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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121期
第3四半期

連結累計期間

第122期
第3四半期

連結累計期間
第121期

会計期間
自 2020年4月1日
至 2020年12月31日

自 2021年4月1日
至 2021年12月31日

自 2020年4月1日
至 2021年3月31日

売上収益
(百万円)

883,582 1,021,981
1,246,286

(第3四半期連結会計期間) (363,355) (357,840)

事業利益(△損失) (百万円) △6,662 25,262 15,912

税引前四半期利益(△損失)又は
税引前利益

(百万円) △7,171 27,755 15,352

親会社の所有者に帰属する
四半期(当期)利益(△損失) (百万円)

△13,648 10,131
800

(第3四半期連結会計期間) (10,396) (3,362)

親会社の所有者に帰属する
四半期(当期)包括利益

(百万円) 14,953 36,664 59,371

親会社の所有者に帰属する持分 (百万円) 506,671 582,457 550,908

総資産額 (百万円) 1,238,491 1,344,927 1,291,300

基本的1株当たり
四半期(当期)利益(△損失) (円)

△39.79 29.54
2.33

(第3四半期連結会計期間) (30.31) (9.80)

希薄化後1株当たり
四半期(当期)利益

(円) － 29.53 －

親会社所有者帰属持分比率 (％) 40.91 43.31 42.66

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 66,389 55,353 91,757

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △43,076 △10,003 △52,515

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △44,134 △8,864 △57,957

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) 115,592 157,830 118,645
 

(注) 1　国際会計基準(以下「IFRS」という。)に基づいて連結財務諸表を作成しております。

2　当社は要約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。

3　上記指標は、国際会計基準(IFRS)により作成した要約四半期連結財務諸表及び連結財務諸表に基づいており

ます。

 
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(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容に、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。 

なお、「第４ 経理の状況　１ 要約四半期連結財務諸表　要約四半期連結財務諸表注記　4．事業セグメント　

(2) 報告セグメントの変更等に関する事項」に記載のとおり、第1四半期連結会計期間より報告セグメントを変更

しております。 
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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】

(1) 経営成績の分析

当第3四半期連結累計期間における世界経済は、欧米を中心とする新型コロナウイルスの感染再拡大や前期から

継続する半導体供給不足の影響はありながらも緩やかな回復基調が続きました。

日本経済は、新型コロナウイルスの感染者数が低位に推移したことで経済活動が再開し、自動車部品の供給不

足も徐々に解消に向かうなど、回復傾向にありました。

しかし、世界的な感染状況悪化による経済活動や部材調達等への影響が懸念され、今後の見通しは予断を許さ

ない状況であります。

このような状況の中で、当社グループの当第3四半期連結累計期間の売上収益は1兆219億81百万円と前第3四半

期連結累計期間に比べ1,383億98百万円(15.7％)の増収となりました。事業利益につきましては252億62百万円と

なり、前第3四半期連結累計期間に比べ319億25百万円の増益、親会社の所有者に帰属する四半期利益につきまし

ては101億31百万円となり、前第3四半期連結累計期間に比べ237億79百万円の増益となりました。

 
セグメントの業績は次のとおりであります。

なお、「第４ 経理の状況　１ 要約四半期連結財務諸表　要約四半期連結財務諸表注記　4．事業セグメント　

(2) 報告セグメントの変更等に関する事項」に記載のとおり、第1四半期連結会計期間より報告セグメントを変更

しており、前第3四半期連結累計期間の数値を変更後の報告セグメントに組み替えて比較分析しております。

「自動車」におきましては、新型コロナウイルス感染症の再拡大や半導体不足による自動車メーカーの減産等

の影響はあるものの、前第1四半期における販売の落ち込みが大きかったこともあり全地域で販売が増加し、売上

収益は前第3四半期連結累計期間に比べ899億3百万円(15.0％)増収の6,888億円となりました。販売増加に加え、

原価改善や固定費削減の効果等により、事業利益は前第3四半期連結累計期間に比べ92億71百万円増益の70億39百

万円となりました。

「産機・軸受」におきましても「自動車」と同様に全地域で販売が増加したこと等により、売上収益は前第3四

半期連結累計期間に比べ379億97百万円(19.9％)増収の2,285億97百万円、事業利益は179億18百万円増益の122億

14百万円となりました。

「工作機械」におきましては、北米において販売が増加したこと等により、売上収益は前第3四半期連結累計期

間に比べ104億97百万円(11.2％)増収の1,045億83百万円、事業利益は46億19百万円増益の50億5百万円となりまし

た。

 
(2) 財政状態の分析

当第3四半期連結会計期間末における総資産は、現金及び現金同等物や棚卸資産の増加等により、1兆3,449億27

百万円と前連結会計年度末に比べ536億26百万円の増加となりました。

負債につきましては、営業債務及びその他の債務の増加等により、7,271億14百万円と前連結会計年度末に比べ

209億2百万円の増加となりました。

また、資本につきましては、四半期利益の計上等により、6,178億12百万円と前連結会計年度末に比べ327億24

百万円の増加となりました。

 

(3) キャッシュ・フローの状況

営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期利益の計上や営業債権及びその他の債権の減少等によ

り、当第3四半期連結累計期間は553億53百万円の資金の増加となりました。(前第3四半期連結累計期間は663億89

百万円の資金の増加。)

