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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 2020年４月１日
至 2020年９月30日

自 2021年４月１日
至 2021年９月30日

自 2020年４月１日
至 2021年３月31日

売上収益
(百万円)

283,156 364,230
608,331

（第２四半期連結会計期間） (156,160) (178,933)

税引前四半期利益又は
税引前利益

(百万円) 38,273 52,600 87,199

親会社の所有者に帰属
する四半期（当期）利益 (百万円)

27,141 37,820
62,018

（第２四半期連結会計期間） (15,620) (16,208)

親会社の所有者に
帰属する四半期（当期）
包括利益

(百万円) 34,890 41,808 100,931

親会社の所有者に帰属
する持分

(百万円) 594,511 683,657 657,855

資産合計 (百万円) 712,384 850,842 812,878

基本的１株当たり
四半期（当期）利益 (円)

99.96 139.29
228.41

（第２四半期連結会計期間） (57.53) (59.70)

親会社所有者帰属持分
比率

(％) 83.45 80.35 80.93

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 47,730 △29,751 64,537

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △23,119 △2,753 △42,913

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △19,900 △13,585 △23,036

現金及び現金同等物の
四半期末（期末）残高

(百万円) 148,967 104,489 148,640
 

(注) １　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。

２　売上収益には、消費税等は含まれておりません。

３　希薄化後１株当たり四半期（当期）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。

４　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２四半期連結累計期間（自　2021年４月１日　至　2021年９月30日）における、当社グループにおいて営まれ

ている事業の内容に重要な変更はありません。
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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、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」についての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】

 
(１)経営成績の分析

当第２四半期連結累計期間の国際的な経済情勢を見ますと、新型コロナウイルスワクチンの普及に伴い各国で段階

的に行動制限が緩和される中、米国・中国を中心に経済の回復が進みましたが、変異株による感染の再拡大や米中対

立の激化など、依然として先行きの不透明な状況が続いています。

このような情勢の中で当社グループは、開発面では、「40Vmaxリチウムイオンバッテリ」シリーズの電動工具・園

芸用機器をはじめとした充電製品のラインアップ拡充に注力しました。

生産面では、製品群の多様化と需要の拡大に対し、グローバル生産の多極化と生産能力の増強に取り組みました。

営業面では、地域密着・顧客密着のサービス体制のレベルアップとともに、充電製品を軸とした市場の深耕・開拓

に取り組みました。

 
当第２四半期連結累計期間の当社グループの連結業績は、国内、海外ともに販売が好調に推移し、売上収益は前年

同期比28.6％増の364,230百万円となりました。利益面においては、運送費の高騰によるコストアップを受けました

が、売上収益の増加や為替の影響により、営業利益は前年同期比36.7％増の52,160百万円（営業利益率14.3％）とな

りました。税引前四半期利益は前年同期比37.4％増の52,600百万円（税引前四半期利益率14.4％）、親会社の所有者

に帰属する四半期利益は39.3％増の37,820百万円（親会社の所有者に帰属する四半期利益率10.4％）となりました。

 
地域別の売上収益については、次のとおりであります。

国内では、電動工具、園芸用機器ともにリチウムイオンバッテリ製品を中心に販売が好調に推移し、前年同期

比8.7％増の60,611百万円となりました。

欧州では、巣ごもり需要が落ち着く一方、活発な建築・建設現場での工具需要及び充電式園芸用機器の販売が引き

続き好調に推移し、前年同期比35.9％増の177,829百万円となりました。

北米では、旺盛な住宅需要に伴う電動工具の販売及び、充電式園芸用機器の販売も好調に推移したことから、前年

同期比25.6％増の52,259百万円となりました。

アジアでは、新型コロナウイルス感染の再拡大が各国において発生し、営業活動に影響を及ぼしたものの、中国や

台湾での販売が堅調だったことから前年同期比19.5％増の22,430百万円となりました。

中南米では、新型コロナウイルス感染拡大状況が落ち着き、各国で活発化する建築・建設現場での工具需要が高

まったことから、前年同期比68.2％増の21,205百万円となりました。

オセアニアでは、主要都市で感染再拡大によるロックダウンが行われた影響を受けたものの、建築・建設現場での

旺盛な工具需要から、前年同期比21.4％増の23,265百万円となりました。

中近東・アフリカでは、不安定な政治・経済情勢が続くものの、各国の建築・建設現場の工具需要を捉え、前年同

期比52.7％増の6,631百万円となりました。

 
（カーボンニュートラルへの取り組み）

頻発する風水害など気候変動が社会に及ぼす影響が甚大になる中で、脱炭素社会の実現に向けて企業が果たすべき

役割はより重要なものとなっています。こうした状況を踏まえて、当社はカーボンニュートラルに向けた取り組みを

加速させていきます。再生可能エネルギーの活用など温室効果ガス排出量削減に向けた取り組みを強化するととも

に、新たに社長を委員長とするサステナビリティ委員会を設置し、カーボンニュートラルを推進していくための体制

を構築しました。また、温室効果ガス排出量削減に向けた取り組みを着実に実行していくため、現在削減目標値の設

定に向けた取り組みも進めております。

さらに、当社の事業に関連する気候変動リスク・機会についての分析を実施し、そのリスク・機会が当社の事業活

EDINET提出書類

株式会社マキタ(E01920)

