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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173期

第１四半期
連結累計期間

第174期
第１四半期
連結累計期間

第173期

会計期間
自　2020年１月１日
至　2020年３月31日

自　2021年１月１日
至　2021年３月31日

自　2020年１月１日
至　2020年12月31日

売上高 （百万円） 36,320 31,479 121,320

経常利益 （百万円） 2,940 4,200 7,391

親会社株主に帰属する四半期

（当期）純利益
（百万円） 1,817 2,874 3,709

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） △239 4,121 3,637

純資産額 （百万円） 84,510 90,626 87,673

総資産額 （百万円） 116,570 112,464 118,177

１株当たり

四半期（当期）純利益
（円） 24.56 38.81 50.09

潜在株式調整後１株当たり

四半期（当期）純利益
（円） 24.51 38.74 50.00

自己資本比率 （％） 68.0 75.8 69.4

（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、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）は含まれておりません。

 

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）が営んでいる事業の内容に重要な

変更はありません。また、主要な関係会社の異動もありません。

　なお、2021年１月１日付けで「エネリア東部中央株式会社」を存続会社とし、「エネリア東部東株式会社」を消滅

会社とする吸収合併を行い、名称を「エネリア東部株式会社」に変更いたしました。
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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）経営成績に関する説明

　当第１四半期（2021年１～３月）の売上高は、ガス販売量は増加したものの、原料費調整制度によるガス販売単

価の下方調整等により、前年同期に比べ13.3％減の31,479百万円となりました。

　また、原料価格の下落等を受けて原材料費が減少したことなどにより、営業利益は前年同期に比べ14.9％増の

3,512百万円、経常利益は42.9％増の4,200百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益は58.1％増の2,874百万円

となりました。

 

　セグメントの経営成績は、次のとおりであります。

　なお、下記のセグメント別経営成績数値には、セグメント間の内部取引を含んでおります。

①ガス

　ガス販売量は、工業用で大口需要家の稼働増や卸販売が増加したことなどにより、前年同期に比べ3.3％増の409

百万ｍ3となりました。

　売上高は、ガス販売量は増加したものの、原料費調整制度によるガス販売単価の下方調整により、前年同期に比

べ18.8％減の23,622百万円となりました。また、原料価格の下落等を受けて原材料費が減少したことなどにより、

セグメント利益（営業利益）は1.9％増の3,355百万円となりました。

②ＬＰＧ・その他エネルギー

　売上高は、前年同期に比べ13.9％増の5,762百万円となり、セグメント利益（営業利益）は96.5％増の686百万円

となりました。

　③その他

　売上高は、前年同期に比べ2.6％増の3,840百万円となり、セグメント利益（営業利益）は16.3％増の260百万円

となりました。

 

(2）財政状態に関する説明

　当第１四半期末における総資産は、受取手形及び売掛金の増加や株式市況の影響により投資有価証券の評価額が

増加したものの、原料代金の支払のタイミングにより現金及び預金が減少したことなどから、前連結会計年度末に

比べ5,713百万円減の112,464百万円となりました。

　負債は、原料代金決済のタイミングによる買掛金の減少等により、前連結会計年度末に比べ8,665百万円減の

21,838百万円となりました。

　純資産は、四半期純利益の計上により利益剰余金が増加したことなどから、前連結会計年度末に比べ2,952百万

円増の90,626百万円となり、自己資本比率は75.8％となりました。

 

(3）経営方針・経営戦略等

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はあ

りません。

 

(4）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。

 

(5）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０百万円であります。

　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。
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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 240,000,000

計 240,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末
現在発行数（株）

 （2021年３月31日）

提出日現在発行数（株）
（2021年５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 76,192,950 76,192,950
東京証券取引所

（市場第一部）
単元株式数　100株

計 76,192,950 76,192,950 － －

 

（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）

2021年１月１日～

2021年３月31日
－ 76,192,950 － 6,279 － 4,098

 

（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ず、記載するこ

とができませんので、直前の基準日である2020年12月31日現在で記載しております。

①【発行済株式】

    2020年12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 2,145,100

完全議決権株式（その他） 普通株式 74,026,900 740,269 －

単元未満株式 普通株式 20,950 － 一単元（100株）未満の株式

発行済株式総数  76,192,950 － －

総株主の議決権  － 740,269 －

 

②【自己株式等】

    2020年12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）

静岡ガス㈱

静岡県静岡市駿河区八幡

一丁目５番38号
2,145,100 － 2,145,100 2.81

計 － 2,145,100 － 2,145,100 2.81

 