投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入があったものの、有形固定資産の取得

による支出等により、当第3四半期連結累計期間は100億3百万円の資金の減少となりました。(前第3四半期連結累

計期間は430億76百万円の資金の減少。)
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財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の償還や配当金の支払い等により、当第3四半期連結累計期間は88

億64百万円の資金の減少となりました。(前第3四半期連結累計期間は441億34百万円の資金の減少。)

これらに換算差額等を加減算した結果、当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は1,578億30

百万円となりました。

 
(4) 研究開発活動

当第3四半期連結累計期間の研究開発費は、364億79百万円であります。

なお、当第3四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。

 

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 1,200,000,000

計 1,200,000,000
 

 

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12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(2022年2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 343,286,307 343,286,307

東京証券取引所
(市場第一部)
名古屋証券取引所
 (市場第一部)

単元株式数　100株

計 343,286,307 343,286,307 ― ―
 

 

(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)

2021年10月1日～
2021年12月31日

― 343,286 ― 45,591 ― 108,225
 

 

(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9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)

(自己保有株式)
普通株式 ― ―

282,000
(相互保有株式)
普通株式 ― ―

76,000

完全議決権株式(その他)
普通株式

3,426,906 ―
342,690,600

単元未満株式
普通株式

― 1単元(100株)未満の株式
237,707

発行済株式総数 343,286,307 ― ―

総株主の議決権 ― 3,426,906 ―
 

(注) 1　「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が1,600株(議決権16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55株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(％)

(自己保有株式)
㈱ジェイテクト

愛知県刈谷市朝日町
1-1

282,000 － 282,000 0.08

(相互保有株式)
三井精機工業㈱

東京都台東区柳橋
1-11-11

76,000 － 76,000 0.02

計 ― 358,000 － 358,000 0.10
 

 

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。
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第４ 【経理の状況】

 

1 要約四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の要約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。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)第93条の規定により、国際会計基準第34号「期中財務報告」

に準拠し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10月1日から2021年12月

31日まで)及び第3四半期連結累計期間(2021年4月1日から2021年12月31日まで)に係る要約四半期連結財務諸表につい

て、ＰｗＣ京都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 【要約四半期連結財務諸表】

(1) 【要約四半期連結財政状態計算書】

(単位：百万円)

 注記
前連結会計年度
(2021年3月31日)

 
当第3四半期連結会計期間

(2021年12月31日)

資産     

流動資産     

現金及び現金同等物  118,645  157,830

営業債権及びその他の債権  290,568  283,742

棚卸資産  182,872  218,663

その他の金融資産 6 3,394  4,276

未収法人所得税  1,952  1,232

その他の流動資産  3,205  2,564

流動資産合計  600,639  668,309

非流動資産     

有形固定資産  463,344  452,187

のれん及び無形資産  31,656  29,694

その他の金融資産 6 144,226  142,515

持分法で会計処理されている投資  11,786  12,550

繰延税金資産  14,225  14,915

その他の非流動資産  25,421  24,755

非流動資産合計  690,660  676,617

資産合計  1,291,300  1,344,927
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(単位：百万円)

 注記
前連結会計年度
(2021年3月31日)

 
当第3四半期連結会計期間

(2021年12月31日)

負債及び資本     

負債     

流動負債     

営業債務及びその他の債務  286,634  298,590

社債及び借入金 6 62,971  78,175

その他の金融負債 6 2,857  2,149

未払法人所得税  5,558  10,803

引当金  5,529  6,141

その他の流動負債  4,894  3,861

流動負債合計  368,446  399,722

非流動負債     

社債及び借入金 6 223,248  211,202

その他の金融負債 6 6,695  6,581

退職給付に係る負債  79,203  80,271

引当金  224  220

繰延税金負債  19,976  21,454

その他の非流動負債  8,417  7,661

非流動負債合計  337,765  327,391

負債合計  706,212  727,114

資本     

資本金  45,591  45,591

資本剰余金  107,397  107,599

自己株式  △428  △430

その他の資本の構成要素  △5,934  4,465

利益剰余金  404,281  425,231

親会社の所有者に帰属する持分合計  550,908  582,457

非支配持分  34,179  35,354

資本合計  585,088  617,812

負債及び資本合計  1,291,300  1,344,927
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(2) 【要約四半期連結損益計算書及び要約四半期連結包括利益計算書】

【要約四半期連結損益計算書】

【第3四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

 注記
前第3四半期連結累計期間

(自　2020年4月1日
　 至　2020年12月31日)

 
当第3四半期連結累計期間

(自　2021年4月1日
　 至　2021年12月31日)

売上収益 4,5 883,582  1,021,981

売上原価  △775,474  △872,774

売上総利益  108,107  149,206

販売費及び一般管理費  △114,770  △123,944

事業利益(△損失) 4 △6,662  25,262

その他の収益  7,835  5,082

その他の費用  △9,042  △7,148

営業利益(△損失)  △7,869  23,195

金融収益  4,331  6,925

金融費用  △3,668  △2,660

持分法による投資利益  35  295

税引前四半期利益(△損失)  △7,171  27,755

法人所得税費用  △5,127  △15,316

四半期利益(△損失)  △12,298  12,439
     

     