四半期報告書

 3/28



動等に与える影響について情報開示を行うことで、ステークホルダーの皆さまと対話していくことが重要との認識の

下、「気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）」の提言に対して、賛同を表明しました。

今後も脱炭素をはじめとした環境問題への対応を重要なテーマと捉え、環境負荷軽減を推進し、持続可能な社会の

実現に貢献するとともに、TCFDの提言に基づく開示など情報開示も強化してまいります。

 
（２)地域別セグメントの業績

セグメント情報は当社及び連結子会社の所在地に基づき決定されます。

 
日本セグメント

当第２四半期連結累計期間の日本セグメントの売上収益は、前年同期比40.4%増の244,420百万円となりました。こ

のうち、外部収益は、前年同期比9.6%増の71,193百万円（連結売上収益の19.5%）となりました。

当第２四半期連結累計期間の日本セグメントの営業利益は、前年同期比29.5%増の17,740百万円となりました。

 
欧州セグメント

当第２四半期連結累計期間の欧州セグメントの売上収益は、前年同期比38.5%増の189,293百万円となりました。こ

のうち、外部収益は、前年同期比36.4%増の179,275百万円（連結売上収益の49.2%）となりました。

当第２四半期連結累計期間の欧州セグメントの営業利益は、売上の増加及び原価の改善などにより前年同期比92.1%

増の22,781百万円となりました。

 
北米セグメント

当第２四半期連結累計期間の北米セグメントの売上収益は、前年同期比28.4％増の56,493百万円となりました。こ

のうち、外部収益は、前年同期比26.3%増の53,411百万円（連結売上収益の14.7%）となりました。

当第２四半期連結累計期間の北米セグメントの営業利益は、原価率の悪化及び費用の増加などにより前年同期比

20.3%減の660百万円となりました。

 
アジアセグメント

当第２四半期連結累計期間のアジアセグメントの売上収益は、前年同期比56.0%増の202,833百万円となりました。

このうち、外部収益は、前年同期比24.3%増の14,274百万円（連結売上収益の3.9%）となりました。

当第２四半期連結累計期間のアジアセグメントの営業利益は、原価率の悪化及び費用の増加などにより前年同期比

35.4%減の8,624百万円となりました。

 

その他の地域セグメント

当第２四半期連結累計期間のその他の地域セグメントの売上収益は、前年同期比39.1%増の46,326百万円となりまし

た。このうち、外部収益は、前年同期比39.5%増の46,077百万円（連結売上収益の12.7%）となりました。

当第２四半期連結累計期間のその他の地域セグメントの営業利益は、売上の増加及び原価率の改善などにより前年

同期比249.9%増の5,039百万円となりました。
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(３)財政状態の分析

資産合計は、前連結会計年度末に比べ37,964百万円増加し、850,842百万円となりました。主な要因は、棚卸資産の

増加によるものです。

負債合計は、前連結会計年度末に比べ11,772百万円増加し、161,324百万円となりました。主な要因は、借入金の増

加によるものです。

資本合計は、前連結会計年度末に比べ26,192百万円増加し、689,518百万円となりました。主な要因は、利益剰余金

の増加によるものであります。

 

(４)キャッシュ・フローの状況

営業活動の結果使用した資金は、棚卸資産の増加や法人所得税の支払額が前年同期より多かったことなどにより

29,751百万円となりました（前年同期は47,730百万円の収入）。

投資活動の結果使用した資金は、定期預金の預入による支出の減少や投資の売却及び償還による収入の増加などに

より前年同期に比べ20,366百万円減少し、2,753百万円となりました。

財務活動の結果使用した資金は、短期借入金の借入などにより前年同期に比べ6,315百万円減少し、13,585百万円と

なりました。

上記活動の結果及び為替レートの変動による影響により、当第２四半期連結会計期間末の当社グループの現金及び

現金同等物は、前連結会計年度末の148,640百万円から44,151百万円減少して104,489百万円となりました。

 

(５)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当第２四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について、重要

な変更及び新たに生じた課題はありません。

 

(６)研究開発活動

当第２四半期連結累計期間の研究開発支出（無形資産に計上された開発費を含む）は前年同期比627百万円増の

7,254百万円となりました。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。

 
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 992,000,000

計 992,000,000
 

② 【発行済株式】

 

