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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69期

第３四半期連結
累計期間

第70期
第３四半期連結

累計期間
第69期

会計期間
自　2020年１月１日
至　2020年９月30日

自　2021年１月１日
至　2021年９月30日

自　2020年１月１日
至　2020年12月31日

売上高 （千円） 15,902,040 21,535,404 21,664,170

経常利益 （千円） 1,937,152 4,494,013 2,646,075

親会社株主に帰属する四半期（当

期）純利益
（千円） 1,444,362 3,393,032 2,071,387

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 1,369,949 3,623,646 1,738,314

純資産額 （千円） 25,644,843 28,235,357 26,012,882

総資産額 （千円） 29,315,467 34,081,911 30,440,800

１株当たり四半期（当期）純利益 （円） 105.94 248.68 151.91

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 （％） 87.48 82.85 85.45

 

回次
第69期

第３四半期連結
会計期間

第70期
第３四半期連結

会計期間

会計期間
自　2020年７月１日
至　2020年９月30日

自　2021年７月１日
至　2021年９月30日

１株当たり四半期純利益 （円） 15.13 70.40

　（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３四半期連結累計期間において、当社グループ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は、次のとおりであります。

（電気測定器事業）

　2021年９月８日付で日置（上海）測量儀器有限公司を新たに設立し、当第３四半期連結会計期間から連結の範囲に

含めております。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　　　当第３四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

　　　また、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。

 

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

　世界経済は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、依然として先行き不透明な状況が続いております。

日本を含め先進国を中心にワクチン接種が順調に進んでおりますが、変異種を主要因とする感染症拡大の波が断続

的に訪れ、経済活動の完全な再開に向けて未だ予断を許さない状況が続いております。さらに、米中対立や半導体

需給逼迫の影響は引き続き懸念されております。一方で、昨年末から急速に活発化した脱炭素化への流れを背景

に、各国政府による公共投資及び企業による設備投資のさらなる拡大が引き続き期待されております。

　当第３四半期連結会計期間においても脱炭素化に向けた世界各国の取り組みを受け、バッテリー、モーター、電

子部品関連の計測器需要は引き続き高い状態が続いております。また、新型コロナウイルス感染症対策の影響もあ

りデータセンターの投資も堅調で、保守管理用途での計測器需要の高まりが継続しております。海外市場において

は、中国、韓国、台湾及びアメリカ、ヨーロッパなど幅広い地域で計測器需要は引き続き堅調で、売上高が伸長い

たしました。

　開発面では、９月までに６機種の新製品を市場に投入してまいりました。８月には、無線通信で測定値をスマー

トフォンやタブレット端末に転送できるデジタルマルチメータを発売いたしました。当社の無償アプリケーション

と組み合わせることで簡易的な高調波解析ができるなど、お客様の生産性の向上や多様な計測ニーズへの対応に寄

与することが期待されます。

　販売面では、中国における販売体制を変更いたしました。これまで中国市場へは、当社の子会社である日置（上

海）商貿有限公司が当社製品の販売、顧客サポート、アフターサービスを行ってまいりましたが、日置（上海）商

貿有限公司は６月に中国国内の地域統括会社へと会社機能を変更し、９月に社名を日置（上海）測量技術有限公司

に変更いたしました。また、９月には日置（上海）測量技術有限公司の子会社である日置（上海）測量儀器有限公

司を設立し、今後中国市場における当社製品の販売、顧客サポートを行ってまいります。

　利益面では、人件費及び経費は増加いたしましたが、売上高がこの増加幅を上回ったことにより、営業利益、経

常利益ともに前年同期を上回る結果になりました。

　以上により、当第３四半期連結累計期間における業績は、売上高215億35百万円（前年同期比35.4％増）、営業

利益42億99百万円（同139.3％増）、経常利益44億94百万円（同132.0％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益

33億93百万円（同134.9％増）になりました。

　当第３四半期連結会計期間末における総資産は、現金及び預金、たな卸資産が増加したため、前連結会計年度末

と比較して36億41百万円増加し、340億81百万円になりました。

　負債は、未払費用は減少いたしましたが、賞与引当金が増加したため、前連結会計年度末と比較して14億18百万

円増加し、58億46百万円になりました。

　純資産は、利益剰余金が増加したため、前連結会計年度末と比較して22億22百万円増加し、282億35百万円にな

りました。
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　当社グループにおける製品別の受注高及び売上高の実績は、次のとおりであります。

