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回次
第57期

第３四半期連結
累計期間

第58期
第３四半期連結

累計期間
第57期

会計期間
自2021年１月１日
至2021年９月30日

自2022年１月１日
至2022年９月30日

自2021年１月１日
至2021年12月31日

売上高 （千円） 5,758,191 5,759,366 7,467,677

経常利益 （千円） 532,609 414,474 615,594

親会社株主に帰属する四半期

（当期）純利益
（千円） 457,930 293,612 505,515

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 611,889 673,772 729,945

純資産額 （千円） 2,252,351 2,837,561 2,195,627

総資産額 （千円） 8,014,604 9,297,699 8,178,363

１株当たり四半期（当期）純利益 （円） 57.57 36.52 63.54

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益
（円） 57.21 － 63.15

自己資本比率 （％） 27.5 30.5 26.8

回次
第57期

第３四半期連結
会計期間

第58期
第３四半期連結

会計期間

会計期間
自2021年７月１日
至2021年９月30日

自2022年７月１日
至2022年９月30日

１株当たり四半期純利益 （円） 11.51 15.86

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】

　（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．第58期第３四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。

３．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を第１四半期連結会計期間の期
首から適用しており、当第３四半期連結累計期間及び当第３四半期連結会計期間に係る主要な経営指標等に
ついては、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。

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３四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。

　なお、新型コロナウイルス感染症の動向は、今後も当社グループの事業活動及び収益確保に影響を及ぼす可能性が

あります。

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。

経営成績等の状況

　当第３四半期連結累計期間における我が国経済は、依然として新型コロナウイルス感染症の影響により、それま

での雇用情勢や所得環境の改善による景気の緩やかな回復基調は一変し、米国、中国の対立やロシアによるウクラ

イナ侵攻の影響も懸念されるなど海外経済の不確実性が高まり、先行きは依然として不透明な状況で推移いたしま

した。

　このような環境の中、当社グループは、中期スロ－ガンとして「安心をお届けする不二精機グループ」を掲げ、

品質管理体制の徹底強化によるグループ一体となった顧客満足の更なる追求を図り、精密金型のコア技術をもとに

自動車及び二輪車などの成形事業分野への積極的な展開を行い、顧客への高付加価値製品の提供による安定受注の

拡大に努めてまいりました。

　また、「『考動』で価値を創る」をグループ全社員の行動規範とし、「お客様の利益の 大化」を目標に、新た

な価値創造、また「５Ｓ活動」を基本とする着実な品質改善活動に取り組んでおります。

(1) 財政状態の状況

　総資産は、前連結会計年度末に比べ11億19百万円（13.7％）増加し、92億97百万円となりました。

流動資産は、主に現金及び預金が３億30百万円、受取手形及び売掛金が２億81百万円増加し、一方、製品が１億

28百万円減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べ９億77百万円（24.2％）増加し、50億15百万円となり

ました。

　固定資産は、主に有形固定資産が２億18百万円増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べ１億41百万円

（3.4％）増加し、42億81百万円となりました。

負債は、前連結会計年度末に比べ４億77百万円（8.0％）増加し、64億60百万円となりました。

流動負債は、主に短期借入金が１億91百万円増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べ２億79百万円

（5.8％）増加し、51億13百万円となりました。

　固定負債は、主に長期借入金が２億47百万円増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べ１億97百万円