種類
第２四半期会計期間末

現在発行数(株)
(2021年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(2021年11月８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 280,017,520 280,017,520

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)

単元株式数は、100株であり
ます。

計 280,017,520 280,017,520 ― ―
 

 

(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９月30日 - 280,017,520 - 24,206 - 47,525
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(５) 【大株主の状況】

  2021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
(自己株式を
除く。)の

総数に対する
所有株式数の
割合(％)

日本マスタートラスト信託銀行株式会社
(信託口)

東京都港区浜松町二丁目11番３号 38,740 14.26

株式会社日本カストディ銀行(信託口) 東京都中央区晴海一丁目８番12号 12,879 4.74

株式会社マルワ 愛知県岡崎市康生通南三丁目３番地 8,638 3.18

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目７番１号 8,426 3.10

ザ バンク オブ ニューヨーク メロン アズ
デポジタリー バンク フォー デポジタリー　
レシート ホルダーズ
(常任代理人 株式会社三菱ＵＦＪ銀行)

240 GREENWICH STREET, 8TH FL WEST,
NEW YORK, NY 10286 U.S.A
(東京都千代田区丸の内二丁目７番１
号)

7,186 2.64

マキタ取引先投資会 愛知県安城市住吉町三丁目11番８号 6,182 2.27

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区丸の内一丁目１番２号 5,800 2.13

ステート ストリート バンク アンド トラス
ト カンパニー 505001
(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)

P.O.BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS
021 01 U.S.A.
(東京都港区港南二丁目15番１号 品川
インターシティA棟)

5,542 2.04

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一丁目６番６号
(東京都港区浜松町二丁目11番３号)

5,353 1.97

ザ バンク オブ ニューヨーク メロン 140044
(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)

240 GREENWICH STREET, NEW YORK, NY
10286, U.S.A.
(東京都港区港南二丁目15番１号 品川
インターシティA棟)

4,454 1.64

計 ― 103,200 37.97
 

(注) １　日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)及び株式会社日本カストディ銀行(信託口)の所有株式数

は、全て各行の信託業務に係るものであります。

２　2021年８月30日付で公衆の縦覧に供されている株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループの大量保有報

告書の変更報告書において、2021年８月23日現在で、下記の会社は当社の株式を所有している旨が記載され

ているものの、当社として2021年９月30日現在における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主

の状況は2021年９月30日現在の株主名簿に基づき記載しております。

氏名又は名称 保有株券等の数（千株） 株券等保有割合(%)

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 8,426 3.01

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 7,361 2.63

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 1,967 0.70

合計 17,754 6.34
 

 

３　 2021年３月４日付で公衆の縦覧に供されているラザード・アセット・マネージメント・エルエルシーの大量

保有報告書の変更報告書において、2021年２月26日現在で、下記の会社は当社の株式を所有している旨が記

載されているものの、当社として2021年９月30日現在における実質所有株式数の確認ができないため、上記

大株主の状況は2021年９月30日現在の株主名簿に基づき記載しております。

氏名又は名称 保有株券等の数（千株） 株券等保有割合(%)

ラザード・アセット・マネージメン
ト・エルエルシー

17,199 6.14

ラザード・ジャパン・アセット・マ
ネージメント株式会社

1,241 0.45

合計 18,440 6.59
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４　 2020年12月４日付で公衆の縦覧に供されている三井住友信託銀行株式会社の大量保有報告書の変更報告書に

おいて、2020年11月30日現在で、下記の会社は当社の株式を所有している旨が記載されているものの、当社

として2021年９月30日現在における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況は2021年９月

30日現在の株主名簿に基づき記載しております。

氏名又は名称 保有株券等の数（千株） 株券等保有割合(%)

三井住友信託銀行株式会社 1,268 0.45

三井住友トラスト・アセットマネジメ
ント株式会社

8,626 3.08

日興アセットマネジメント株式会社 4,192 1.50

合計 14,086 5.03
 

 

(６) 【議決権の状況】

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 8,484,800
 

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 271,442,600
 

2,714,426 ―

単元未満株式 普通株式 90,120
 

― １単元（100株）未満の株式

発行済株式総数 280,017,520 ― ―

総株主の議決権 ― 2,714,426 ―
 

(注) 単元未満株式の欄の普通株式には当社所有の自己株式が11株含まれております。

　    

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)
株式会社マキタ

愛知県安城市住吉町
三丁目11番8号

8,484,800 ― 8,484,800 3.03

計 ― 8,484,800 ― 8,484,800 3.03
 

 
２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第２四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」（2007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１条の２に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件

を全て満たしているため、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」（以下「IAS第34号」とい

う。）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２四半期連結会計期間（2021年７月１日から2021年

