30日）

受取手形及び売掛金（純額） 912千円 1,034千円

 

 

（四半期連結損益計算書関係）

※　　販売費及び一般管理費の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　平成27年４月１日
　　至　平成27年９月30日）

　当第２四半期連結累計期間
（自　平成28年４月１日

　　至　平成28年９月30日）

運賃及び荷造費 32,859千円 30,342千円

役員報酬 36,708 36,996

給料及び賞与 58,437 56,021

退職給付費用 5,937 3,778

役員退職慰労引当金繰入額 6,183 4,609

賞与引当金繰入額 11,639 12,016

減価償却費 3,136 2,928

 

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※　　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下記のとお

りであります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自　平成27年４月１日
至　平成27年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成28年４月１日
至　平成28年９月30日）

　現金及び預金勘定 255,759千円 315,552千円

　預入期間が３ヶ月を超える定期預金等 △65,169 △104,805

　有価証券勘定 6,732 14,733

　現金及び現金同等物 197,321 225,480
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　平成27年４月１日　至　平成27年９月30日）

配当支払額

（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

平成27年６月26日

定時株主総会
普通株式 21,178 10.00 平成27年３月31日 平成27年６月29日 利益剰余金

 

 

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　平成28年４月１日　至　平成28年９月30日）

配当支払額

（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

平成28年６月29日

定時株主総会
普通株式 21,177 10.00 平成28年３月31日 平成28年６月30日 利益剰余金

 

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前第２四半期連結累計期間（自　平成27年４月１日　至　平成27年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間

（自　平成28年４月１日　至　平成28年９月30日）

　当社グループは単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

 

（金融商品関係）

当第２四半期連結会計期間末（平成28年９月30日）

　金融商品の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動があり

ません。

 

 

（有価証券関係）

当第２四半期連結会計期間末（平成28年９月30日）

　有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動がある

ものの企業集団の事業の運営において重要性が乏しいため、記載を省略しております。

 

 

（デリバティブ取引関係）

当第２四半期連結会計期間末（平成28年９月30日）

　当社グループはデリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。

 

 

（企業結合等関係）

　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金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自　平成27年４月１日
至　平成27年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成28年４月１日
至　平成28年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額 32円94銭 28円24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（千円） 69,767 59,804

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

益金額（千円）
69,767 59,804

普通株式の期中平均株式数（千株） 2,117 2,117

（注）　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、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）

（自己株式の取得）

当社は、平成28年11月10日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用さ

れる同法第156条の規定に基づき、自己株式を取得すること及びその具体的な取得方法について決議し、自己

株式の取得を以下のとおり実施いたしました。

(1)自己株式の取得を行った理由

経営環境の変化に柔軟に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため。

(2)自己株式取得に関する取締役会の決議内容

①　取得する株式の種類　　　普通株式

②　取得する株式の総数　　　70,000株(上限)

③　株式の取得価額の総額　　28,630,000円(上限)

④　取得日　　　　　　　　　平成28年11月11日

⑤　取得方法　　　　　　　　東京証券取引所の自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）による買付け

(3)取得結果

上記決議により、平成28年11月11日に当社普通株式62,000株（取得価額25,358,000円)を取得いたし

ました。

 

 

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  

 

 

 平成２８年１１月１４日

 

不　二　硝　子　株　式　会　社

取　　締　　役　　会　　御中  

 

 

 有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ  

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 伊 集 院　　　邦　　光　㊞

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 杉　　本　　　健 太 郎　㊞

 

 

　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
いる不二硝子株式会社の平成２８年４月１日から平成２９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（平成２８年７月１日から平成２８年９月３０日まで）及び第２四半期連結累計期間
（平成２８年４月１日から平成２８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。
 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
　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。
 

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、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。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。
　四半期レビューにおいては、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し
て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。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。
　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。
 

監査人の結論
　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、不二硝子株式会社及び連結子会社
の平成２８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すべての重要な点におい
て認められなかった。
 

利害関係
　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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