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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124期

第１四半期
連結累計期間

第125期
第１四半期
連結累計期間

第124期

会計期間
自 2021年４月１日
至 2021年６月30日

自 2022年４月１日
至 2022年６月30日

自 2021年４月１日
至 2022年３月31日

売上高 (百万円) 13,047 15,366 58,492

経常利益 (百万円) 1,098 741 2,818

親会社株主に帰属する
四半期（当期）純利益

(百万円) 766 492 1,975

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) △0 281 1,060

純資産額 (百万円) 67,756 67,523 67,918

総資産額 (百万円) 95,808 97,498 100,458

１株当たり四半期（当期）純利益金額 (円) 54.68 36.52 141.76

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 (％) 70.7 69.3 67.6
 

（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　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、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）において営まれている事業の内容

に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、

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】

当第１四半期連結累計期間（自　2022年４月１日　至　2022年６月30日）における当社グループの財政状態及び経

営成績の状況の概要は、次のとおりであります。

 

（１）経営成績の状況

当第１四半期連結累計期間（2022年４月１日～2022年６月30日）におけるわが国経済は、長期に亘る新型コロナ

ウイルス感染症の影響による経済活動の抑制に加え、ウクライナ情勢等の影響に伴う原材料価格の急騰や急速な円

安の進行等、先行き不透明な状況が続いております。

このような状況のもと、当社グループは第一次日甜グループ中期経営計画の最終年度を迎えましたが、砂糖消費

の低迷に加え、エネルギーコストの高騰等により、目標とする利益の達成が極めて厳しい見込みとなっておりま

す。そのため、コスト削減を推し進めるとともに、販売促進等に努めてまいりました。

その結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は、主に砂糖事業及び飼料事業の売上の増加により、前年同期比

17.8％増の15,366百万円となりましたが、経常利益は、原材料価格の急騰を受けた飼料事業の減益等により前年同

期比32.5％減の741百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益は前年同期比35.7％減の492百万円となりました。

 
 

セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。

＜砂糖事業＞

砂糖セグメントの売上高は、新型コロナウイルス感染症の影響により落ち込んでいるビート糖の販売数量が回復傾向に

あること等により、前年同期比22.4％増の10,669百万円となりましたが、製造コストや運送費の増加等により、セグメン

ト利益は前年同期比21.7％減の289百万円となりました。

＜食品事業＞

食品セグメントの売上高は、オリゴ糖等食品素材の売上増加等により、前年同期比8.9％増の615百万円となりました

が、製造コストの増加により損益が悪化し、3百万円のセグメント損失（前年同期は6百万円のセグメント利益）となりま

した。

＜飼料事業＞

飼料セグメントの売上高は、穀物相場の影響を受けて配合飼料の販売価格が上昇したことにより、前年同期比9.0％増

の2,415百万円となりましたが、原材料価格急騰の影響が大きく、130百万円のセグメント損失（前年同期は121百万円の

セグメント利益）となりました。

＜農業資材事業＞

農業資材セグメントの売上高は、農業資材やそ菜用紙筒(移植栽培用育苗鉢)の販売数量の増加等により、前年同期比

11.1％増の994百万円となり、セグメント利益は、前年同期比16.3％増の108百万円となりました。

＜不動産事業＞

不動産セグメントの売上高は、前年同期並の381百万円となり、セグメント利益は、経費削減により、前年同期比7.4％

増の246百万円となりました。

＜その他＞

その他の事業の売上高は、石油類の販売価格上昇等により、前年同期比6.0％増の289百万円となり、営業損失は、51百

万円（前年同期は61百万円の営業損失）となりました。
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（２）財政状態

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末比2,960百万円減の97,498百万円で、このうち流動資

産は、主に棚卸資産の減少により前連結会計年度末比3,024百万円減の51,927百万円となり、固定資産は、前連結会

計年度末比64百万円増の45,571百万円となりました。

一方、負債の合計は、前連結会計年度末比2,564百万円減の29,975百万円で、このうち流動負債は、主に短期借入

金の減少により前連結会計年度末比2,374百万円減の20,252百万円となり、固定負債は、前連結会計年度末比190百

万円減の9,722百万円となりました。

純資産は、前連結会計年度末比395百万円減の67,523百万円となりました。

 
（３）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四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。

 

（４）研究開発活動

当第１四半期連結累計期間の研究開発費の総額は145百万円であります。

 