四半期利益(△損失)の帰属     

親会社の所有者  △13,648  10,131

非支配持分  1,349  2,307

1株当たり四半期利益(親会社の所有者への帰属) 8    

基本的1株当たり四半期利益（△損失）（円）  △39.79  29.54

希薄化後1株当たり四半期利益(円)  －  29.53
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【第3四半期連結会計期間】

(単位：百万円)

 注記
前第3四半期連結会計期間

(自　2020年10月1日
　 至　2020年12月31日)

 
当第3四半期連結会計期間

(自　2021年10月1日
　 至　2021年12月31日)

売上収益 4 363,355  357,840

売上原価  △307,134  △306,432

売上総利益  56,221  51,408

販売費及び一般管理費  △39,554  △41,654

事業利益 4 16,666  9,754

その他の収益  2,658  1,151

その他の費用  △2,868  △2,923

営業利益  16,457  7,983

金融収益  1,650  2,690

金融費用  △1,478  △765

持分法による投資利益  168  65

税引前四半期利益  16,798  9,974

法人所得税費用  △5,528  △5,567

四半期利益  11,269  4,406
     

     

四半期利益の帰属     

親会社の所有者  10,396  3,362

非支配持分  873  1,044

1株当たり四半期利益(親会社の所有者への帰属) 8    

基本的1株当たり四半期利益（円）  30.31  9.80

希薄化後1株当たり四半期利益(円)  －  9.80
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【要約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：百万円)

 注記
前第3四半期連結累計期間

(自　2020年4月1日
　 至　2020年12月31日)

 
当第3四半期連結累計期間

(自　2021年4月1日
　 至　2021年12月31日)

四半期利益(△損失)  △12,298  12,439

     

その他の包括利益     

純損益に振り替えられることのない項目     

FVTOCIに指定した資本性金融商品への
投資による損益

6 25,913  15,854

退職給付制度の再測定額  291  254

持分法による投資のその他の包括利益に
対する持分相当額

 37  35

純損益に振り替えられることのない
項目合計

 26,242  16,144

     

純損益に振り替えられる可能性のある項目     

在外営業活動体の為替換算差額  2,615  11,166

持分法による投資のその他の包括利益に
対する持分相当額

 △78  626

純損益に振り替えられる可能性のある
項目合計

 2,537  11,793

その他の包括利益合計  28,779  27,937

四半期包括利益  16,480  40,376
     

     

四半期包括利益の帰属     

親会社の所有者  14,953  36,664

非支配持分  1,527  3,711
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【第3四半期連結会計期間】

(単位：百万円)

 注記
前第3四半期連結会計期間

(自　2020年10月1日
　 至　2020年12月31日)

 
当第3四半期連結会計期間

(自　2021年10月1日
　 至　2021年12月31日)

四半期利益  11,269  4,406

     

その他の包括利益     

純損益に振り替えられることのない項目     

FVTOCIに指定した資本性金融商品への
投資による損益

 11,953  1,877

退職給付制度の再測定額  410  △29

持分法による投資のその他の包括利益に
対する持分相当額

 13  1

純損益に振り替えられることのない
項目合計

 12,377  1,849

     

純損益に振り替えられる可能性のある項目     

在外営業活動体の為替換算差額  4,628  11,591

持分法による投資のその他の包括利益に
対する持分相当額

 47  111

純損益に振り替えられる可能性のある
項目合計

 4,676  11,702

その他の包括利益合計  17,053  13,552

四半期包括利益  28,323  17,958
     

     

四半期包括利益の帰属     

親会社の所有者  27,142  15,801

非支配持分  1,181  2,156
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(3) 【要約四半期連結持分変動計算書】

(単位：百万円)

　　　　　　　　　　　　　　　親会社の所有者に帰属する持分

 注記 資本金

 

資本剰余金

 

自己株式

 その他の資本の構成要素

   

FVTOCIに
指定した資本性
金融商品への
投資による損益

 
退職給付制度の

再測定額  

在外営業

活動体の

為替換算差額

2020年4月1日残高  45,591 107,273 △426 － － △23,322

アルゼンチン連結子会社
のインフレーション会計
に基づく増加額

 － － － － － －

2020年4月1日残高(調整後)  45,591 107,273 △426 － － △23,322

四半期損失  － － － － － －

その他の包括利益  － － － 25,895 306 2,399

四半期包括利益合計  － － － 25,895 306 2,399

自己株式の取得  － － △1 － － －

配当金 7 － － － － － －

その他の資本の
構成要素から
利益剰余金への振替

 － － － △25,895 △306 －

連結範囲の変動  － 38 － － － －

支配喪失とならない子会
社に対する所有者持分の
変動

 － 70 － － － －

所有者との取引額合計  － 109 △1 △25,895 △306 －

2020年12月31日残高  45,591 107,382 △427 － － △20,922
             

             