 

① 受注実績

 

 

前第３四半期連結累計期間
（自　2020年１月１日
至　2020年９月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自　2021年１月１日
至　2021年９月30日）

増減

金額
（千円）

構成比
（％）

金額
（千円）

構成比
（％）

金額
（千円）

増減率
（％）

自動試験装置 1,343,584 8.5 2,836,230 12.1 1,492,646 111.1

記 録 装 置 2,820,367 17.8 3,390,831 14.5 570,463 20.2

電 子 測 定 器 6,812,414 43.1 11,801,532 50.3 4,989,117 73.2

現 場 測 定 器 3,906,678 24.7 4,466,353 19.0 559,675 14.3

周 辺 装 置 他 934,307 5.9 961,058 4.1 26,751 2.9

合 計 15,817,352 100.0 23,456,006 100.0 7,638,654 48.3

 

② 売上実績

 

 

前第３四半期連結累計期間
（自　2020年１月１日
至　2020年９月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自　2021年１月１日
至　2021年９月30日）

増減

金額
（千円）

構成比
（％）

金額
（千円）

構成比
（％）

金額
（千円）

増減率
（％）

自動試験装置 1,598,457 10.1 2,501,975 11.6 903,518 56.5

記 録 装 置 2,740,120 17.2 3,135,197 14.6 395,076 14.4

電 子 測 定 器 6,801,972 42.8 10,223,674 47.5 3,421,702 50.3

現 場 測 定 器 3,799,758 23.9 4,528,533 21.0 728,774 19.2

周 辺 装 置 他 961,730 6.0 1,146,023 5.3 184,292 19.2

合 計 15,902,040 100.0 21,535,404 100.0 5,633,363 35.4
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　また、顧客の所在地別の受注高及び売上高の実績は、次のとおりであります。

　当第３四半期連結累計期間の海外売上高は、124億76百万円（前年同期比59.9％増）、海外売上高比率は57.9％

になりました。

 

① 受注実績

 

 

 

 

 

前第３四半期連結累計期間
（自　2020年１月１日
至　2020年９月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自　2021年１月１日
至　2021年９月30日）

増減

金額
（千円）

構成比
（％）

金額
（千円）

構成比
（％）

金額
（千円）

増減率
（％）

国　　内 7,933,216 50.2 9,575,578 40.8 1,642,362 20.7

海 外

ア ジ ア 5,912,115 37.4 10,883,412 46.4 4,971,296 84.1

ア メ リ カ 961,463 6.1 1,566,140 6.7 604,676 62.9

ヨ ー ロ ッ パ 709,961 4.5 1,111,522 4.7 401,561 56.6

その他の地域 300,595 1.9 319,353 1.4 18,757 6.2

計 7,884,135 49.8 13,880,428 59.2 5,996,292 76.1

合　　計 15,817,352 100.0 23,456,006 100.0 7,638,654 48.3

（注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２．各区分に属する主な国又は地域

（１）アジア ……………… 中国・韓国・台湾・東南アジア・インド

（２）アメリカ …………… 北米・中南米

（３）ヨーロッパ ………… ドイツ・フランス・イタリア・イギリス

（４）その他の地域 ……… 中近東・オーストラリア・アフリカ

３．受注高は顧客の所在地を基礎とし、分類しております。

 

② 売上実績

 

 

 

 

 

前第３四半期連結累計期間
（自　2020年１月１日
至　2020年９月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自　2021年１月１日
至　2021年９月30日）

増減

金額
（千円）

構成比
（％）

金額
（千円）

構成比
（％）

金額
（千円）

増減率
（％）

国　　内 8,101,837 50.9 9,059,371 42.1 957,533 11.8

海 外

ア ジ ア 5,709,706 35.9 9,568,133 44.4 3,858,426 67.6

ア メ リ カ 1,045,277 6.6 1,603,277 7.4 558,000 53.4

ヨ ー ロ ッ パ 772,521 4.9 1,010,833 4.7 238,312 30.8

その他の地域 272,696 1.7 293,787 1.4 21,090 7.7

計 7,800,202 49.1 12,476,032 57.9 4,675,829 59.9

合　　計 15,902,040 100.0 21,535,404 100.0 5,633,363 35.4

（注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２．各区分に属する主な国又は地域

（１）アジア ……………… 中国・韓国・台湾・東南アジア・インド

（２）アメリカ …………… 北米・中南米

（３）ヨーロッパ ………… ドイツ・フランス・イタリア・イギリス

（４）その他の地域 ……… 中近東・オーストラリア・アフリカ

３．売上高は顧客の所在地を基礎とし、分類しております。
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（２）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第３四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。