（５）経営成績に重要な影響を与える要因

当社グループの経営成績に重要な影響を与える要因につきましては、前事業年度の有価証券報告書の「対処すべ

き課題」及び「事業等のリスク」に記載のとおり、当社グループの売上高の約７割を砂糖事業が占め、他の事業に

おきましてもほとんどが砂糖事業に付随又は関連する事業から成り立っていることから、国の農業政策や砂糖業界

を取り巻く国際情勢、原料てん菜の生産状況など砂糖事業に特有のリスクが、当社グループの経営成績に重要な影

響を与える可能性があります。

 
（６）資本の財源及び資金の流動性に係る情報

当社グループが事業を行う上で必要となる運転資金、設備投資、借入金の返済及び利息の支払い並びに配当金及

び法人税の支払い等に資金を充当しております。

運転資金等の資金需要に対しては、営業活動によるキャッシュ・フローと金融機関からの借入により資金を調達

しており、金融機関からの借入金額は年間の資金計画に基づき適切な水準とし、資金繰りを考慮し返済方法を決定

しております。また当社及び子会社の余剰資金を、当社グループ内で融通し合うことにより資金の効率化を図り、

グループ外部への資金流出を抑えております。

設備投資については、過剰な投資とならないよう当社グループの現況に見合った年間の投資計画を策定し、老朽

化した設備の更新のほか、製造コストの削減、製造工程の改善、製品の品質向上、環境対策等を目的とした設備投

資又は将来の利益獲得のための先行投資を行っております。

重要な資本的支出の予定及びその資金調達方法は、前事業年度の有価証券報告書の「設備の新設、除却等の計

画」に記載のとおりであり、設備の新設・更新については自己資金によっております。

 
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は行われておりません。
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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 20,000,000

計 20,000,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第１四半期会計期間末

現在発行数(株)
(2022年６月30日)

提出日現在発行数(株)
(2022年８月10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 15,325,642 15,325,642
東京証券取引所
プライム市場

単元株式数は100株

計 15,325,642 15,325,642 ― ―
 

 

(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
(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)

2022年６月30日 ─ 15,325,642 ─ 8,279 ─ 8,404
 

 

(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（2022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】

2022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)
(自己保有株式)

― ―
普通株式 1,842,800

完全議決権株式(その他)
普通株式

 13,419,600
134,196 単元株式数は100株

単元未満株式
普通株式
 63,242

― ―

発行済株式総数 15,325,642 ― ―

総株主の議決権 ― 134,196 ―
 

（注）１　「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株式が400株（議決権４個）含まれており

ます。

２　単元未満株式には当社所有の自己株式73株が含まれております。

 

② 【自己株式等】

2022年３月31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)
日本甜菜製糖株式会社

東京都港区三田３－12－14 1,842,800 ― 1,842,800 12.02

計 ― 1,842,800 ― 1,842,800 12.02
 

（注）当第１四半期会計期間末日現在の自己株式数は、1,845,769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」（2007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（2022年４月１日から2022年

６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（2022年４月１日から2022年６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 あずさ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：百万円)

          
前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2022年６月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 6,160 5,691

  受取手形及び売掛金 7,329 8,656

  有価証券 6,000 5,000

  商品及び製品 27,616 22,686

  仕掛品 3,284 653

  原材料及び貯蔵品 2,996 5,468

  その他 1,571 3,776

  貸倒引当金 △5 △6

  流動資産合計 54,952 51,927

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 11,362 11,233

   その他（純額） 12,245 12,735

   有形固定資産合計 23,607 23,969

  無形固定資産 425 416

  投資その他の資産   

   投資有価証券 19,809 19,526

   退職給付に係る資産 1,502 1,508

   その他 162 151

   貸倒引当金 △1 △1

   投資その他の資産合計 21,473 21,185

  固定資産合計 45,506 45,571

 資産合計 100,458 97,498
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           (単位：百万円)

          
前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2022年６月30日)

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 1,749 4,571

  短期借入金 14,663 8,661

  未払法人税等 954 231

  その他 5,259 6,787

  流動負債合計 22,626 20,252

 固定負債   

  長期借入金 226 195

  役員退職慰労引当金 24 9

  退職給付に係る負債 4,499 4,485

  その他 5,162 5,031

  固定負債合計 9,913 9,722

 負債合計 32,540 29,975

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 8,279 8,279

  資本剰余金 8,416 8,416

  利益剰余金 44,934 44,752

  自己株式 △3,528 △3,531

  株主資本合計 58,101 57,917

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 9,367 9,157

  繰延ヘッジ損益 3 8

  退職給付に係る調整累計額 446 440

  その他の包括利益累計額合計 9,816 9,606

 純資産合計 67,918 67,523

負債純資産合計 100,458 97,498
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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：百万円)

          前第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年６月30日)

売上高 13,047 15,366

売上原価 9,250 11,528

売上総利益 3,797 3,837

販売費及び一般管理費   

 販売費 2,206 2,555

 一般管理費 791 779

 販売費及び一般管理費合計 2,997 3,335

営業利益 799 502

営業外収益   

 受取利息 0 0

 受取配当金 308 294

 持分法による投資利益 11 8

 その他 24 25

 営業外収益合計 345 328

営業外費用   

 支払利息 31 34

 固定資産処分損 10 46

 その他 5 9

 営業外費用合計 47 90

経常利益 1,098 741

特別利益   

 投資有価証券売却益 - 3

 特別利益合計 - 3

特別損失   

 固定資産処分損 7 13

 その他 - 0

 特別損失合計 7 13

税金等調整前四半期純利益 1,090 731

法人税等 324 239

四半期純利益 766 492

親会社株主に帰属する四半期純利益 766 492
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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：百万円)