2021年4月1日残高  45,591 107,397 △428 － － △5,934

アルゼンチン連結子会社
のインフレーション会計
に基づく減少額

 － － － － － －

2021年4月1日残高(調整後)  45,591 107,397 △428 － － △5,934

四半期利益  － － － － － －

その他の包括利益  － － － 15,863 269 10,399

四半期包括利益合計  － － － 15,863 269 10,399

自己株式の取得  － － △1 － － －

配当金 7 － － － － － －

株式報酬取引  － 15 － － － －

その他の資本の
構成要素から
利益剰余金への振替

 － － － △15,863 △269 －

連結範囲の変動  － △28 － － － －

支配喪失とならない子会
社に対する所有者持分の
変動

 － 215 － － － －

所有者との取引額合計  － 202 △1 △15,863 △269 －

2021年12月31日残高  45,591 107,599 △430 － － 4,465
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(単位：百万円)

親会社の所有者に帰属する持分

 注記

その他の資本の
構成要素

 
利益剰余金

 親会社の所有者

に帰属する持分

合計

 
非支配持分

 
合計

合計     

           

2020年4月1日残高  △23,322 370,228 499,343 32,207 531,551

アルゼンチン連結子会社
のインフレーション会計
に基づく増加額

 － 177 177 － 177

2020年4月1日残高(調整後)  △23,322 370,405 499,521 32,207 531,728

四半期損失  － △13,648 △13,648 1,349 △12,298

その他の包括利益  28,601 － 28,601 178 28,779

四半期包括利益合計  28,601 △13,648 14,953 1,527 16,480

自己株式の取得  － － △1 － △1

配当金 7 － △8,232 △8,232 △2,039 △10,271

その他の資本の
構成要素から
利益剰余金への振替

 △26,201 26,201 － － －

連結範囲の変動  － 321 359 12 372

支配喪失とならない子会
社に対する所有者持分の
変動

 － － 70 △119 △49

所有者との取引額合計  △26,201 18,290 △7,802 △2,147 △9,949

2020年12月31日残高  △20,922 375,048 506,671 31,588 538,259
           

           

2021年4月1日残高  △5,934 404,281 550,908 34,179 585,088

アルゼンチン連結子会社
のインフレーション会計
に基づく減少額

 － △108 △108 － △108

2021年4月1日残高(調整後)  △5,934 404,172 550,799 34,179 584,979

四半期利益  － 10,131 10,131 2,307 12,439

その他の包括利益  26,532 － 26,532 1,404 27,937

四半期包括利益合計  26,532 10,131 36,664 3,711 40,376

自己株式の取得  － － △1 － △1

配当金 7 － △5,488 △5,488 △1,951 △7,439

株式報酬取引  － － 15 － 15

その他の資本の
構成要素から
利益剰余金への振替

 △16,133 16,133 － － －

連結範囲の変動  － 281 252 △1 251

支配喪失とならない子会
社に対する所有者持分の
変動

 － － 215 △584 △368

所有者との取引額合計  △16,133 10,926 △5,006 △2,536 △7,543

2021年12月31日残高  4,465 425,231 582,457 35,354 617,812
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(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)

 注記
前第3四半期連結累計期間

(自　2020年4月1日
　 至　2020年12月31日)

 
当第3四半期連結累計期間

(自　2021年4月1日
　 至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー     

税引前四半期利益（△は損失）  △7,171  27,755

減価償却費及び償却費  47,024  49,452

減損損失  251  84

金融収益及び金融費用  42  △649

持分法による投資損益（△は益）  △35  △295

引当金の増減額（△は減少）  △722  476

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）  1,397  950

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）  △130  138

棚卸資産の増減額（△は増加）  13,413  △31,506

営業債権及びその他の債権の増減額（△は
増加）

 777  12,006

営業債務及びその他の債務の増減額（△は
減少）

 18,582  9,850

その他  290  △1,019

小計  73,720  67,245

利息の受取額  689  928

配当金の受取額  1,766  1,961

利息の支払額  △2,502  △2,120

法人所得税の支払額  △7,284  △12,661

営業活動によるキャッシュ・フロー  66,389  55,353

投資活動によるキャッシュ・フロー     

有形固定資産の取得による支出  △42,542  △31,024

有形固定資産の売却による収入  1,662  827

投資有価証券の取得による支出  △268  △79

投資有価証券の売却による収入  5  21,904

連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却に
よる収入

 －  6

その他  △1,932  △1,638

投資活動によるキャッシュ・フロー  △43,076  △10,003

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）  △19,985  11,849

長期借入れによる収入  11,323  116,393

長期借入金の返済による支出  △24,450  △117,748

社債の償還による支出  －  △10,000

親会社の所有者への配当金の支払額 7 △8,232  △5,488

非支配持分への配当金の支払額  △2,039  △1,951

連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取
得による支出

 △49  △386

セール・アンド・リースバックによる収入  923  －

その他  △1,624  △1,534

財務活動によるキャッシュ・フロー  △44,134  △8,864

現金及び現金同等物に係る換算差額  1,582  2,921

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)  △19,238  39,406

現金及び現金同等物の期首残高  134,852  118,645

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額  －  1

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額  △20  △222

現金及び現金同等物の四半期末残高  115,592  157,830
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【要約四半期連結財務諸表注記】

 

1．報告企業

株式会社ジェイテクト(以下「当社」という。)は、日本に所在する株式会社であります。要約四半期連結財務諸表

は、当社及び連結子会社並びに関連会社(以下「当社グループ」という。)に対する持分により構成されております。

当社グループは、ステアリング、駆動系部品、ベアリング及び工作機械等の製造販売を主に行っております。

 