 

（３）研究開発活動

　当第３四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、19億61百万円であります。

　また、中国市場における研究開発、製造、販売、顧客サポートを事業内容とする日置（上海）科技発展有限公

司が稼働し、顧客ニーズを適時に満たすための中国国内での研究開発活動を開始しておりますが、現時点でその

影響は軽微であり、当第３四半期連結累計期間における研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

 

３【経営上の重要な契約等】

　当第３四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 40,514,000

計 40,514,000

 

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末現
在発行数（株）
　（2021年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（2021年11月１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 14,024,365 14,024,365 東京証券取引所市場第一部 単元株式数100株

計 14,024,365 14,024,365 － －

 

（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）

2021年７月１日～

2021年９月30日
－ 14,024,365 － 3,299,463 － 3,936,873

 

（５）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第３四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３四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（2021年６月30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】

    2021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 377,400 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 13,618,800 136,188 －

単元未満株式 普通株式 28,165 － －

発行済株式総数  14,024,365 － －

総株主の議決権  － 136,188 －

 （注）「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が300株含まれております。また、「議決

権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数３個が含まれております。

 

②【自己株式等】

    2021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
（％）

日置電機株式会社 長野県上田市小泉81番地 377,400 － 377,400 2.69

計 － 377,400 － 377,400 2.69

 （注）当第３四半期会計期間末日現在の自己株式数（単元未満株式は除く。）は、377,500株であります。

 

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３四半期連結会計期間（2021年７月１日から2021

年９月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（2021年１月１日から2021年９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：千円）

 
前連結会計年度
(2020年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 13,323,366 14,650,550

受取手形及び売掛金 2,346,128 3,209,094

商品及び製品 740,611 942,004

仕掛品 472,779 676,998

原材料及び貯蔵品 1,197,417 2,227,460

その他 184,499 207,332

貸倒引当金 △9,051 △5,090

流動資産合計 18,255,752 21,908,351

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） ※ 7,381,694 ※ 7,121,829

機械装置及び運搬具（純額） 370,752 285,594

工具、器具及び備品（純額） 772,231 748,937

土地 ※ 1,992,142 ※ 1,998,862

建設仮勘定 3,695 50,333

有形固定資産合計 10,520,516 10,205,558

無形固定資産   

ソフトウエア 309,096 370,488

その他 37,847 9,861

無形固定資産合計 346,944 380,350

投資その他の資産 1,317,588 1,587,652

固定資産合計 12,185,048 12,173,560

資産合計 30,440,800 34,081,911
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度
(2020年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

負債の部   

流動負債   

買掛金 592,726 872,996

未払法人税等 528,920 761,636

賞与引当金 － 1,965,354

役員賞与引当金 － 81,270

その他 1,891,408 853,584

流動負債合計 3,013,055 4,534,841

固定負債   

繰延税金負債 7,174 3,068

退職給付に係る負債 882,073 794,871

その他 525,614 513,772

固定負債合計 1,414,862 1,311,712

負債合計 4,427,917 5,846,554

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,299,463 3,299,463

資本剰余金 3,952,139 3,968,885

利益剰余金 19,693,452 21,653,898

自己株式 △741,371 △726,702

株主資本合計 26,203,683 28,195,544

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 160,495 188,318

為替換算調整勘定 38,445 207,371

退職給付に係る調整累計額 △389,742 △355,876

その他の包括利益累計額合計 △190,800 39,812

純資産合計 26,012,882 28,235,357

負債純資産合計 30,440,800 34,081,911
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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３四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第３四半期連結累計期間

(自　2020年１月１日
　至　2020年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2021年１月１日
　至　2021年９月30日)

