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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73期

第２四半期
連結累計期間

第74期
第２四半期
連結累計期間

第73期

会計期間

自　令和２年
　　１月１日
至　令和２年
　　６月30日

自　令和３年
　　１月１日
至　令和３年
　　６月30日

自　令和２年
　　１月１日
至　令和２年
　　12月31日

売上高 （千円） 2,939,037 2,991,304 5,543,360

経常利益 （千円） 88,143 57,930 49,028

親会社株主に帰属する四半期（当

期）純利益
（千円） 57,959 13,689 38,076

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 15,777 76,340 11,152

純資産額 （千円） 1,742,793 1,783,390 1,738,071

総資産額 （千円） 6,895,112 6,390,391 6,273,389

１株当たり四半期（当期）純利益 （円） 46.83 11.06 30.77

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 （％） 19.6 22.9 21.8

営業活動による

キャッシュ・フロー
（千円） 248,421 △2,092 296,628

投資活動による

キャッシュ・フロー
（千円） △61,097 △24,372 △112,963

財務活動による

キャッシュ・フロー
（千円） 329,824 △83,438 △176,224

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高
（千円） 2,059,056 1,461,116 1,561,625

 

回次
第73期

第２四半期
連結会計期間

第74期
第２四半期
連結会計期間

会計期間

自　令和２年
４月１日

至　令和２年
６月30日

自　令和３年
４月１日

至　令和３年
６月30日

１株当たり四半期純利益又は１株

当たり四半期純損失(△)
（円） 27.18 △1.93

（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、消費税等を含めておりません。

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２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社および当社の関係会社）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

①経営成績の状況

　当第２四半期連結累計期間における世界経済は、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。欧米や中国を中心にワクチン接種が進み、経済活動の回復に伴い、個人消費が

大きく伸び、世界経済の実質ＧＤＰ成長率がコロナ流行前の水準に戻りつつあります。ただ、感染症拡大の波が断

続的に訪れている状況に変わりはなく、さらに米中対立や世界的な半導体電子部品の供給不足による影響も懸念さ

れております。

　この様な経済情勢のもと、当社グループでは脱炭素社会への取り組みとして、欧州・中国市場での自動車関連向

けの電子部品、産業機器市場向けの電子部品の受注拡大に努めるとともに、高い品質、高い信頼性を必要とされる

市場への販路拡大を進めております。同時に、工程の自動化、省力化によるコスト削減を進めながら、新製品の開

発に努め、収益力の強化に取り組んでまいりました。

　当第２四半期連結累計期間の売上高は2,991百万円（前年同四半期比1.8％増）となりました。

　地域別の内訳を示しますと、日本国内では2,273百万円、アジアでは355百万円、欧州では351百万円、その他地

域では10百万円となりました。電流センサーの受注が前年同四半期比で増加しており、売上高は前年同四半期比で

増加しております。

　利益面では、売上高は前年同四半期比増加しましたが、世界的な半導体電子部品の供給不足により、調達コスト

が上昇し、また、非鉄金属や原油価格の上昇により、原材料価格が高騰し、原価率が上昇しました。これにより、

営業利益は56百万円（前年同四半期比32.1％減）、経常利益は57百万円（同34.3％減）、親会社株主に帰属する四

半期純利益は13百万円（同76.4％減）となりました。

 

　セグメントの経営成績につきましては、当社グループは電子部品の単一セグメントであるため、記載を省略して

います。

 

②財政状態の分析

　当第２四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末と比較して117百万円増加し、6,390百万円

となりました。変動の主なものは、現金及び預金の121百万円の減少、電子記録債権の181百万円の増加、原材料及

び貯蔵品の117百万円の増加であります。

　負債合計は、前連結会計年度末と比較して71百万円増加し、4,607百万円となりました。変動の主なものは、支

払手形及び買掛金の142百万円の増加、短期借入金の271百万円の減少、長期借入金の189百万円の増加でありま

す。

　純資産合計は、前連結会計年度末と比較して45百万円増加し、1,783百万円となりました。変動の主なものは、

資本剰余金の73百万円の増加、為替換算調整勘定の43百万円の増加、非支配株主持分の50百万円の減少でありま

す。

 