９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（2021年４月１日から2021年９月30日まで）に係る要約四半期連結財務

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。

 

３．連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組み及びIFRSに基づいて連結財務諸表等を適正

に作成することができる体制の整備について

当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組み及びIFRSに基づいて連結財務諸表等を適正に作成

することができる体制の整備を行っております。会計基準等の内容を適切に把握し、会計基準等の変更等に的確に対

応するため、公益財団法人財務会計基準機構に加入しているほか、同機構や会計に関する専門機関が実施する研修へ

の参加、会計に関する専門誌の購読等を行っております。また、IFRSに準拠したグループ会計方針を作成し、これに

基づき会計処理を行っております。
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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２四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

資産    

流動資産    

現金及び現金同等物 ７ 148,640 104,489

営業債権及びその他の債権 ７ 95,691 99,190

棚卸資産  267,547 345,573

その他の金融資産 ７ 18,227 5,280

その他の流動資産  10,223 12,105

流動資産合計  540,328 566,637

非流動資産    

有形固定資産  189,366 211,867

のれん及び無形資産  9,364 9,398

その他の金融資産 ７ 51,011 39,601

退職給付に係る資産  10,685 10,510

繰延税金資産  8,860 9,548

その他の非流動資産  3,264 3,281

非流動資産合計  272,550 284,205

資産合計  812,878 850,842
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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２四半期連結会計期間
(2021年９月30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 ７ 59,792 61,843

借入金 ７ 2,612 6,964

その他の金融負債 ７ 4,080 3,811

未払法人所得税  11,218 12,141

引当金  3,665 3,989

その他の流動負債  40,431 42,622

流動負債合計  121,798 131,370

非流動負債    

退職給付に係る負債  3,406 3,440

その他の金融負債 ７ 11,764 13,757

引当金  1,421 1,492

繰延税金負債  10,954 11,061

その他の非流動負債  209 204

非流動負債合計  27,754 29,954

負債合計  149,552 161,324

資本    

資本金  23,805 23,805

資本剰余金  45,559 45,569

利益剰余金  588,644 614,279

自己株式  △11,543 △11,539

その他の資本の構成要素  11,390 11,543

親会社の所有者に帰属する
持分合計

 657,855 683,657

非支配持分  5,471 5,861

資本合計  663,326 689,518

負債及び資本合計  812,878 850,842
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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２四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

 注記
前第２四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日
至　2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
至　2021年９月30日)

売上収益 ４ 283,156 364,230

売上原価  △191,741 △245,536

売上総利益  91,415 118,694

販売費及び一般管理費等  △53,250 △66,534

営業利益  38,165 52,160

金融収益 ４ 1,013 1,217

金融費用 ４ △905 △777

税引前四半期利益 ４ 38,273 52,600

法人所得税費用  △10,921 △14,435

四半期利益  27,352 38,165

四半期利益の帰属    

親会社の所有者  27,141 37,820

非支配持分  211 345

１株当たり四半期利益 ６   

基本的１株当たり四半期利益(円)  99.96 139.29
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【第２四半期連結会計期間】

(単位：百万円)

 注記
前第２四半期連結会計期間
(自　2020年７月１日
至　2020年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自　2021年７月１日
至　2021年９月30日)

売上収益 ４ 156,160 178,933

売上原価  △105,726 △122,603

売上総利益  50,434 56,330

販売費及び一般管理費等  △27,838 △32,552

営業利益  22,596 23,778

金融収益 ４ 269 633

金融費用 ４ △1,061 △1,676

税引前四半期利益 ４ 21,804 22,735

法人所得税費用  △6,136 △6,386

四半期利益  15,668 16,349

四半期利益の帰属    

親会社の所有者  15,620 16,208

非支配持分  48 141

１株当たり四半期利益 ６   

基本的１株当たり四半期利益(円)  57.53 59.70
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【要約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)

 注記
前第２四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日
至　2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
至　2021年９月30日)

四半期利益  27,352 38,165

その他の包括利益(税効果調整後)    

純損益に振り替えられることのない項目    

その他の包括利益を通じて公正価値で
測定する資本性金融商品

 3,711 △576

純損益に振り替えられることのない項目
合計

 3,711 △576

純損益に振り替えられる可能性のある
項目

   

在外営業活動体の換算差額  4,162 4,609

純損益に振り替えられる可能性のある
項目合計

 4,162 4,609

その他の包括利益(税効果調整後)合計  7,873 4,033

四半期包括利益  35,225 42,198

四半期包括利益の帰属    

親会社の所有者  34,890 41,808

非支配持分  335 390
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【第２四半期連結会計期間】

(単位：百万円)

 注記
前第２四半期連結会計期間
(自　2020年７月１日
至　2020年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自　2021年７月１日
至　2021年９月30日)

