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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109期

第２四半期
連結累計期間

第110期
第２四半期
連結累計期間

第109期

会計期間
自　平成28年４月１日
至　平成28年９月30日

自　平成29年４月１日
至　平成29年９月30日

自　平成28年４月１日
至　平成29年３月31日

売上高 （百万円） 8,664 9,672 17,989

経常利益又は経常損失（△） （百万円） △175 764 476

親会社株主に帰属する四半期

（当期）純利益又は親会社株主

に帰属する四半期純損失（△）

（百万円） △153 810 737

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） △191 722 391

純資産額 （百万円） 42,395 43,146 42,701

総資産額 （百万円） 45,371 46,291 46,151

１株当たり四半期（当期）純

利益金額又は１株当たり四半期

純損失金額（△）

（円） △5.54 29.21 26.59

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 （％） 93.4 93.2 92.5

営業活動によるキャッシュ・

フロー
（百万円） 954 505 2,640

投資活動によるキャッシュ・

フロー
（百万円） 2,765 △2,270 3,888

財務活動によるキャッシュ・

フロー
（百万円） △260 △288 △549

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高
（百万円） 7,375 7,895 9,924

 

回次
第109期

第２四半期
連結会計期間

第110期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自　平成28年７月１日
至　平成28年９月30日

自　平成29年７月１日
至　平成29年９月30日

１株当たり四半期純利益金額

又は１株当たり四半期純損失

金額（△）

（円） △1.84 7.57

（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、消費税等は含んでおりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額について、第110期第２四半期連結累計期間及び第109

期は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。第109期第２四半期連結累計期間においては、１株

当たり四半期純損失金額であり、また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）業績の状況

　当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益の改善等を背景とした設備投資需要の持ち直しに

よって緩やかな回復が続いております。

　また、米国経済は回復を続けており、中国経済においても各種政策効果により安定的な成長が見られますが、両

国における今後の政策の動向や金融市場の動向の影響などに留意する必要があります。

　当社グループを取り巻く環境におきましては、国内市場においては、産業界を中心とする自動化に向けた設備投

資需要の高まりによって回復基調が鮮明になりました。海外市場においても、中国と韓国における設備投資需要の

持ち直しの動きにより、堅調に推移しました。

　その結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は、9,672百万円（前年同四半期比11.6％増）となりました。

　利益面におきましては、営業利益は売上増加に伴う粗利益の増加により549百万円（前年同四半期は営業損失48

百万円）、経常利益は投資事業組合の清算に伴う運用益の発生により764百万円（前年同四半期は経常損失175百万

円）、親会社株主に帰属する四半期純利益は保有株式の売却による特別利益の計上により810百万円（前年同四半

期は親会社株主に帰属する四半期純損失153百万円）となりました。

 

セグメント業績は、次のとおりであります。

①　減速機

　国内売上は、主に物流、建築向け及び、液晶、半導体製造設備向けが好調に推移したことにより、5,269百万

円（前年同四半期比10.6％増）となりました。また、海外売上は中国及び韓国向けの売上が増加し、1,859百万

円（同14.4％増）となり、減速機合計は7,128百万円（同11.6％増）となりました。

　利益面におきましては、売上の増加に伴う粗利益の増加、円安の影響、前期に計上した新工場竣工に伴う初期

経費の特殊要因の解消により、セグメント利益は444百万円（同138.8％増）となりました。

②　歯車

　国内売上はロボット用歯車の増加により、2,311百万円（同8.4％増）となりました。海外売上は中国市場向け

ロボット用歯車の増加により、158百万円（同134.3％増）となり、歯車合計は2,470百万円（同12.3％増）とな

りました。

　利益面におきましては、売上の増加に伴う粗利益の増加及び前期に計上した新工場竣工に伴う初期経費の特殊

要因の解消により、セグメント利益61百万円（前年同四半期はセグメント損失276百万円）となりました。

③　不動産賃貸

　愛知県名古屋市内に賃貸マンション２棟を運営しております。売上高は73百万円（前年同四半期比1.3％

減）、セグメント利益は43百万円（同3.4％増）となりました。
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(2）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現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前第２四半期連結累計期