③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、前連結会計年度末に比べ

100百万円減少し、当第２四半期連結累計期間末には1,461百万円となりました。

 

　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）

　営業活動の結果使用した資金は２百万円（前年同期は248百万円の獲得）となりました。これは主に税金等調

整前四半期純利益が33百万円、減価償却費が67百万円となったこと、退職給付に係る負債の減少額△36百万円、

売上債権の増加額△200百万円、棚卸資産の増加額△26百万円、仕入債務の増加額177百万円、法人税等の支払額

△23百万円によるものであります。
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（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24百万円（前年同期は61百万円の使用）となりました。これは主に有形固定資

産の取得による支出△47百万円、定期預金の預入による支出△34百万円、定期預金の払戻による収入60百万円に

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83百万円（前年同期は329百万円の獲得）となりました。これは主に長期借入

れによる収入720百万円、短期借入金の純減額△336百万円、長期借入金の返済による支出△465百万円によるも

のであります。

 

(2）会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

　　前事業年度の有価証券報告書に記載した「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」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。

 

(3）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２四半期連結累計期間の研究開発費の総額は155百万円であります。

 

３【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 2,000,000

計 2,000,000

 

 

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末
現在発行数（株）

（令和３年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（令和３年８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 1,240,000 1,240,000 東京証券取引所（市場第二部） 単元株式数100株

計 1,240,000 1,240,000 ― ―

 

 

（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）

令和３年４月１日～

令和３年６月30日
－ 1,240,000 － 724,400 － 131,450
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（５）【大株主の状況】

  （令和３年６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（自己
株式を除く。）の
総数に対する所有
株式数の割合
（％）

木村　準 東京都品川区 176 14.26

永山　敬健 富山県富山市 60 4.84

今井　芳範 富山県富山市 45 3.64

日本抵抗器関連会社従業員持株会 東京都品川区南大井３丁目６－20 39 3.20

㈱富山銀行 富山県高岡市下関町３番１号 38 3.07

㈱富山第一銀行 富山県富山市西町５番１号 38 3.07

㈱北陸銀行 富山県富山市堤町通り１丁目２－26 37 3.05

嶋村　吉洋 大阪府大阪市 30 2.42

日抵従業員持株会 富山県南砺市北野2315番地 28 2.30

日本抵抗器取引先持株会 東京都品川区南大井３丁目６－20 25 2.02

計  518 41.92
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（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

    （令和３年６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 2,600

完全議決権株式（その他） 普通株式 1,231,400 12,314 －

単元未満株式 普通株式 6,000 －
100株（１単元）未満の

株式である。

発行済株式総数  1,240,000 － －

総株主の議決権  － 12,314 －

（注）１．「単元未満株式」欄には、当社所有の自己株式３株が含まれております。

２．「完全議決権株式（その他）」の「株式数」欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が100株が含ま

れております。また、「完全議決権株式（その他）」の「議決権の数」欄には、この株式に係る議決権の

数　個が含まれております。

 

②【自己株式等】

    （令和３年６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（％）

㈱日本抵抗器製作所
富山県南砺市北野2315番

地
2,600 － 2,600 0.21

計 － 2,600 － 2,600 0.21

 

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　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（令和３年４月１日から令

和３年６月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（令和３年１月１日から令和３年６月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、仰星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

(令和２年12月31日)
当第２四半期連結会計期間

(令和３年６月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,775,443 1,653,792

受取手形及び売掛金 809,059 846,235

電子記録債権 537,894 719,403

商品及び製品 262,007 176,979

仕掛品 60,930 82,556

原材料及び貯蔵品 944,842 1,061,855

未収入金 95,139 104,012

その他 25,018 21,886

貸倒引当金 △28,905 △33,617

流動資産合計 4,481,427 4,633,105

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,738,275 1,748,313

機械装置及び運搬具 1,165,272 1,238,376

工具、器具及び備品 895,734 885,203

土地 300,006 300,006

リース資産 115,844 99,904

建設仮勘定 4,010 5,404

減価償却累計額 △2,952,196 △3,025,809

有形固定資産合計 1,266,945 1,251,398

無形固定資産 16,989 14,792

投資その他の資産   

投資有価証券 241,231 232,886

繰延税金資産 137,597 123,470

その他 124,737 130,210

投資その他の資産合計 503,565 486,566

固定資産合計 1,787,499 1,752,758

繰延資産 4,463 4,527

資産合計 6,273,389 6,390,391
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(令和２年12月31日)
当第２四半期連結会計期間