2．作成の基礎

(1) IFRSに準拠している旨

当社グループの要約四半期連結財務諸表は、四半期連結財務諸表規則第1条の2に掲げる「指定国際会計基準特定

会社」の要件を満たすことから、同第93条の規定により、国際会計基準第34号「期中財務報告」に準拠して作成し

ております。

本要約四半期連結財務諸表は、連結会計年度の連結財務諸表で要求される全ての情報が含まれていないため、前

連結会計年度の連結財務諸表と併せて利用されるべきものであります。

本要約四半期連結財務諸表は、2022年2月10日に取締役社長 佐藤和弘によって承認されております。

 

(2) 測定の基礎

要約四半期連結財務諸表は、公正価値で測定する金融商品等を除き、取得原価を基礎として作成されておりま

す。

 

(3) 機能通貨及び表示通貨

要約四半期連結財務諸表は、当社の機能通貨である日本円(百万円単位、単位未満切り捨て)で表示しておりま

す。

 

(4) 重要な会計上の判断、見積り及び仮定

要約四半期連結財務諸表の作成において、経営者は、会計方針の適用並びに資産、負債、収益及び費用の報告額

に影響を及ぼす判断、見積り及び仮定の設定を行っております。実際の業績はこれらの見積りとは異なる場合があ

ります。

見積り及びその基礎となる仮定は継続して見直しております。会計上の見積りの見直しによる影響は、その見積

りを見直した会計期間及び将来の会計期間において認識しております。

要約四半期連結財務諸表で認識する金額に重要な影響を与える会計上の判断、見積り及び仮定は前連結会計年度

に係る連結財務諸表と同一であります。

新型コロナウイルス感染症の影響については、当四半期報告書提出日現在においても継続しており、当社グルー

プの事業内容にも大きな影響を及ぼしております。現時点で今後の拡大・収束を予想することは極めて困難であり

ますが、当社グループといたしましては、当連結会計年度において当該影響が継続するものの、各地域での感染収

束、経済活動の再開に伴い、徐々に回復していくとの仮定のもと、会計上の見積りを行い、固定資産の減損や繰延

税金資産の回収可能性を判断しており、この仮定につきましては、前連結会計年度におけるものから重要な変更は

ありません。なお、新型コロナウイルス感染症の今後の動向については不確実性を伴うため、実際の結果は見積り

と異なる場合があります。

 

3．重要な会計方針

要約四半期連結財務諸表において適用する重要な会計方針は、前連結会計年度の連結財務諸表において適用した会計

方針と同一であります。

なお、当第3四半期連結累計期間の法人所得税費用は、年間の見積実効税率に基づいて算定しております。
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4．事業セグメント

(1) 報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締

役等が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社グループは、市場別の事業本部を置き、各事業本部は取り扱う製品・サービスについて国内及び海外の包括

的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。

従って、当社グループは事業本部を基礎とした市場別セグメントから構成されており「自動車」、「産機・軸

受」及び「工作機械」の3つを報告セグメントとしております。

なお、「自動車」では、売上収益の推移等の経済的特徴が概ね類似している事業セグメント「ステアリング」及

び「駆動」の2つのセグメントを集約しております。

「自動車」はステアリング、駆動系部品等の自動車業界向け製品の製造販売をしております。

「産機・軸受」は産業機械用ベアリング等の製造販売をしております。

「工作機械」は工作機械、制御機器、工業用熱処理炉等の製造販売をしております。

 
(2) 報告セグメントの変更等に関する事項

当社グループは、従来、製品・サービス別の事業本部を置き、「機械器具部品」及び「工作機械」の2つを報告

セグメントとしておりましたが、2021年4月1日付にて市場別の組織に変更したことに伴い、第1四半期連結会計期

間より、「機械器具部品」を「自動車」及び「産機・軸受」に区分し、「工作機械」と合わせて3つの報告セグメ

ントに変更しております。

なお、前第3四半期連結累計期間及び前第3四半期連結会計期間のセグメント情報は、変更後の報告セグメントに

て記載しております。

 
(3) 報告セグメントに関する情報

前第3四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年12月31日)

(単位：百万円)

 
報告セグメント

調整額 連結
自動車 産機・軸受 工作機械 計

売上収益       

外部顧客への売上収益 598,896 190,599 94,086 883,582 － 883,582

セグメント間の
内部売上収益又は振替高

639 11,052 17,045 28,737 △28,737 －

計 599,535 201,651 111,131 912,319 △28,737 883,582

セグメント利益(△損失)
(事業利益(△損失))

△2,231 △5,704 385 △7,550 887 △6,662

その他の収益  7,835

その他の費用  △9,042

営業損失  △7,869

金融収益  4,331

金融費用  △3,668

持分法による投資利益  35

税引前四半期損失  △7,171
 

(注)　セグメント利益(△損失)の調整額887百万円は、セグメント間取引消去であります。
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当第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)

(単位：百万円)