四半期利益  15,668 16,349

その他の包括利益(税効果調整後)    

純損益に振り替えられることのない項目    

その他の包括利益を通じて公正価値で
測定する資本性金融商品

 1,553 △91

純損益に振り替えられることのない項目
合計

 1,553 △91

純損益に振り替えられる可能性のある
項目

   

在外営業活動体の換算差額  2,096 △3,521

純損益に振り替えられる可能性のある
項目合計

 2,096 △3,521

その他の包括利益(税効果調整後)合計  3,649 △3,612

四半期包括利益  19,317 12,737

四半期包括利益の帰属    

親会社の所有者  19,181 12,635

非支配持分  136 102
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(３) 【要約四半期連結持分変動計算書】

前第２四半期連結累計期間(自　2020年４月１日　至　2020年９月30日)

　(単位：百万円）

  親会社の所有者に帰属する持分

非支配持分 資本合計
 注記 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式

その他の
資本の
構成要素

合計

2020年４月１日残高  23,805 45,531 540,063 △11,554 △26,570 571,275 4,473 575,748

四半期利益    27,141   27,141 211 27,352

その他の包括利益      7,749 7,749 124 7,873

四半期包括利益合計  ― ― 27,141 ― 7,749 34,890 335 35,225

配当金 ５   △11,675   △11,675  △11,675

自己株式の取得     △1  △1  △1

株式報酬取引   7  15  22  22

所有者との取引額合
計

 ― 7 △11,675 14 ― △11,654 ― △11,654

2020年9月30日残高  23,805 45,538 555,529 △11,540 △18,821 594,511 4,808 599,319
 

　

当第２四半期連結累計期間(自　2021年４月１日　至　2021年９月30日)

　(単位：百万円）

  親会社の所有者に帰属する持分

非支配持分 資本合計
 注記 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式

その他の
資本の
構成要素

合計

2021年４月１日残高  23,805 45,559 588,644 △11,543 11,390 657,855 5,471 663,326

四半期利益    37,820   37,820 345 38,165

その他の包括利益      3,988 3,988 45 4,033

四半期包括利益合計  ― ― 37,820 ― 3,988 41,808 390 42,198

配当金 ５   △16,020   △16,020  △16,020

自己株式の取得     △5  △5  △5

株式報酬取引   10  9  19  19

その他の資本の構
成要素から利益剰
余金への振替

   3,835  △3,835 ―  ―

所有者との取引額合
計

 ― 10 △12,185 4 △3,835 △16,006 ― △16,006

2021年9月30日残高  23,805 45,569 614,279 △11,539 11,543 683,657 5,861 689,518
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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２四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日
至　2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー    

四半期利益  27,352 38,165

減価償却費及び償却費  7,592 9,768

法人所得税費用  10,921 14,435

金融収益及び費用(△は益)  △108 △440

有形固定資産除売却損益(△は益)  142 △48

営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)  △12,293 △3,299

棚卸資産の増減(△は増加)  7,324 △75,819

営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）  10,755 1,465

退職給付に係る資産及び負債の増減  201 104

差入保証金の増減（△は増加）  ― △1,104

その他  2,440 466

小計  54,326 △16,307

配当金の受取額  406 455

利息の受取額  384 233

利息の支払額  △165 △205

法人所得税の支払額  △7,221 △13,927

営業活動によるキャッシュ・フロー  47,730 △29,751

投資活動によるキャッシュ・フロー    

固定資産の取得による支出  △23,434 △28,158

固定資産の売却による収入  35 110

投資の取得による支出  △1,290 △243

投資の売却及び償還による収入  5,058 13,184

定期預金の預入による支出  △26,934 △7,943

定期預金の払戻による収入  23,358 20,285

その他  88 12

投資活動によるキャッシュ・フロー  △23,119 △2,753

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)  △6,916 4,294

自己株式の取得及び売却(純額）  △1 △5

配当金の支払額  △11,675 △16,020

リース負債の返済による支出  △1,336 △1,855

その他  28 1

財務活動によるキャッシュ・フロー  △19,900 △13,585

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響額  817 1,938

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)  5,528 △44,151

現金及び現金同等物の期首残高  143,439 148,640

現金及び現金同等物の四半期末残高  148,967 104,489
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【要約四半期連結財務諸表注記】

１．報告企業

株式会社マキタ(以下、「当社」という。)は、日本に所在する企業で、登記されている本社の住所は、愛知県安城

市住吉町三丁目11番８号であります。

当社の要約四半期連結財務諸表は、2021年９月30日を四半期連結会計期間末とし、当社及びその子会社（以下、

「当社グループ」という。）により構成されております。

当社グループは、電動工具、園芸用機器等の製造販売を主な事業としております。

　

 

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」の要件を全て満たしているため、同第93条の規定により、IAS第34号「期中財務報告」に準拠して作成して