(令和３年６月30日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 562,287 704,729

電子記録債務 422,655 460,887

短期借入金 1,272,215 1,000,364

1年内償還予定の社債 125,000 215,000

リース債務 9,177 7,428

未払法人税等 26,653 18,034

受注損失引当金 1,704 6,560

その他 163,581 157,995

流動負債合計 2,583,272 2,571,000

固定負債   

社債 225,000 172,500

長期借入金 1,272,871 1,462,636

リース債務 12,896 9,155

退職給付に係る負債 407,729 370,971

その他 33,550 20,735

固定負債合計 1,952,046 2,035,999

負債合計 4,535,318 4,607,000

純資産の部   

株主資本   

資本金 724,400 724,400

資本剰余金 133,695 207,448

利益剰余金 424,848 407,600

自己株式 △3,710 △3,793

株主資本合計 1,279,233 1,335,654

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 22,380 18,300

為替換算調整勘定 64,203 108,024

その他の包括利益累計額合計 86,583 126,324

非支配株主持分 372,255 321,411

純資産合計 1,738,071 1,783,390

負債純資産合計 6,273,389 6,390,391
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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２四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第２四半期連結累計期間
(自　令和２年１月１日
　至　令和２年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　令和３年１月１日
　至　令和３年６月30日)

売上高 2,939,037 2,991,304

売上原価 2,227,412 2,314,111

売上総利益 711,625 677,193

販売費及び一般管理費 ※ 628,961 ※ 621,063

営業利益 82,664 56,130

営業外収益   

受取利息 796 643

受取配当金 4,096 3,955

不動産賃貸料 18,761 18,718

為替差益 1,533 3,406

その他 7,736 5,339

営業外収益合計 32,922 32,061

営業外費用   

支払利息及び手形売却損 15,462 12,792

賃貸資産減価償却費等 7,746 13,810

その他 4,235 3,657

営業外費用合計 27,443 30,261

経常利益 88,143 57,930

特別損失   

固定資産除却損 3 113

投資有価証券評価損 1,601 23,988

特別損失合計 1,604 24,102

税金等調整前四半期純利益 86,539 33,827

法人税、住民税及び事業税 29,594 14,331

法人税等調整額 △632 8,199

法人税等合計 28,962 22,531

四半期純利益 57,577 11,296

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △382 △2,392

親会社株主に帰属する四半期純利益 57,959 13,689
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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：千円）

 
前第２四半期連結累計期間
(自　令和２年１月１日
　至　令和２年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　令和３年１月１日
　至　令和３年６月30日)

四半期純利益 57,577 11,296

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △18,895 9,223

為替換算調整勘定 △22,905 55,820

その他の包括利益合計 △41,800 65,043

四半期包括利益 15,777 76,340

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 29,885 53,258

非支配株主に係る四半期包括利益 △14,108 23,082
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

  （単位：千円）

 
前第２四半期連結累計期間
(自　令和２年１月１日
　至　令和２年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　令和３年１月１日
　至　令和３年６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 86,539 33,827