 
報告セグメント

調整額 連結
自動車 産機・軸受 工作機械 計

売上収益       

外部顧客への売上収益 688,800 228,597 104,583 1,021,981 － 1,021,981

セグメント間の
内部売上収益又は振替高

893 14,264 14,768 29,926 △29,926 －

計 689,693 242,861 119,352 1,051,907 △29,926 1,021,981

セグメント利益
(事業利益)

7,039 12,214 5,005 24,259 1,002 25,262

その他の収益  5,082

その他の費用  △7,148

営業利益  23,195

金融収益  6,925

金融費用  △2,660

持分法による投資利益  295

税引前四半期利益  27,755
 

(注)　セグメント利益の調整額1,002百万円は、セグメント間取引消去であります。

 
前第3四半期連結会計期間(自 2020年10月1日 至 2020年12月31日)

(単位：百万円)

 
報告セグメント

調整額 連結
自動車 産機・軸受 工作機械 計

売上収益       

外部顧客への売上収益 256,030 74,632 32,692 363,355 － 363,355

セグメント間の
内部売上収益又は振替高

235 4,544 7,159 11,939 △11,939 －

計 256,265 79,177 39,852 375,295 △11,939 363,355

セグメント利益
(事業利益)

13,461 2,785 180 16,427 239 16,666

その他の収益  2,658

その他の費用  △2,868

営業利益  16,457

金融収益  1,650

金融費用  △1,478

持分法による投資利益  168

税引前四半期利益  16,798
 

(注)　セグメント利益の調整額239百万円は、セグメント間取引消去であります。
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当第3四半期連結会計期間(自 2021年10月1日 至 2021年12月31日)

(単位：百万円)

 
報告セグメント

調整額 連結
自動車 産機・軸受 工作機械 計

売上収益       

外部顧客への売上収益 245,593 77,143 35,103 357,840 － 357,840

セグメント間の
内部売上収益又は振替高

297 5,586 4,701 10,586 △10,586 －

計 245,891 82,730 39,804 368,427 △10,586 357,840

セグメント利益
(事業利益)

3,722 3,758 1,700 9,181 573 9,754

その他の収益  1,151

その他の費用  △2,923

営業利益  7,983

金融収益  2,690

金融費用  △765

持分法による投資利益  65

税引前四半期利益  9,974
 

(注)　セグメント利益の調整額573百万円は、セグメント間取引消去であります。
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5．売上収益

収益の分解

当社グループは、注記4「事業セグメント」に記載のとおり、第1四半期連結会計期間より報告セグメントを変更し

ており、「自動車」、「産機・軸受」、「工作機械」の3つを報告セグメントとしております。売上収益の推移等の

経済的特徴が概ね類似している事業セグメント「ステアリング」、「駆動」の2つのセグメントを集約し、報告セグ

メント「自動車」としております。収益は当社グループの事業拠点の所在地に基づき地域別に分解しております。こ

れらの分解した収益と各報告セグメントの売上収益との関連は以下のとおりであります。

なお、前第3四半期連結累計期間の数値は変更後の報告セグメントに組み替えております。

また、当社グループではリース事業に係る収益の金額をその他の源泉から生じた収益として認識しておりますが、

重要性がないため記載を省略しております。

 
前第3四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年12月31日)

(単位：百万円)
  日本 欧州 北米

アジア・
オセアニア

その他の
地域

合計

 ステアリング 134,837 75,452 70,753 141,467 7,358 429,870

駆動 107,425 6,359 26,083 29,157 － 169,026

自動車 242,263 81,812 96,837 170,624 7,358 598,896

産機・軸受 92,134 22,286 39,731 32,229 4,217 190,599

 工作機械 48,927 652 32,643 10,615 43 92,881

その他 1,202 － － 2 － 1,204

工作機械 50,129 652 32,643 10,617 43 94,086

合計 384,527 104,750 169,211 213,471 11,620 883,582
 

 

当第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)

(単位：百万円)
  日本 欧州 北米

アジア・
オセアニア

その他の
地域

合計

 ステアリング 137,770 80,533 89,233 178,257 12,649 498,443

駆動 119,778 6,325 28,370 35,882 － 190,356

自動車 257,548 86,858 117,604 214,139 12,649 688,800

産機・軸受 108,420 27,968 48,089 38,211 5,906 228,597

 工作機械 47,643 660 45,016 10,503 16 103,841

その他 737 － － 4 － 742

工作機械 48,381 660 45,016 10,508 16 104,583

合計 414,350 115,487 210,710 262,859 18,572 1,021,981
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6．金融商品

(1) 公正価値ヒエラルキー

金融商品の公正価値ヒエラルキーは、レベル1からレベル3までを以下のように分類しております。

 
レベル1：活発な市場における公表価格により測定された公正価値

レベル2：レベル1以外の、観察可能な価格を直接又は間接的に使用して算出された公正価値

レベル3：観察可能な市場データに基づかないインプットを含む、評価技法から算出された公正価値

 
レベル間の振替が行なわれた金融商品の有無は毎期末日に判断しております。前連結会計年度及び当第3四半期連

結累計期間において、レベル間の振替が行なわれた金融商品はありません。

 