（17.2％）増加し、13億47百万円となりました。

　純資産は、主に為替換算調整勘定が４億１百万円、利益剰余金が２億13百万円増加したことなどにより、前連結

会計年度末に比べ６億41百万円（29.2％）増加し、28億37百万円となりました。なお、自己資本比率は、前連結会

計年度末に比べ3.7ポイント増加し、30.5％となりました。

(2) 経営成績の状況

　当第３四半期連結累計期間の売上高は、射出成形用精密金型及び成形システム事業の売上高が減少した一方、精

密成形品その他事業の売上高が増加したことにより、前年同四半期と同等の57億59百万円となりました。

　損益につきましては、射出成形用精密金型及び成形システム事業、精密成形品その他事業の収益性がいずれも低

下したことにより、営業利益は前年同四半期比１億40百万円（27.0％）減少の３億79百万円となりました。為替差

益、雑収入の増加により営業外収益が12百万円増加し、支払利息などの減少により営業外費用が10百万円減少した

ことにより、経常利益は前年同四半期比１億18百万円（22.2％）減少の４億14百万円となりました。特別損益項

目、法人税等を加え、親会社株主に帰属する四半期純利益は前年同四半期比１億64百万円（35.9％）減少の２億93

百万円となりました。

　なお、中国上海市で新型コロナウイルスの感染拡大防止を目的に実施されたロックダウンにより、同市の子会社

（上海不二精机有限公司）の事業活動全般の停止を余儀なくされ、同期間中の固定費等を「新型コロナウイルス関

連損失」として特別損失項目で表示しております。ロックダウンの解除以降、工場の稼働率は徐々に回復し、現在

は平常通りの操業となっております。

　セグメント別の経営成績は、以下のとおりであります。なお、以下の記載はセグメント間の内部売上高又は振替

高を含んだ金額によっております。

＜射出成形用精密金型及び成形システム事業＞

　自動車部品用精密金型が増加したことから、当セグメントの売上高は前年同四半期比61百万円（2.6％）増加の

24億62百万円となりましたが、主力製品であり利益率の高い医療機器用精密金型の売上高が前年同四半期に比べ減

少し、セグメント利益は前年同四半期比52百万円（19.3％）減少の２億20百万円となりました。
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会社名
事業所名
(所在地)

セグメントの
名称

設備の内容

投資予定金額
資金
調達
方法

着手及び完了予定年月
完成後の
増加能力総額

（千円）
既支払額
（千円）

着手 完了

提出会社
鈴鹿工場

(三重県鈴鹿市)
精密成形品
その他事業

機械装置　他

（変更前）

146,652

（変更後）

160,043

144,225
自己資金
及び借入金

2021年
３月

（変更前）
 2022年４月予定
（変更後）

 2023年４月予定

－

　なお、個別受注生産である当事業の未検収の受注残高は安定的に推移しております。

＜精密成形品その他事業＞

　主力製品である自動車部品用成形品は東南アジア市場、中国市場において中期的な受注をいただき、当セグメン

トの売上高は、前年同四半期比69百万円（2.0％）増加の34億89百万円となりましたが、品質管理体制の強化の影

響もあり、セグメント利益は前年同四半期比98百万円（41.7％）減少の１億38百万円となりました。

(3) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

　当第３四半期連結累計期間において、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が、新型コロナウイルス感染症の動向については今後の経過を引き続き注視してまいり

ます。

　現在、射出成形用精密金型及び成形システム事業の各工場（松山、中国の常州）、自動車部品用成形品を主力製

品とする精密成形品その他事業の各工場（国内子会社、タイ、インドネシア、中国の上海）は安定的に稼働してお

ります。

　引き続き、今後の市場及び主要顧客からの情報収集を徹底し、生産設備のメンテナンスや品質管理体制の整備・

従業員研修などを重点的に実施してまいります。

(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の総額は13百万円であります。なお、研究開発活動の状況に重要な変更

はありません。

(5) 主要な設備

　前連結会計年度末において計画中であった主要な設備の新設について、当第３四半期連結累計期間に重要な変更

があったものは、次のとおりであります。

（注）鈴鹿工場の完了予定を当初の予定から2023年４月へと変更いたしました。

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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種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 23,720,000

計 23,720,000

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

第３四半期会計期間末

現在発行数（株）

（2022年９月30日）

提出日現在発行数（株）

（2022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 9,054,000 9,054,000 東京証券取引所スタンダード市場
単元株式数

100株

計 9,054,000 9,054,000 － －

②【発行済株式】

（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。

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)

2022年７月１日～

2022年９月30日
－ 9,054,000 － 500,000 － 85,588

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

（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ず、記載す

ることができないことから、直前の基準日（2022年６月30日）に基づく株主名簿による記載をしております。

2022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） 普通株式 946,200 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 8,104,200 81,042 －

単元未満株式 普通株式 3,600 － －

発行済株式総数 9,054,000 － －

総株主の議決権 － 81,042 －

①【発行済株式】

2022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
（％）

不二精機株式会社
大阪市生野区巽東

四丁目４番37号
946,200 － 946,200 10.45

計 － 946,200 － 946,200 10.45

②【自己株式等】

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３四半期連結会計期間（2022年７月１日から2022

年９月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（2022年１月１日から2022年９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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（単位：千円）

前連結会計年度
(2021年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2022年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 899,107 1,229,268