おります。

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。

当社グループの要約四半期連結財務諸表は、2021年11月８日に取締役社長及び取締役執行役員管理本部長によっ

て承認されております。

 
(2) 測定の基礎

当社グループの要約四半期連結財務諸表は、注記「３.重要な会計方針」に記載のとおり、公正価値で測定されて

いる特定の金融商品等を除き、取得原価を基礎として作成しております。

 
(3) 機能通貨及び表示通貨

当社グループの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で表示しております。日本円で表示し

ている全ての財務情報は、百万円未満を四捨五入しております。

　

(4) 見積り及び判断の利用

IFRSに準拠した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することが義務付けられております。実際の結果

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されます。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されます。

経営者が行った要約四半期連結財務諸表の金額に重要な影響を与える判断及び見積りは2021年３月31日に終了す

る連結会計年度に係る連結財務諸表と同様であります。

 
３．重要な会計方針

当社グループが本要約四半期連結財務諸表において適用する会計方針は、前連結会計年度に係る連結財務諸表に

おいて適用した会計方針と同様であります。

　なお、当第２四半期連結累計期間の法人所得税費用は、見積平均年次実効税率を用いて算定しております。
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４．セグメント情報

(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、経営

者が、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、主に電動工具・園芸用機器等を製造・販売する単一事業分野において事業活動を行っており、日

本、欧州、北米、アジア及びその他の地域の各現地法人が地域ごと連携しながら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、当社グループの報告セグメントは「日本」、「欧州」、「北米」、「アジア」の地

域より構成されております。報告セグメントの主な国は次のとおりであります。

 

報告セグメント 主な国

日本 日本

欧州 ドイツ、英国、ロシア、フランス、フィンランド

北米 米国、カナダ

アジア 中国、タイ
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(2) 報告セグメントに関する情報

報告セグメントの会計処理の方法は、注記「３.重要な会計方針」で記載している当社グループの会計方針と同一

であります。

 

前第２四半期連結累計期間(自　2020年４月１日　至　2020年９月30日)

(単位：百万円)

 

報告セグメント

合計
その他
(注２)

 

調整額
(注３)

 

要約四半期
連結財務諸
表計上額日本 欧州 北米 アジア

売上収益         

外部収益 64,953 131,389 42,290 11,483 250,115 33,041 ― 283,156

セグメント間の内部
売上収益又は振替高
(注１)

109,195 5,258 1,700 118,565 234,718 268 △234,986 ―

合計 174,148 136,647 43,990 130,048 484,833 33,309 △234,986 283,156

営業利益 13,698 11,857 828 13,353 39,736 1,440 △3,011 38,165

金融収益 ― ― ― ― ― ― ― 1,013

金融費用 ― ― ― ― ― ― ― △905

税引前四半期利益 ― ― ― ― ― ― ― 38,273
 

(注) １．セグメント間の内部売上収益又は振替高は、市場実勢を勘案し協議の上で決定した販売価格に基づいて

います。

２．「その他」は主にオーストラリア、ブラジル、アラブ首長国連邦の地域より構成されております。

３．営業利益の調整額△3,011百万円は、セグメント間取引消去金額が含まれております。

 

当第２四半期連結累計期間(自　2021年４月１日　至　2021年９月30日)

(単位：百万円)

 

報告セグメント

合計
その他
(注２)

 

調整額
(注３)

 

要約四半期
連結財務諸
表計上額日本 欧州 北米 アジア

売上収益         

外部収益 71,193 179,275 53,411 14,274 318,153 46,077 ― 364,230

セグメント間の内部
売上収益又は振替高
(注１)

173,227 10,018 3,082 188,559 374,886 249 △375,135 ―

合計 244,420 189,293 56,493 202,833 693,039 46,326 △375,135 364,230

営業利益 17,740 22,781 660 8,624 49,805 5,039 △2,684 52,160

金融収益 ― ― ― ― ― ― ― 1,217

金融費用 ― ― ― ― ― ― ― △777

税引前四半期利益 ― ― ― ― ― ― ― 52,600
 

(注) １．セグメント間の内部売上収益又は振替高は、市場実勢を勘案し協議の上で決定した販売価格に基づいて

います。

２．「その他」は主にオーストラリア、ブラジル、アラブ首長国連邦の地域より構成されております。

３．営業利益の調整額△2,684百万円は、セグメント間取引消去金額が含まれております。
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前第２四半期連結会計期間(自　2020年７月１日　至　2020年９月30日)

(単位：百万円)

 

報告セグメント

合計
その他
(注２)

 

調整額
(注３)

 

要約四半期
連結財務諸
表計上額日本 欧州 北米 アジア

売上収益         

外部収益 34,927 72,940 22,218 6,233 136,318 19,842 ― 156,160

セグメント間の内部
売上収益又は振替高
(注１)