間末に比べ、519百万円増加し、7,895百万円となりました。

　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、505百万円（前年同四半期比47.1％減）となりました。これは主に、税金等調

整前四半期純利益1,060百万円、未払消費税等の増減額△229百万円、投資有価証券売却益△342百万円等によるも

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、2,270百万円（前年同四半期は2,765百万円の獲得）となりました。これは主

に、有価証券の売却及び償還による収入2,801百万円、投資有価証券の取得による支出4,949百万円等によるもので

あります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果使用した資金は、288百万円（前同四半期比10.8％増）となりました。これは主に、配当金の支

払額277百万円等によるものであります。

 

(3）経営方針・経営戦略等

　当第２四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

　当第２四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、268百万円であります。

　なお、当第２四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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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 68,256,300

計 68,256,300

 

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29年９月30日）

提出日現在発行数
（株）

（平成29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 29,194,673 29,194,673

東京証券取引所

名古屋証券取引所

各市場第二部

単元株式数

100株

計 29,194,673 29,194,673 － －

 

（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
（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）

平成29年７月１日～

平成29年９月30日
－ 29,194 － 3,475 － 2,575
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（６）【大株主の状況】

  平成29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（％）

ブラザー工業株式会社 名古屋市瑞穂区苗代町15－１ 16,685 57.15

株式会社ニッセイ 愛知県安城市和泉町井ノ上１－１ 1,463 5.01

日本トラスティ・サービス信託銀行

株式会社（信託口）
東京都中央区晴海１－８－11 670 2.29

ニッセイ取引先持株会 愛知県安城市和泉町井ノ上１－１ 649 2.22

オリエンタルモーター株式会社 東京都台東区小島２－21－11 539 1.84

MSIP CLIENT SECURITIES

(常任代理人　モルガン・スタン

レーMUFG証券株式会社）

25 Cabot Square, Canary Wharf,　London　

E14　4QA，　U.K.

（東京都千代田区大手町１－９－７　大手町

フィナンシャルシティ　サウスタワー）

474 1.62

CGML PB CLIENT 　

ACCOUNT/COLLATERAL

（常任代理人　　シティバンク銀行

株式会社）

CITIGROUP　CENTRE, CANADA SQUARE, CANARY

WHARF, LONDON E14 ５LB

（東京都新宿区新宿６－27－30）

437 1.49

日本生命保険相互会社

（常任代理人日本マスタートラスト

信託銀行株式会社）

東京都千代田区丸の内１－６－６

（東京都港区浜松町２－11－３）
387 1.32

住友生命保険相互会社

（常任代理人日本トラスティ・サー

ビス信託銀行株式会社）

東京都中央区築地７－18－24

（東京都中央区晴海１－８－11）
279 0.95

佐藤　延也 名古屋市南区 231 0.79

計 － 21,819 74.74

（注）１　日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）の所有株式数は、全て当該各社の信託業務に係る株

式であります。

２　株式会社ニッセイの持株数1,463千株は、自己株式であり、会社法第308条第２項により議決権は有しており

ません。

３　千株未満を切り捨てて表示しております。
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成29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　1,463,100
－ 単元株式数100株

完全議決権株式（その他） 普通株式 27,712,300 277,123 同上

単元未満株式 普通株式　　 19,273 － －

発行済株式総数 29,194,673 － －

総株主の議決権 － 277,123 －

（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900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９個が含まれております。

 

②【自己株式等】

平成29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）

株式会社ニッセイ

愛知県安城市和泉町井ノ上

１番地１
1,463,100 － 1,463,100 5.01

計 － 1,463,100 － 1,463,100 5.01

 

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29年７月１日から平

成29年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成29年４月１日から平成29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

(平成29年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成29年９月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,188 1,310