(2) 公正価値の測定

① 現金及び現金同等物、営業債権及びその他の債権、営業債務及びその他の債務

短期間で決済されるため、公正価値と帳簿価額が近似していることから、帳簿価額によっております。

 
② 社債及び借入金

社債は、市場価格のあるものは市場価格に基づき、市場価格のないものはその将来キャッシュ・フローを新規

に同様の社債発行を行った場合に想定される利率で割引いた現在価値により算定しております。短期借入金は、

短期間で返済されるため、公正価値と帳簿価額が近似していることから、当該帳簿価額によっております。長期

借入金は、将来キャッシュ・フローを新規に同様の借入れを行った場合に想定される利率で割引いた現在価値に

より算定しております。

 
③ その他の金融資産、その他の金融負債

上場株式は、前連結会計年度末及び当第3四半期連結会計期間末の市場価格によって算定しております。非上場

株式及び出資金は、類似会社の市場価格に基づく評価技法、純資産に基づく評価技法等適切な評価技法を用いて

測定した価格により算定しております。なお、観察不能なインプットである非流動性ディスカウントは30％とし

ております。これらの公正価値の測定は社内規程等に従い投資部門より独立した管理部門が実施しており、当該

測定結果について適切な権限者が承認しております。債券は、取引所の価格又は取引金融機関から提供された価

格等により算定しております。デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は、取引金融機関から提供さ

れた金利等観測可能な市場データに基づき算定しております。

 
(3) 償却原価で測定する金融商品

償却原価で測定する金融商品の帳簿価額と公正価値ヒエラルキーは以下のとおりであります。

 
前連結会計年度(2021年3月31日)

(単位：百万円)

 帳簿価額
公正価値

レベル1 レベル2 レベル3

金融資産     

債券等 243 － － 256

金融負債     

借入金 216,220 － 220,409 －

社債 70,000 － 70,135 －
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当第3四半期連結会計期間(2021年12月31日)

(単位：百万円)

 帳簿価額
公正価値

レベル1 レベル2 レベル3

金融資産     

債券等 267 － － 281

金融負債     

借入金 229,377 － 233,175 －

社債 60,000 － 60,250 －
 

 
 
(4) 経常的に公正価値で測定する金融資産及び金融負債の公正価値

経常的に公正価値で測定する金融資産及び金融負債の帳簿価額と公正価値ヒエラルキーは以下のとおりでありま

す。

 
前連結会計年度(2021年3月31日)

(単位：百万円)

 帳簿価額
公正価値

レベル1 レベル2 レベル3

デリバティブ資産 214 － 214 －

株式等     

株式 140,720 87,597 － 53,122

その他の持分証券 1,302 － － 1,302

合計 142,236 87,597 214 54,424

デリバティブ負債 2,576 － 2,576 －

合計 2,576 － 2,576 －
 

 
当第3四半期連結会計期間(2021年12月31日)

(単位：百万円)

 帳簿価額
公正価値

レベル1 レベル2 レベル3

デリバティブ資産 1,457 － 1,457 －

株式等     

株式 139,052 72,128 － 66,923

その他の持分証券 1,222 － － 1,222

合計 141,731 72,128 1,457 68,145

デリバティブ負債 2,086 － 2,086 －

合計 2,086 － 2,086 －
 

 
各報告期間における、レベル3に分類された金融商品の増減は以下のとおりであります。

(単位：百万円)

 
前第3四半期連結累計期間

(自　2020年4月1日
　至　2020年12月31日)

当第3四半期連結累計期間
(自　2021年4月1日

　至　2021年12月31日)

期首残高 48,659 54,424

その他の包括利益に含まれている利得及び損失 4,890 13,656

購入 157 68

売却 △3 △5

四半期末残高 53,703 68,145
 

その他の包括利益に含まれている利得及び損失は、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産に関

するものであり、要約四半期連結包括利益計算書上、「FVTOCIに指定した資本性金融商品への投資による損益」に

含めております。
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7．配当金

配当金支払額

配当金の支払額は以下のとおりであります。

 
前第3四半期連結累計期間(自　2020年4月1日　至　2020年12月31日)

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

2020年6月25日
定時株主総会

普通株式 5,488 16 2020年3月31日 2020年6月26日

2020年10月29日
取締役会

普通株式 2,744 8 2020年9月30日 2020年11月30日
 

 

当第3四半期連結累計期間(自　2021年4月1日　至　2021年12月31日)

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

2021年4月28日
取締役会

普通株式 2,744 8 2021年3月31日 2021年5月24日

2021年10月29日
取締役会

普通株式 2,744 8 2021年9月30日 2021年11月26日
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8．1株当たり四半期利益

基本的1株当たり四半期利益及び希薄化後1株当たり四半期利益の算定上の基礎は以下のとおりであります。

 

 
前第3四半期連結累計期間

(自　2020年4月1日
　至　2020年12月31日)

当第3四半期連結累計期間
(自　2021年4月1日

　至　2021年12月31日)

基本的1株当たり四半期利益算定上の基礎   

親会社の所有者に帰属する四半期利益(△損失)(百万円) △13,648 10,131

親会社の普通株主に帰属しない四半期利益(百万円) － －

基本的1株当たり四半期利益の計算に使用する
四半期利益(△損失)(百万円)

△13,648 10,131

期中平均普通株式数(千株) 342,968 342,965

基本的1株当たり四半期利益(△損失)(円) △39.79 29.54

希薄化後1株当たり四半期利益算定上の基礎   

基本的1株当たり四半期利益の計算に使用する
四半期利益(百万円)