受取手形及び売掛金 1,200,877 1,481,911

電子記録債権 203,184 262,194

製品 845,071 716,757

仕掛品 494,042 656,642

原材料及び貯蔵品 172,770 240,606

未収入金 56,280 69,572

その他 170,059 363,756

貸倒引当金 △3,623 △4,940

流動資産合計 4,037,769 5,015,768

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 684,724 745,627

機械装置及び運搬具（純額） 865,310 954,837

工具、器具及び備品（純額） 496,496 606,725

土地 734,781 734,781

リース資産（純額） 407,958 360,711

建設仮勘定 438,478 443,883

有形固定資産合計 3,627,750 3,846,566

無形固定資産

のれん 31,008 28,101

その他 73,890 93,576

無形固定資産合計 104,899 121,677

投資その他の資産

投資有価証券 183,692 148,664

長期貸付金 5,733 6,315

繰延税金資産 58,346 52,895

その他 171,038 116,744

貸倒引当金 △10,865 △10,933

投資その他の資産合計 407,944 313,686

固定資産合計 4,140,594 4,281,930

資産合計 8,178,363 9,297,699

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2021年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2022年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 959,843 985,490

電子記録債務 160,715 145,503

短期借入金 2,561,315 2,753,216

リース債務 129,113 123,764

未払金 217,345 187,529

未払法人税等 102,439 70,283

前受金 460,964 －

契約負債 － 542,249

賞与引当金 72,866 124,208

製品保証引当金 32,836 29,349

その他 135,979 151,499

流動負債合計 4,833,420 5,113,095

固定負債

長期借入金 836,419 1,083,524

リース債務 183,772 143,392

繰延税金負債 48,777 35,704

退職給付に係る負債 46,315 58,942

役員退職慰労引当金 14,539 3,403

資産除去債務 18,921 22,075

長期前受収益 569 －

固定負債合計 1,149,315 1,347,042

負債合計 5,982,735 6,460,137

純資産の部

株主資本

資本金 500,000 500,000

資本剰余金 738,793 751,790

利益剰余金 834,214 1,048,025

自己株式 △268,352 △233,272

株主資本合計 1,804,656 2,066,543

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 24,139 2,763

為替換算調整勘定 366,718 768,254

その他の包括利益累計額合計 390,858 771,018

新株予約権 113 －

純資産合計 2,195,627 2,837,561

負債純資産合計 8,178,363 9,297,699
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　2021年１月１日
　至　2021年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2022年１月１日

　至　2022年９月30日)

売上高 5,758,191 5,759,366

売上原価 4,375,395 4,587,967

売上総利益 1,382,795 1,171,398

販売費及び一般管理費 862,274 791,592

営業利益 520,520 379,806

営業外収益

受取利息 2,094 2,081

受取配当金 319 308

補助金収入 2,951 4,575

為替差益 50,749 56,641

その他 4,809 9,810

営業外収益合計 60,924 73,415

営業外費用

支払利息 38,253 31,719

コミットメントライン手数料 3,000 2,000

その他 7,582 5,028

営業外費用合計 48,835 38,747

経常利益 532,609 414,474

特別利益

固定資産売却益 78,714 2,005

特別利益合計 78,714 2,005

特別損失

固定資産売却損 2,037 1,578

固定資産除却損 380 531

新型コロナウイルス関連損失 － ※１ 24,681

特別損失合計 2,417 26,791

税金等調整前四半期純利益 608,907 389,687

法人税、住民税及び事業税 150,326 87,767

法人税等調整額 △26,698 8,307

法人税等合計 123,628 96,075

四半期純利益 485,278 293,612

非支配株主に帰属する四半期純利益 27,348 －

親会社株主に帰属する四半期純利益 457,930 293,612

（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３四半期連結累計期間】
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　2021年１月１日
　至　2021年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2022年１月１日

　至　2022年９月30日)

四半期純利益 485,278 293,612

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 398 △21,375

為替換算調整勘定 126,211 401,535

その他の包括利益合計 126,610 380,159

四半期包括利益 611,889 673,772

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 583,395 673,772

非支配株主に係る四半期包括利益 28,493 －

【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】
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【注記事項】

（会計方針の変更）

（収益認識に関する会計基準等の適用）

　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい

う。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点

で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。

　収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っ

ており、第１四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第１

四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。

　この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高、売上原価、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純

利益に与える影響は軽微であります。また、利益剰余金の当期首残高に与える影響も軽微であります。

　収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動負債」に表示して

いた「前受金」は、第１四半期連結会計期間より「契約負債」に含めて表示することといたしました。なお、

収益認識会計基準第89-２項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法によ

り組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号　2020年

３月31日）第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第３四半期連結累計期間に係る顧客との契約から