グループ預け金 5,987 6,588

受取手形及び売掛金 3,851 3,872

電子記録債権 977 1,167

有価証券 4,467 3,309

製品 234 263

仕掛品 1,758 1,896

原材料及び貯蔵品 698 728

繰延税金資産 267 276

その他 139 77

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 22,570 19,489

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,563 6,464

機械装置及び運搬具（純額） 4,499 4,254

その他（純額） 3,164 3,223

有形固定資産合計 14,227 13,941

無形固定資産 495 476

投資その他の資産   

投資有価証券 7,429 10,944

退職給付に係る資産 － 37

その他 1,431 1,405

貸倒引当金 △3 △3

投資その他の資産合計 8,857 12,383

固定資産合計 23,580 26,802

資産合計 46,151 46,291

負債の部   

流動負債   

買掛金 791 819

未払費用 509 602

未払法人税等 181 263

賞与引当金 548 580

役員賞与引当金 23 10

その他 803 399

流動負債合計 2,857 2,676

固定負債   

退職給付に係る負債 111 －

繰延税金負債 379 374

その他 101 94

固定負債合計 593 469

負債合計 3,450 3,145
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  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成29年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成29年９月30日)

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,475 3,475

資本剰余金 2,575 2,575

利益剰余金 36,750 37,283

自己株式 △1,286 △1,286

株主資本合計 41,514 42,047

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 941 843

繰延ヘッジ損益 － △2

為替換算調整勘定 205 227

退職給付に係る調整累計額 39 30

その他の包括利益累計額合計 1,186 1,099

純資産合計 42,701 43,146

負債純資産合計 46,151 46,291

 

EDINET提出書類

株式会社ニッセイ(E01641)

四半期報告書

10/19



(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：百万円）

 
前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成29年４月１日
　至　平成29年９月30日)

売上高 8,664 9,672

売上原価 6,872 7,121

売上総利益 1,791 2,550

販売費及び一般管理費   

従業員給料 458 482

賞与引当金繰入額 141 146

役員賞与引当金繰入額 10 10

退職給付費用 13 14

その他 1,214 1,347

販売費及び一般管理費合計 1,839 2,001

営業利益又は営業損失（△） △48 549

営業外収益   

受取利息 25 19

受取配当金 29 20

為替差益 － 27

投資事業組合運用益 － 147

物品売却益 17 29

その他 10 12

営業外収益合計 82 256

営業外費用   

支払利息 0 0

売上割引 33 37

為替差損 173 －

その他 2 5

営業外費用合計 209 42

経常利益又は経常損失（△） △175 764

特別利益   

固定資産売却益 3 0

投資有価証券売却益 － 342

特別利益合計 3 343

特別損失   

固定資産売却損 4 －

固定資産除却損 13 15

減損損失 － 30

特別損失合計 18 46

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期

純損失（△）
△189 1,060

法人税、住民税及び事業税 11 218

法人税等調整額 △47 32

法人税等合計 △36 250

四半期純利益又は四半期純損失（△） △153 810

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主

に帰属する四半期純損失（△）
△153 810
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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：百万円)

 
前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成29年４月１日
　至　平成29年９月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △153 810

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 30 △98

繰延ヘッジ損益 － △2

為替換算調整勘定 △57 22

退職給付に係る調整額 △11 △9

その他の包括利益合計 △38 △87

四半期包括利益 △191 722

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △191 722

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

  (単位：百万円)

 
前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成29年４月１日
　至　平成29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又は税金等調整前四半