減価償却費 77,330 67,859

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △24,878 △36,756

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,825 4,712

受注損失引当金の増減額（△は減少） △51 4,856

受取利息及び受取配当金 △4,892 △4,598

支払利息及び手形売却損 15,462 12,792

為替差損益（△は益） △593 △2,513

投資有価証券評価損益（△は益） 1,601 23,988

有形固定資産除却損 3 113

売上債権の増減額（△は増加） 156,879 △200,392

たな卸資産の増減額（△は増加） 44,798 △26,544

仕入債務の増減額（△は減少） △58,265 177,024

未払消費税等の増減額（△は減少） 536 △5,140

その他 △30,795 △19,959

小計 267,499 29,269

利息及び配当金の受取額 4,892 4,598

利息の支払額 △15,936 △12,787

法人税等の支払額 △8,034 △23,171

営業活動によるキャッシュ・フロー 248,421 △2,092

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 △50,937 △47,749

無形固定資産の取得による支出 △262 －

投資有価証券の取得による支出 △492 △492

定期預金の預入による支出 △78,088 △34,650

定期預金の払戻による収入 71,254 60,611

その他 △2,572 △2,091

投資活動によるキャッシュ・フロー △61,097 △24,372

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） 49,992 △336,560

長期借入れによる収入 710,000 720,000

長期借入金の返済による支出 △437,664 △465,526

社債の発行による収入 99,051 98,230

社債の償還による支出 △52,500 △62,500

自己株式の取得による支出 － △83

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △8,116 △6,062

配当金の支払額 △30,939 △30,936

財務活動によるキャッシュ・フロー 329,824 △83,438

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,613 9,394

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 514,535 △100,508

現金及び現金同等物の期首残高 1,544,521 1,561,624

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 2,059,056 ※ 1,461,116
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【注記事項】

（追加情報）

　新型コロナウイルス感染拡大により、依然として経済活動が本格的な回復には至っていない状況を鑑み、前連結会

計年度の有価証券報告書（追加情報）に記載した新型コロナウイルス感染症の収束時期等を含む仮定について、当第

２四半期連結会計期間においても変更は不要と判断しております。

 

（四半期連結貸借対照表関係）

　１　受取手形及び電子記録債権割引高

 
前連結会計年度

（令和２年12月31日）
当第２四半期連結会計期間
（令和３年６月30日）

受取手形割引高 17,082千円 21,490千円

電子記録債権割引高 138,487 16,146

 

　２　期末日満期手形及び電子記録債権

　四半期連結会計期間末日満期手形及び電子記録債権の会計処理については、前連結会計年度末日が金融機関

の休日でしたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。前連結会計年度末日満期手形及び電

子記録債権の金額は、次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（令和２年12月31日）
当第２四半期連結会計期間
（令和３年６月30日）

受取手形割引高 736千円 －千円

電子記録債権割引高 20,000 －

 

 

（四半期連結損益計算書関係）

※　販売費及び一般管理費の主なもの

 
　前第２四半期連結累計期間
（自 令和２年１月１日

　　至 令和２年６月30日）

　当第２四半期連結累計期間
（自 令和３年１月１日

　　至 令和３年６月30日）

給料手当 231,690千円 220,423千円

退職給付費用 10,357 10,648

減価償却費 18,306 15,606

 

 

（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記されている科目の金額との関係

 
前第２四半期連結累計期間
（自 令和２年１月１日
至 令和２年６月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自 令和３年１月１日
至 令和３年６月30日）

現金及び預金 2,307,418千円 1,653,792千円

預入期間が３か月超の定期預金 △248,362 △192,676

現金及び現金同等物 2,059,056 1,461,116
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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　令和２年１月１日　至　令和２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
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

令和２年３月30日

定時株主総会
普通株式 30,939 25  令和元年12月31日  令和２年３月31日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　令和３年１月１日　至　令和３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
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

令和３年３月30日

定時株主総会
普通株式 30,937 25  令和２年12月31日  令和３年３月31日 利益剰余金

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

当社グループ(当社及び連結子会社)は、電子部品の製造・販売及び付帯業務の単一事業であります。従いまして、

開示対象となるセグメントはありませんので記載を省略しています。

 

 

（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、以下のとおりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自　令和２年１月１日
至　令和２年６月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　令和３年１月１日
至　令和３年６月30日）

１株当たり四半期純利益 46円83銭 11円06銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益（千円） 57,959 13,689

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）
57,959 13,689

普通株式の期中平均株式数（千株） 1,238 1,237

(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。

 

（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  
 

 令和３年８月10日

株式会社日本抵抗器製作所

取締役会　御中  
 

仰星監査法人

北陸事務所

指定社員
業務執行社員 公認会計士 向山　典佐　　印

  

指定社員
業務執行社員 公認会計士 許　　仁九　　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」に掲げられている株式会社日本抵

抗器製作所の令和３年１月１日から令和３年12月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（令和３年４月１日

から令和３年６月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（令和３年１月１日から令和３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、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。

　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、株式会社日本抵抗器製作所及び連結子会社の令和３年６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。

EDINET提出書類

株式会社日本抵抗器製作所(E01906)

四半期報告書

17/18



・　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）が別途保管している。

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていない。
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