－ 10,131

四半期利益調整額(百万円) － －

希薄化後1株当たり四半期利益の計算に使用する
四半期利益(百万円)

－ 10,131

期中平均普通株式数(千株) － 342,965

譲渡制限付株式報酬制度による普通株式増加数(千株) － 150

希薄化後期中平均普通株式数(千株) － 343,115

希薄化後1株当たり四半期利益(円) － 29.53
 

 

 
前第3四半期連結会計期間

(自　2020年10月1日
　至　2020年12月31日)

当第3四半期連結会計期間
(自　2021年10月1日

　至　2021年12月31日)

基本的1株当たり四半期利益算定上の基礎   

親会社の所有者に帰属する四半期利益(百万円) 10,396 3,362

親会社の普通株主に帰属しない四半期利益(百万円) － －

基本的1株当たり四半期利益の計算に使用する
四半期利益(百万円)

10,396 3,362

期中平均普通株式数(千株) 342,967 342,965

基本的1株当たり四半期利益(円) 30.31 9.80

希薄化後1株当たり四半期利益算定上の基礎   

基本的1株当たり四半期利益の計算に使用する
四半期利益(百万円)

－ 3,362

四半期利益調整額(百万円) － －

希薄化後1株当たり四半期利益の計算に使用する
四半期利益(百万円)

－ 3,362

期中平均普通株式数(千株) － 342,965

譲渡制限付株式報酬制度による普通株式増加数(千株) － 150

希薄化後期中平均普通株式数(千株) － 343,115

希薄化後1株当たり四半期利益(円) － 9.80
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9．関連当事者

関連当事者との取引

関連当事者との取引は市場価格・総原価を勘案して、毎期価格交渉の上、行われております。

関連当事者との取引は以下のとおりであります。

 

前第3四半期連結累計期間(自　2020年4月1日　至　2020年12月31日)

(単位：百万円)

種類 会社等の名称 取引内容 取引金額

重要な影響を有する企業 トヨタ自動車㈱グループ
ステアリング、駆動系部品、
ベアリング及び工作機械等の販売

307,582
 

 

当第3四半期連結累計期間(自　2021年4月1日　至　2021年12月31日)

(単位：百万円)

種類 会社等の名称 取引内容 取引金額

重要な影響を有する企業 トヨタ自動車㈱グループ
ステアリング、駆動系部品、
ベアリング及び工作機械等の販売

350,576
 

 

10．減損損失の計上及び戻入

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

 

11．社債及び株式の発行、買戻し及び償還

前第3四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年12月31日)

該当事項はありません。

 

当第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)

償還した社債は以下のとおりであります。

会社名 銘柄 発行年月日
発行総額
(百万円)

利率
(％)

担保 償還期限

提出会社 第6回無担保社債
2016年
12月8日

10,000 0.150 なし
2021年
12月8日

 

 
12．企業結合

該当事項はありません。

 

13．後発事象

該当事項はありません。

 

２ 【その他】

(1) 配当決議

2021年10月29日開催の取締役会において、第122期の中間配当を行うことを決議しました。

中間配当金総額 2,744百万円

1株当たりの額 8円
 

 
(2) 重要な訴訟事件等

当第3四半期連結会計期間において、新たに発生した重要な訴訟事件等はありません。また、前事業年度の有価証

券報告書に記載した重要な訴訟事件等について変更はありません。
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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２月９日

株　式　会　社　ジ　ェ　イ　テ　ク　ト

取　締　役　会　御　中

 
ＰｗＣ京都監査法人

 

京都事務所

 
 

指定社員
業務執行社員  公認会計士 松   永   幸   廣  

     
指定社員
業務執行社員  公認会計士 田   口   真   樹　  

     
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 有　　岡   照　　晃  
 

 

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」に掲げられている株式会社ジェイ

テクトの2021年４月１日から2022年３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１０月１日から

2021年１２月３１日まで）及び第３四半期連結累計期間（2021年４月１日から2021年１２月３１日まで）に係る要約四

半期連結財務諸表、すなわち、要約四半期連結財政状態計算書、要約四半期連結損益計算書、要約四半期連結包括利益

計算書、要約四半期連結持分変動計算書、要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び要約四半期連結財務諸表注記

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、上記の要約四半期連結財務諸表が、「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」第９３条により規定された国際会計基準第３４号「期中財務報告」に準拠して、株式

会社ジェイテクト及び連結子会社の2021年１２月３１日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期

間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四半期連結累計期間のキャッシュ・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、「要約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。

 
要約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、国際会計基準第３４号「期中財務報告」に準拠して要約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要約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。 

　要約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要約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、国際会計基準第１号「財務諸表の表示」第４項に基づき、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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要約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要約

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、要約四半期連結財務諸表において、国際会計基準第１号

「財務諸表の表示」第４項に基づき、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要約四半

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要約四半期連結財務諸表の注記事

項が適切でない場合は、要約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。

・　　要約四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、国際会計基準第３４号「期中財務報告」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要約四半期連結財務諸表の表示、構成

及び内容、並びに要約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。

・　　要約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、要約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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