期純損失（△）
△189 1,060

減価償却費 853 777

減損損失 － 30

賞与引当金の増減額（△は減少） 48 32

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 2 △12

環境対策引当金の増減額（△は減少） △4 －

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △155 △125

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） － △37

受取利息及び受取配当金 △54 △40

為替差損益（△は益） 115 △26

投資事業組合運用損益（△は益） － △147

投資有価証券売却損益（△は益） － △342

固定資産売却損益（△は益） 1 △0

固定資産除却損 13 15

売上債権の増減額（△は増加） △113 △202

たな卸資産の増減額（△は増加） 101 △186

その他の流動資産の増減額（△は増加） 234 57

仕入債務の増減額（△は減少） △12 19

未払消費税等の増減額（△は減少） 151 △229

その他 △17 △59

小計 974 584

利息及び配当金の受取額 88 62

利息の支払額 △0 △0

法人税等の支払額 △108 △141

営業活動によるキャッシュ・フロー 954 505

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 － △299

有価証券の売却及び償還による収入 4,002 2,801

有形固定資産の取得による支出 △1,222 △464

有形固定資産の売却による収入 11 0

有形固定資産の除却による支出 △10 △7

無形固定資産の取得による支出 △75 △45

投資有価証券の取得による支出 △427 △4,949

投資有価証券の売却及び償還による収入 500 417

保険積立金の解約による収入 36 25

定期預金の預入による支出 △49 △0

定期預金の払戻による収入 － 250

貸付金の回収による収入 0 －

投資活動によるキャッシュ・フロー 2,765 △2,270

財務活動によるキャッシュ・フロー   

リース債務の返済による支出 △10 △10

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △249 △277

財務活動によるキャッシュ・フロー △260 △288

現金及び現金同等物に係る換算差額 △52 24

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,407 △2,029

現金及び現金同等物の期首残高 3,862 9,924

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物

の増減額（△は減少）
105 -

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,375 7,895
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

　該当事項はありません。

 

（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）

※　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載されている科目の金額との関係は次のと

おりであります。

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

当第２四半期連結累計期間
（自　平成29年４月１日
至　平成29年９月30日）

現金及び預金勘定 1,666百万円 1,310百万円

グループ預け金勘定 5,987 6,588

計 7,653 7,898

預入期間が３か月を超える定期預金 △277 △3

現金及び現金同等物 7,375 7,895
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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28年４月１日　至平成28年９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

平成28年５月13日

取締役会
普通株式 249 9 平成28年３月31日 平成28年５月30日 利益剰余金

 

２　基準日が当第２四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２四半期連結会計期間

の末日後となるもの

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

平成28年11月４日

取締役会
普通株式 277 10 平成28年９月30日 平成28年11月24日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自平成29年４月１日　至平成29年９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

平成29年５月11日

取締役会
普通株式 277 10 平成29年３月31日 平成29年５月25日 利益剰余金

 

２　基準日が当第２四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２四半期連結会計期間

の末日後となるもの

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

平成29年11月６日

取締役会
普通株式 332 12 平成29年９月30日 平成29年11月24日 利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第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）

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）

 減速機 歯車 不動産賃貸 合計

売上高     

外部顧客への売上高 6,389 2,199 74 8,664

セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － －

計 6,389 2,199 74 8,664

セグメント利益又は損失（△） 186 △276 42 △48

（注）セグメント利益又は損失の合計は、四半期連結損益計算書の営業損失と一致しております。

 

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自平成29年４月１日　至平成29年９月30日）

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）

 減速機 歯車 不動産賃貸 合計

売上高     

外部顧客への売上高 7,128 2,470 73 9,672

セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － －

計 7,128 2,470 73 9,672

セグメント利益 444 61 43 549

（注）セグメント利益の合計は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。
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（金融商品関係）

　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）

　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りま

せん。
 

（デリバティブ取引関係）

　デリバティブ取引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。
 

（企業結合等関係）

　該当事項はありません。
 

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額又は1株当たり四半期純損失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28年４月１日
至　平成28年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成29年４月１日
至　平成29年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり

四半期純損失金額（△）
△５円54銭 29円21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又は親

会社株主に帰属する四半期純損失金額（△）

（百万円）

△153 810

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

利益金額又は親会社株主に帰属する四半期純損

失金額（△）（百万円）

△153 810

普通株式の期中平均株式数（千株） 27,732 27,731

（注）　当第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後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。前第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、１株当たり四半期純損失金額であり、また、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）

　該当事項はありません。

 

２【その他】

　平成29年11月６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。

(イ）配当金の総額 332百万円

(ロ）１株当たりの金額 12円00銭

(ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日 平成29年11月24日

（注）　平成29年９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、支払いを行います。
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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２９年１１月１３日
 

株式会社ニッセイ
 

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 鈴　　木　　基　　之　　㊞

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 北　　岡　　宏　　仁　　㊞

 

　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ニッ

セイの平成２９年４月１日から平成３０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２９年７月１

日から平成２９年９月３０日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成２９年４月１日から平成２９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、株式会社ニッセイ及び連結子会社の平成２９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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