          前第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年６月30日)

四半期純利益 766 492

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 △771 △209

 繰延ヘッジ損益 △2 4

 退職給付に係る調整額 7 △5

 その他の包括利益合計 △766 △210

四半期包括利益 △0 281

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 △0 281

 非支配株主に係る四半期包括利益 - -
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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）

当第１四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日　至　2022年６月30日)

１　原価差異の繰延処理

操業度等の季節的な変動に起因して発生した原価差異につきましては、原価計算期間末までにほぼ解消が見込ま

れるため、当該原価差異を流動資産（その他）及び流動負債（その他）として繰延べております。

２　税金費用の計算

当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利

益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。

ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税

率を使用する方法によっております。
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(四半期連結貸借対照表関係)

１ 保証債務

連結会社以外の会社の金融機関からの借入金に対して、次のとおり債務保証を行っております。

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2022年６月30日)

とかち飼料㈱ 675百万円 とかち飼料㈱ 574百万円
 

 

(四半期連結損益計算書関係)

　該当事項はありません。

 

(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 2021年４月１日
至 2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年６月30日)

減価償却費 559百万円 555百万円
 

 

(株主資本等関係)

前第１四半期連結累計期間（自　2021年４月１日　至　2021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
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2021年６月29日
定時株主総会

普通株式 700 50 2021年３月31日 2021年６月30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。

 

当第１四半期連結累計期間（自　2022年４月１日　至　2022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
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2022年６月28日
定時株主総会

普通株式 674 50 2022年３月31日 2022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。
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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 2021年４月１日 至 2021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並びに収益の分解情報

       (単位：百万円)

 
報告セグメント

その他
（注）

合計

砂糖 食品 飼料 農業資材 不動産 計

売上高         

 顧客との契約から生じる収
益

8,719 565 2,216 895 - 12,396 250 12,647

 その他の収益 - - - - 378 378 22 400

 外部顧客への売上高 8,719 565 2,216 895 378 12,774 273 13,047

 セグメント間の内部
 売上高又は振替高

50 5 3 13 31 104 1,277 1,382

計 8,769 570 2,219 909 409 12,878 1,551 14,430

セ グ メ ン ト 利 益 又 は 損 失
（△）

369 6 121 93 229 821 △61 760
 

（注）「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、貨物輸送、石油類の販売及びスポー

ツ施設・書店の営業等を含んでおります。

 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

(差異調整に関する事項)

 (単位：百万円)

利益 金額

報告セグメント計 821

「その他」の区分の利益又は損失（△） △61

セグメント間取引消去 39

その他の調整額 0

四半期連結損益計算書の営業利益 799
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Ⅱ　当第１四半期連結累計期間(自 2022年４月１日 至 2022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並びに収益の分解情報

       (単位：百万円)

 
報告セグメント

その他
（注）

合計

砂糖 食品 飼料 農業資材 不動産 計

売上高         

 顧客との契約から生じる収
益

10,669 615 2,415 994 - 14,694 267 14,961

 その他の収益 - - - - 381 381 22 404

 外部顧客への売上高 10,669 615 2,415 994 381 15,076 289 15,366

 セグメント間の内部
　売上高又は振替高

59 6 4 4 31 105 3,133 3,238

計 10,728 621 2,419 999 412 15,181 3,423 18,605

セ グ メ ン ト 利 益 又 は 損 失
（△）

289 △3 △130 108 246 511 △51 459
 

（注）「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、貨物輸送、石油類の販売及びスポー

ツ施設・書店の営業等を含んでおります。

 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

(差異調整に関する事項)

 (単位：百万円)

利益 金額

報告セグメント計 511

「その他」の区分の利益又は損失（△） △51

セグメント間取引消去 42

その他の調整額 0

四半期連結損益計算書の営業利益 502
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(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項（セグメント情報等）」に記載のとおりであります。

 
(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。
　

項目
前第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年６月30日)

１株当たり四半期純利益金額 54円68銭 36円52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(百万円) 766 492

 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(百万円)

766 492

 普通株式の期中平均株式数(株) 14,011,404 13,481,485
 

（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。

 
 

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
 

2022年８月10日

日 本 甜 菜 製 糖 株 式 会 社

   取 締 役 会 御中

 

有限責任 あずさ監査法人

札 幌 事 務 所
 

 

 

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 上　　坂　　善　　章  
 

 

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 谷　　川　　良　　憲  
 

 

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甜菜製糖株

式会社の2022年４月１日から2023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（2022年４月１日から2022

年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（2022年４月１日から2022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、日本甜菜製糖株式会社及び連結子会社の2022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。

 

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
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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．上記の四半期レビュー報告書の原本は当社（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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