生じる収益を分解した情報を記載しておりません。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計

基準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計

基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、四半期連結財務諸表

に与える影響はありません。

（四半期連結損益計算書関係）

※1　新型コロナウイルス関連損失

　当第３四半期連結累計期間（自　2022年１月１日　至　2022年９月30日）

　中国上海市で新型コロナウイルス感染拡大防止を目的に実施されたロックダウンにより、上海不二精机有限

公司の事業活動全般の停止を余儀なくされました。その際に生じた固定費相当額24,681千円を特別損失に計上

しております。

前第３四半期連結累計期間
（自  2021年１月１日

至  2021年９月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自  2022年１月１日

至  2022年９月30日）

減価償却費

のれんの償却額

397,450千円

2,907

428,235千円

2,907

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第３四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３四半

期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次

のとおりであります。
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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

2021年３月30日

定時株主総会
普通株式 39,749 5.00 2020年12月31日 2021年３月31日 利益剰余金

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

2022年３月30日

定時株主総会
普通株式 79,688

10.00

(通常配当5.00)

(記念配当5.00)

2021年12月31日 2022年３月31日 利益剰余金

（株主資本等関係）

前第３四半期連結累計期間（自　2021年１月１日　至　2021年９月30日）

１．配当金支払額

２．基準日が当第３四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３四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。

３．株主資本の金額の著しい変動

　　該当事項はありません。

当第３四半期連結累計期間（自　2022年１月１日　至　2022年９月30日）

１．配当金支払額

２．基準日が当第３四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３四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。

３．株主資本の金額の著しい変動

　　該当事項はありません。
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(単位：千円)

報告セグメント

合計射出成形用精密金型
及び成形システム事業

精密成形品その他事業

売上高

外部顧客への売上高 2,337,752 3,420,438 5,758,191

セグメント間の内部売上高
又は振替高

62,822 － 62,822

計 2,400,575 3,420,438 5,821,013

セグメント利益 273,120 236,965 510,085

（単位：千円）

利益 金額

報告セグメント計 510,085

セグメント間取引消去 10,435

四半期連結損益計算書の営業利益 520,520

(単位：千円)

報告セグメント

合計射出成形用精密金型
及び成形システム事業

精密成形品その他事業

売上高

外部顧客への売上高 2,269,431 3,489,934 5,759,366

セグメント間の内部売上高
又は振替高

192,972 － 192,972

計 2,462,403 3,489,934 5,952,338

セグメント利益 220,424 138,072 358,496

（単位：千円）

利益 金額

報告セグメント計 358,496

セグメント間取引消去 21,309

四半期連結損益計算書の営業利益 379,806

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　2021年１月１日　至　2021年９月30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

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主

な内容（差異調整に関する事項）

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　2022年１月１日　至　2022年９月30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

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主

な内容（差異調整に関する事項）
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報告セグメント

合　計射出成形用精密金型

及び成形システム事業

精密成形品

その他事業

　情報 49,091 634,052 683,143

　医療 1,016,803 45,252 1,062,056

　食品 116,492 － 116,492

　光学 47,614 19,254 66,869

　家電 74,877 47,144 122,022

　自動車 801,981 2,642,472 3,444,453

　その他 162,571 101,757 264,329

顧客との契約から生じる収益 2,269,431 3,489,934 5,759,366

その他の収益 － － －

外部顧客への売上高 2,269,431 3,489,934 5,759,366

（収益認識関係）

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当第３四半期連結累計期間（自　2022年１月１日　至　2022年９月30日）

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
（自　2021年１月１日

至　2021年９月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自　2022年１月１日

至　2022年９月30日）

(1) １株当たり四半期純利益 57円57銭 36円52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） 457,930 293,612

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）
457,930 293,612

普通株式の期中平均株式数（千株） 7,953 8,039

(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 57円21銭 －

（算定上の基礎）

親会社株主に帰属する

四半期純利益調整額（千円）
－ －

普通株式増加数（千株） 51 －

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

－ －

（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。

(注)当第３四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

2022年11月７日

不二精機株式会社

取締役会　御中

仰星監査法人

大阪事務所

指定社員
業務執行社員

公認会計士 洪　　　誠　悟

指定社員
業務執行社員

公認会計士 坂　戸　純　子

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」に掲げられている不二精機株式会

社の2022年１月１日から2022年12月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（2022年７月１日から2022年９月

30日まで）及び第３四半期連結累計期間（2022年１月１日から2022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、不二精機株式会社及び連結子会社の2022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３四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。



　（注）1.　上記の四半期レビュー報告書の原本は当社（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。

・　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。

・　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
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１【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

　当社代表取締役社長　伊井　剛は、当社の第58期第３四半期（自2022年７月１日　至2022年９月30日）の四半期報告

書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認しました。

２【特記事項】

　特記すべき事項はありません。
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