 

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）及び「ガス事業会計規則」（昭和29年通商産業省令第15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（2021年１月１日から2021

年３月31日まで）及び第１四半期連結累計期間（2021年１月１日から2021年３月31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り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12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2021年３月31日)

資産の部   

固定資産   

有形固定資産   

製造設備 5,892 5,581

供給設備 34,213 34,002

業務設備 5,135 5,093

その他の設備 7,481 7,531

建設仮勘定 2,096 2,318

有形固定資産合計 54,819 54,526

無形固定資産 935 970

投資その他の資産   

投資有価証券 8,218 9,661

長期貸付金 4,463 4,283

繰延税金資産 987 731

その他投資 1,810 1,912

貸倒引当金 △73 △78

投資その他の資産合計 15,406 16,509

固定資産合計 71,160 72,006

流動資産   

現金及び預金 31,732 23,642

受取手形及び売掛金 8,492 10,231

商品及び製品 307 335

原材料及び貯蔵品 4,863 4,455

その他流動資産 1,646 1,819

貸倒引当金 △25 △27

流動資産合計 47,016 40,457

資産合計 118,177 112,464
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  (単位：百万円)

 
前連結会計年度
(2020年12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2021年３月31日)

負債の部   

固定負債   

長期借入金 4,373 3,887

繰延税金負債 172 214

退職給付に係る負債 3,045 3,071

その他固定負債 99 99

固定負債合計 7,691 7,273

流動負債   

1年以内に期限到来の固定負債 1,712 1,609

買掛金 9,571 6,297

未払金 3,140 2,421

未払法人税等 2,089 1,039

賞与引当金 423 735

配船調整引当金 2,900 －

その他流動負債 2,976 2,460

流動負債合計 22,812 14,564

負債合計 30,503 21,838

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,279 6,279

資本剰余金 4,948 4,950

利益剰余金 69,583 71,827

自己株式 △1,090 △1,088

株主資本合計 79,721 81,968

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 2,341 3,035

繰延ヘッジ損益 △218 －

為替換算調整勘定 △104 △63

退職給付に係る調整累計額 333 318

その他の包括利益累計額合計 2,352 3,290

新株予約権 108 103

非支配株主持分 5,491 5,262

純資産合計 87,673 90,626

負債純資産合計 118,177 112,464
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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　2020年１月１日
　至　2020年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　2021年１月１日
　至　2021年３月31日)

売上高 36,320 31,479

売上原価 26,320 21,188

売上総利益 9,999 10,291

供給販売費及び一般管理費 6,942 6,778

営業利益 3,057 3,512

営業外収益   

受取利息 26 21

受取配当金 3 424

持分法による投資利益 － 172

雑収入 105 121

営業外収益合計 136 738

営業外費用   

支払利息 25 19

持分法による投資損失 154 －

為替差損 66 21

雑支出 6 9

営業外費用合計 253 50

経常利益 2,940 4,200

税金等調整前四半期純利益 2,940 4,200

法人税等 858 1,025

四半期純利益 2,081 3,175

非支配株主に帰属する四半期純利益 263 300

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,817 2,874
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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　2020年１月１日
　至　2020年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　2021年１月１日
　至　2021年３月31日)

四半期純利益 2,081 3,175

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △1,088 700

繰延ヘッジ損益 △1,102 218

為替換算調整勘定 △4 4

退職給付に係る調整額 △8 △14

持分法適用会社に対する持分相当額 △117 37

その他の包括利益合計 △2,320 945

四半期包括利益 △239 4,121

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △487 3,812

非支配株主に係る四半期包括利益 247 308
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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）

（税金費用の計算）

　税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む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しております。

 

（追加情報）

（配船調整引当金について）

前連結会計年度において、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた急激な需要の減少に対応するために、LNG

調達契約に基づき、その契約数量の一部引き取りを後年に後ろ倒ししており、当該対応にかかる支払見込額2,900

百万円を配船調整引当金として計上いたしました。当第１四半期連結会計期間において、当該対応にかかる支払額

が確定したことから、その支払を行いました。

なお、当該支払額は、後年に当該数量分の引き取りを行う際にその代金へ充当し、将来の仕入を減額することが

出来ますが、当第1四半期連結会計期間末における需要想定とLNG調達契約の状況から、その引取時期は現時点にお

いて未確定であります。

 