56,075 2,702 903 59,578 119,258 185 △119,443 ―

合計 91,002 75,642 23,121 65,811 255,576 20,027 △119,443 156,160

営業利益 7,432 6,804 1,016 6,446 21,698 1,176 △278 22,596

金融収益 ― ― ― ― ― ― ― 269

金融費用 ― ― ― ― ― ― ― △1,061

税引前四半期利益 ― ― ― ― ― ― ― 21,804
 

(注) １．セグメント間の内部売上収益又は振替高は、市場実勢を勘案し協議の上で決定した販売価格に基づいて

います。

２．「その他」は主にオーストラリア、ブラジル、アラブ首長国連邦の地域より構成されております。

３．営業利益の調整額△278百万円は、セグメント間取引消去金額が含まれております。

 

当第２四半期連結会計期間(自　2021年７月１日　至　2021年９月30日)

(単位：百万円)

 

報告セグメント

合計
その他
(注２)

 

調整額
(注３)

 

要約四半期
連結財務諸
表計上額日本 欧州 北米 アジア

売上収益         

外部収益 36,743 86,948 24,264 7,364 155,319 23,614 ― 178,933

セグメント間の内部
売上収益又は振替高
(注１)

86,131 5,333 1,595 93,829 186,888 164 △187,052 ―

合計 122,874 92,281 25,859 101,193 342,207 23,778 △187,052 178,933

営業利益（△損失） 8,348 11,321 △ 924 4,654 23,399 2,730 △2,351 23,778

金融収益 ― ― ― ― ― ― ― 633

金融費用 ― ― ― ― ― ― ― △1,676

税引前四半期利益 ― ― ― ― ― ― ― 22,735
 

(注) １．セグメント間の内部売上収益又は振替高は、市場実勢を勘案し協議の上で決定した販売価格に基づいて

います。

２．「その他」は主にオーストラリア、ブラジル、アラブ首長国連邦の地域より構成されております。

３．営業利益（△損失）の調整額△2,351百万円は、セグメント間取引消去金額が含まれております。
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５．配当金

配当金の支払額は、次のとおりであります。

前第２四半期連結累計期間(自　2020年４月１日　至　2020年９月30日)

 

決議 株式の種類
配当金の総額
(単位：百万円)

１株当たり配当額
(単位：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  11,675  43 2020年３月31日 2020年６月26日
 

 

当第２四半期連結累計期間(自　2021年４月１日　至　2021年９月30日)

 

決議 株式の種類
配当金の総額
(単位：百万円)

１株当たり配当額
(単位：円)

基準日 効力発生日

2021年６月25日
定時株主総会

普通株式 16,020 59 2021年３月31日 2021年６月28日
 

 
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末後とな

るものは、次のとおりであります。

 

前第２四半期連結累計期間(自　2020年４月１日　至　2020年９月30日)

 

決議 株式の種類
配当金の総額
(単位：百万円)

１株当たり配当額
(単位：円)

基準日 効力発生日

2020年10月30日
取締役会

普通株式  2,715  10 2020年９月30日 2020年11月26日
 

 

当第２四半期連結累計期間(自　2021年４月１日　至　2021年９月30日)

 

決議 株式の種類
配当金の総額
(単位：百万円)

１株当たり配当額
(単位：円)

基準日 効力発生日

2021年10月28日
取締役会

普通株式 2,715 10 2021年９月30日 2021年11月26日
 

　

６．１株当たり利益

親会社の所有者に帰属する基本的１株当たり四半期利益の算定基礎は次のとおりであります。

 

 
前第２四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日
至　2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
至　2021年９月30日)

親会社の所有者に帰属する四半期利益（百万円） 27,141 37,820

普通株式の期中平均普通株式数（株） 271,521,377 271,529,324

基本的１株当たり四半期利益（円） 99.96 139.29
 

(注）希薄化後１株当たり四半期利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

 

 
前第２四半期連結会計期間
(自　2020年７月１日
至　2020年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自　2021年７月１日
至　2021年９月30日)

親会社の所有者に帰属する四半期利益（百万円） 15,620 16,208

普通株式の期中平均普通株式数（株） 271,525,817 271,531,825

基本的１株当たり四半期利益（円） 57.53 59.70
 

(注）希薄化後１株当たり四半期利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
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７．金融商品

(１) 公正価値のヒエラルキー

金融商品の公正価値のヒエラルキーは、次のとおり分類しております。

レベル１：活発な市場における相場価格により測定された公正価値

レベル２：レベル１に含まれる相場価格以外で、直接又は間接的に観察可能なインプットを使用して測定され

         た公正価値

レベル３：観察可能でないインプットを含む評価技法を用いて測定された公正価値

 
(２) 公正価値の測定方法

金融資産及び金融負債の公正価値は、次のとおり決定しております。

(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、帳簿価額が公正価値の合理的な近似値となっております。