売上高 15,902,040 21,535,404

売上原価 9,093,839 11,380,143

売上総利益 6,808,201 10,155,260

販売費及び一般管理費 5,011,838 5,856,060

営業利益 1,796,362 4,299,200

営業外収益   

受取利息 3,550 4,360

受取配当金 13,372 13,500

受取家賃 5,760 6,519

為替差益 － 30,095

助成金収入 102,781 61,269

還付金収入 － 47,591

その他 54,637 38,141

営業外収益合計 180,102 201,478

営業外費用   

支払利息 3,852 5,889

為替差損 34,319 －

その他 1,140 775

営業外費用合計 39,313 6,664

経常利益 1,937,152 4,494,013

特別利益   

固定資産売却益 4 9,059

特別利益合計 4 9,059

特別損失   

固定資産除却損 2,139 1,247

会員権評価損 1,230 －

特別損失合計 3,369 1,247

税金等調整前四半期純利益 1,933,787 4,501,826

法人税、住民税及び事業税 713,278 1,363,115

法人税等調整額 △223,852 △254,321

法人税等合計 489,425 1,108,793

四半期純利益 1,444,362 3,393,032

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,444,362 3,393,032
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【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第３四半期連結累計期間

(自　2020年１月１日
　至　2020年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2021年１月１日
　至　2021年９月30日)

四半期純利益 1,444,362 3,393,032

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △52,524 27,822

為替換算調整勘定 △35,570 168,926

退職給付に係る調整額 13,681 33,865

その他の包括利益合計 △74,413 230,613

四半期包括利益 1,369,949 3,623,646

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,369,949 3,623,646
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【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

（連結の範囲の重要な変更）

　2021年９月８日付で日置（上海）測量儀器有限公司を新たに設立し、当第３四半期連結会計期間から連結の範

囲に含めております。

 

（追加情報）

（新型コロナウイルス感染症拡大に伴う会計上の見積り）

　前連結会計年度の有価証券報告書の（追加情報）（新型コロナウイルス感染症拡大に伴う会計上の見積り）に

記載した新型コロナウイルス感染症拡大の影響に関する仮定について重要な変更はありません。

 

（四半期連結貸借対照表関係）

※　国庫補助金等により取得した固定資産の圧縮記帳累計額は、次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（2020年12月31日）
当第３四半期連結会計期間

（2021年９月30日）

建物 621,590千円 621,590千円

構築物 12,769 12,769

土地 100,000 100,000

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第３四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３四半

期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く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３四半期連結累計期間
（自 2020年１月１日
至 2020年９月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自 2021年１月１日
至 2021年９月30日）

減価償却費 857,194千円 820,848千円
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（株主資本等関係）

　Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　2020年１月１日　至　2020年９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

2020年２月27日

定時株主総会
普通株式 613,175 45 2019年12月31日 2020年２月28日 利益剰余金

2020年６月５日

取締役会
普通株式 272,771 20 2020年６月30日 2020年８月14日 利益剰余金

 

　Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　2021年１月１日　至　2021年９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

2021年２月25日

定時株主総会
普通株式 545,535 40 2020年12月31日 2021年２月26日 利益剰余金

2021年７月９日

取締役会
普通株式 887,050 65 2021年６月30日 2021年８月13日 利益剰余金

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前第３四半期連結累計期間（自　2020年１月１日　至　2020年９月30日）及び当第３四半期連結累計期間

（自　2021年１月１日　至　2021年９月30日）

当社グループは、電気測定器事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

（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、次のとおりであります。

 
 
 
 

前第３四半期連結累計期間
（自　2020年１月１日
至　2020年９月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自　2021年１月１日
至　2021年９月30日）

１株当たり四半期純利益 （円） 105.94 248.68

（算定上の基礎）    

親会社株主に帰属する四半期純利益 （千円） 1,444,362 3,393,032

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） 1,444,362 3,393,032

普通株式の期中平均株式数 （株） 13,634,398 13,644,088

（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。

 

２【その他】

2021年７月９日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

　（１）中間配当による配当金の総額 …………… 887,050千円

　（２）１株当たりの金額 ………………………… 65円

　（３）支払請求の効力発生日及び支払開始日 … 2021年８月13日

　（注）2021年６月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払を行いました。
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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 

 

2021年10月29日

日置電機株式会社

取締役会　御中

 

太陽有限責任監査法人

 東京事務所

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 泉　　淳一　　印

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 小野　　潤　　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置電機

株式会社の2021年１月１日から2021年12月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（2021年７月１日か

ら2021年９月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（2021年１月１日から2021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、日置電機株式会社及び連結子会社の2021年９月30日現在の財政

状態及び同日をもって終了する第３四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

　（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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