（新型コロナウイルス感染症の会計上の見積りへの影響に関する説明）

新型コロナウイルス感染症の影響については、不確実性が高いものの、当社グループの需要が当連結会計年度の

後半に向けて徐々に回復するとの仮定をおき、会計上の見積もりを行っております。当第１四半期連結累計期間に

おいては、当該感染症の当社グループの四半期連結財務諸表に与える影響は軽微であります。

なお、新型コロナウイルス感染症の影響にかかる仮定については、前連結会計年度の有価証券報告書における

「重要な引当金の計上基準」（追加情報）に記載した内容から重要な変更を行っておりませんが、当該仮定は不確

実性が高く、今後、その状況や影響に変化が生じた場合、四半期連結財務諸表に影響を及ぼす可能性があります。
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（四半期連結貸借対照表関係）

偶発債務

　下記関係会社の金融機関からの借入に対し、債務保証を行っております。

 
前連結会計年度

（2020年12月31日）
当第１四半期連結会計期間

（2021年３月31日）

静浜パイプライン㈱ 3,527百万円 3,249百万円

 

（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　2020年１月１日
至　2020年３月31日）

当第１四半期連結累計期間
（自　2021年１月１日
至　2021年３月31日）

減価償却費 2,032百万円 2,026百万円
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　2020年１月１日　至　2020年３月31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

2020年３月25日

定時株主総会
普通株式 592 8.0 2019年12月31日 2020年３月26日 利益剰余金

 

(2）基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発

生日が当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。

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　2021年１月１日　至　2021年３月31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３月26日

定時株主総会
普通株式 629 8.5 2020年12月31日 2021年３月29日 利益剰余金

 

(2）基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発

生日が当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　2020年１月１日　至　2020年３月31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
（注２）

四半期連結
損益計算書
計上額
 （注３）

 ガス
ＬＰＧ・
その他
エネルギー

計

売上高        

外部顧客への売上高 28,693 4,931 33,625 2,695 36,320 － 36,320

セグメント間の内部売

上高又は振替高
400 129 529 1,046 1,576 △1,576 －

計 29,094 5,061 34,155 3,741 37,896 △1,576 36,320

セグメント利益 3,293 349 3,642 223 3,866 △808 3,057

（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、受注工事及びガス機器販売事

業、リフォーム事業、リース事業等を含んでおります。

２　セグメント利益の調整額△808百万円には、セグメント間取引消去62百万円及び各報告セグメントに配分し

ていない全社費用△871百万円が含まれております。全社費用は、報告セグメントに帰属しない一般管理費

であります。

３　セグメント利益は、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１四半期連結累計期間（自　2021年１月１日　至　2021年３月31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
（注２）

四半期連結
損益計算書
計上額
 （注３）

 ガス
ＬＰＧ・
その他
エネルギー

計

売上高        

外部顧客への売上高 23,089 5,682 28,772 2,707 31,479 － 31,479

セグメント間の内部売

上高又は振替高
532 79 612 1,133 1,745 △1,745 －

計 23,622 5,762 29,384 3,840 33,225 △1,745 31,479

セグメント利益 3,355 686 4,042 260 4,302 △789 3,512

（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、受注工事及びガス機器販売事

業、リフォーム事業、リース事業等を含んでおります。

２　セグメント利益の調整額△789百万円には、セグメント間取引消去67百万円及び各報告セグメントに配分し

ていない全社費用△857百万円が含まれております。全社費用は、報告セグメントに帰属しない一般管理費

であります。

３　セグメント利益は、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。
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（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、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益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　2020年１月１日
至　2020年３月31日）

当第１四半期連結累計期間
（自　2021年１月１日
至　2021年３月31日）

(１）１株当たり四半期純利益 24円56銭 38円81銭

（算定上の基礎）    

親会社株主に帰属する四半期純利益 （百万円） 1,817 2,874

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
（百万円） 1,817 2,874

普通株式の期中平均株式数 （株） 74,009,207 74,052,006

（２）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 24円51銭 38円74銭

（算定上の基礎）    

親会社株主に帰属する四半期純利益

調整額
（百万円） － －

普通株式増加数 （株） 152,920 133,777

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

－ －

 

（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。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

 2021年5月12日
 

静岡ガス株式会社
 

 取締役会　御中  

 

 有限責任監査法人トーマツ  

 　　　静　岡　事　務　所  

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 郷　右　近　　隆　也㊞

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 嶋　田　　　　聖　　㊞

 

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」に掲げられている静岡ガス株式会社

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1四半期連結会計期間（2021年1月1日から2021年3月31日ま

で）及び第1四半期連結累計期間（2021年1月1日から2021年3月31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、静岡ガス株式会社及び連結子会社の2021年3月31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
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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おりません。
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