(借入金)

全て一年以内に返済されるものであり、帳簿価額が公正価値の合理的な近似値となっております。

(その他の金融資産、その他の金融負債)

その他の金融資産のうち、３ヵ月超の定期預金については、短期間で決済されるため、帳簿価額が公正価値

の合理的な近似値となっております。上場株式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とし

て、取引所の市場価格によっております。負債性証券は、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産として

取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格により算定しております。

デリバティブは純損益を通じて公正価値で測定する金融資産又は金融負債として、為替レート等の市場で観

察可能な基礎条件に基づいて算定しております。

 
(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及び公正価値は次のとおりであります。

(単位：百万円)

 
前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第2四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

帳簿価額 公正価値 帳簿価額 公正価値

金融資産     

償却原価で測定する金融資産     

負債性証券 2,304 2,308 200 200
 

(注）1. 帳簿価額が公正価値の合理的な近似値となっている金融商品は上表には含めておりません。

２. 償却原価で測定する金融資産の負債性証券は、要約四半期連結財政状態計算書の「その他の金融資産」

　　に含まれております。
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（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

公正価値ヒエラルキーのレベルごとに分類した、経常的に公正価値で測定する金融資産及び金融負債の内訳は、

次のとおりであります。

なお、公正価値ヒエラルキーのレベル間の振替は、振替を生じさせた事象又は状況の変化が生じた日に認識して

おります。

 

前連結会計年度(2021年３月31日)

 
    (単位：百万円)

 レベル１ レベル２ レベル３ 合計

金融資産     

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

    

株式 38,375 ― 1,299 39,674

純損益を通じて公正価値で測
定する金融資産

    

デリバティブ資産 ― 234 ― 234

負債性証券 4,511 ― 8 4,519

合計 42,886 234 1,307 44,427

金融負債     

純損益を通じて公正価値で測
定する金融負債

    

デリバティブ負債 ― 2,001 ― 2,001

合計 ― 2,001 ― 2,001
 

(注) １．前連結会計年度において、レベル１とレベル２の間の振替はありません。

　　 ２．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及び純損益を通じて公正価値で測定する金融資産

は、要約四半期連結財政状態計算書の「その他の金融資産」に含まれております。また、純損益を通じて　

公正価値で測定する金融負債は、要約四半期連結財政状態計算書の「その他の金融負債」に含まれており　

ます。
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当第２四半期連結会計期間(2021年９月30日)

(単位：百万円)

 レベル１ レベル２ レベル３ 合計

金融資産     

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

    

株式 31,106 ― 1,405 32,511

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産     

デリバティブ資産 ― 497 ― 497

負債性証券 ― ― 7 7

合計 31,106 497 1,412 33,015

金融負債     

純損益を通じて公正価値で測定する金融負債     

デリバティブ負債 ― 1,239 ― 1,239

合計 ― 1,239 ― 1,239
 

(注) １．当第２四半期連結会計期間において、レベル１とレベル２の間の振替はありません。

　　 ２．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及び純損益を通じて公正価値で測定する金融資産

は、要約四半期連結財政状態計算書の「その他の金融資産」に含まれております。また、純損益を通じて　

公正価値で測定する金融負債は、要約四半期連結財政状態計算書の「その他の金融負債」に含まれており　

ます。

 

レベル１に分類されている金融資産は主に市場性のある上場株式であります。上場株式は十分な取引量と頻繁な取引

がある活発な市場における市場価格によっております。

レベル２に分類されている金融資産及び金融負債はデリバティブであります。デリバティブは為替予約であり、為替

レート等の市場で観察可能な基礎条件に基づいて算定しております。

レベル３に分類されている金融資産は、主に非上場株式であります。当社グループの会計方針等に従って、入手可能

な直前の数値を用いて算定しております。なお、レベル３に分類されている金融資産は、前第２四半期連結累計期間及

び当第２四半期連結累計期間において重要な変動はありません。

 
８．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11月８日

株式会社マキタ

取締役会  御中

　

有限責任 あずさ監査法人

名古屋事務所
 

　

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 森　本　泰　行  

 

　

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 川　口　真　樹  

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 大　門　亮　介  

 

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マ

キタの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２四半期連結会計期間（2021年７月１日から

2021年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（2021年４月１日から2021年９月30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

マキタ及び連結子会社の2021年９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半

期連結累計期間の経営成績並びに第２四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及び監査等委員会の責任

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。

監査等委員会の責任は、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。

EDINET提出書類

株式会社マキタ(E01920)

四半期報告書

27/28



 

 
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、監査等委員会に対して、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、監査等委員会に対して、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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