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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69期

第３四半期
連結累計期間

第70期
第３四半期
連結累計期間

第69期

会計期間
自平成27年４月１日
至平成27年12月31日

自平成28年４月１日
至平成28年12月31日

自平成27年４月１日
至平成28年３月31日

売上高 （百万円） 9,173 9,095 12,837

経常利益又は経常損失(△) （百万円） 11 △4 210

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） 38 △34 90

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 58 36 △111

純資産額 （百万円） 5,616 5,413 5,445

総資産額 （百万円） 9,352 9,372 9,798

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） 4.55 △4.02 10.56

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 （％） 60.1 57.8 55.6

 

回次
第69期

第３四半期
連結会計期間

第70期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自平成27年10月１日
至平成27年12月31日

自平成28年10月１日
至平成28年12月31日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 5.15 12.77

　（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．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は、第69期第３四半期連結累計期間及び第69

期は潜在株式が存在しないため、第70期第３四半期連結累計期間は１株当たり四半期純損失であり、また、潜

在株式が存在しないため記載しておりません。

　３．売上高には、消費税等は含まれておりません。

 

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。

　関係会社の異動は次のとおりであります。

(通信建設事業）

　第１四半期連結会計期間において、連結子会社の金沢電話工事株式会社は、連結子会社の第二電話工事株式会社お

よび北陸チノール株式会社を平成28年４月１日付で吸収合併しております。
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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。

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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、海外経済の緩やかな成長により輸出は持ち直し、国内需要

は企業収益が高水準で推移し、業況感も幾分改善する中で設備投資が緩やかな増加傾向にあり、個人消費も底堅

く推移しており、緩やかな回復基調を続けています。

情報通信分野においては、ブロードバンド化、グローバル化、スマートフォンやタブレット等の端末の多様化

が進展し、ニーズの高度化・多様化とともに固定通信と移動通信との融合、さらには通信と放送の融合による多

彩なサービスが拡大しつつあり、当社グループを取り巻く環境は大きく変化しています。

このような状況の中で、当第３四半期における当社グループの受注高は、ＮＴＴ関連工事においてはシステム

開発や保守業務の受託拡大があったものの光アクセス網工事の鈍化により減少しましたが、公共・民間分野の工

事では防災無線工事、自治体からの光ケーブル工事等によって増加し、全体では104億1千2百万円（前年同期比

7.7％増）となりました。

売上高についてもＮＴＴ関連工事ではシステム開発や保守業務の受託拡大がありましたが、全体的には前年度

繰越工事の減少が影響し、90億9千5百万円（前年同期比0.8％減）となりました。

利益面につきましては、当社グループとして生産性の向上とコスト改善施策を実施しましたが、営業損失は3

千7百万円（前年同期1千8百万円の損失）、経常損失は4百万円（前年同期1千1百万円の利益）となり、親会社株

主に帰属する四半期純損失は3千4百万円（前年同期3千8百万円の利益）となりました。

    （単位:百万円）
 

項 目 当第３四半期 前 年 同 期 増 減 額 増 減 率

受 注 高 10,412 9,670 742 7.7％

売 上 高 9,095 9,173 △77 △0.8％

営 業 損 失 (△) △37 △18 △18 －％

経常利益又は
損 失 (△)

△4 11 △16 －％

親会社株主に
帰属する四半
期純利益又は
損 失 (△)

△34 38 △73 －％

  

なお、セグメント間取引相殺消去前の各セグメントの業績は、次のとおりであります。

（通信建設事業）

売上高は、公共・民間分野では防災無線工事や光ケーブル工事等により微増となりましたが、ＮＴＴ関連工事

では光アクセス網工事の鈍化により減少し、81億7千5百万円（前年同期比1.8％減）となり、セグメント利益は5

億4千5百万円（前年同期比3.7％減）となりました。

（情報システム事業）

売上高は、公共・民間分野では微減でしたが、ＮＴＴ関連企業からのシステム開発があり、9億3千2百万円

（前年同期比8.1％増）となり、セグメント利益は9千1百万円（前年同期比11.7％増）となりました。

上記金額には、消費税等は含まれておりません。

(単位:百万円）

項 目 当第３四半期 前 年 同 期 増 減 額 増 減 率

通 信 建 設 事 業
売 上 高 8,175 8,322 △147 △1.8％

セグメント利益 545 566 △21 △3.7％

情報システム事業
売 上 高 932 862 69 8.1％

セグメント利益 91 81 9 11.7％
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（２）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第３四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。

 

（３）研究開発活動

　当第３四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、13,477千円であります。

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。

 

（４）経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し

　当社グループは電気通信設備工事、情報システム事業が主な事業内容であるため日本電信電話株式会社グルー

プからの売上高が大きな比率を占めており、同社グループの設備投資動向により当社グループの事業戦略及び経

営成績に影響を受ける可能性があります。

　このため、公共・民間分野の売上を増やすとともに、利益の確保・増大を図るために下記の項目について各組

織で施策を計画、実行し、結果を把握して改善を行うサイクルを継続して回すことによって通信建設事業部門と

情報システム事業部門では営業利益の更なる確保、本社組織は経費の節減を図ることとします。

　①　安全最優先(人身事故、設備事故の撲滅(重大事故、誤接続事故の防止))

　②　売上の増大

　③　オペレーションの最適化

a.生産性の向上

b.コストの低減

c.会社の社会的責任(CSR)履行

　④　人材の育成

（５）資本の財源及び資金の流動性についての分析

　当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ4億2千5百万円（4.3％）減少の93億7千2

百万円となりました。主な要因は、現金預金5億2千6百万円及び投資有価証券1億4千3百万円の増加と受取手

形・完成工事未収入金8億1千1百万円及び土地2億2千3百万円の減少であります。

　負債の部は、前連結会計年度末に比べ3億9千4百万円（9.1％）減少の39億5千9百万円となりました。主な要因

は、支払手形・工事未払金2億4千2百万円及び賞与引当金1億2千1百万円の減少であります。

　純資産の部は、前連結会計年度末に比べ3千1百万円（0.6％）減少の54億1千3百万円となりました。

 

（６）経営者の問題認識と今後の方針について

当社グループの主たる事業領域である情報通信分野を展望すると、昨今のスマートフォンの台頭を始めとし

て、タブレット端末およびソーシャルメディア等の普及により、利用者ニーズの多様化・高度化が進み、プラッ

トフォーム型サービスやクラウドサービスが拡大するなど市場環境が年々大きく変化しています。

売上は主力であるＮＴＴ工事においてフレッツ光の設備が充足されるに伴い、減少傾向にあるため、新規事業

分野の開拓と対象市場の拡大を図り、ＮＴＴ関連企業からの工事・保守と公共・民間分野の工事が主力となるよ

うに転換することにチャレンジします。

工事・保守の実施においては、安全を最重点として納期厳守、高品質、高生産性を実現するための現場力に

さらに磨きをかけて利益確保を図ることとします。
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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 21,600,000

計 21,600,000

 

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末
現在発行数（株）

（平成28年12月31日）

提出日現在
発行数（株）

（平成29年２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 8,968,960 8,968,960
東京証券取引所

（市場第二部）

単元株式数

100株

計 8,968,960 8,968,960 － －
 

（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
（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）

平成28年10月１日～

平成28年12月31日
－ 8,968,960 － 611,000 － 326,200

 

（６）【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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（７）【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（平成28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】

平成28年12月31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  429,800
－ －

完全議決権株式（その他） 普通株式 8,534,700 85,347 －

単元未満株式 普通株式　　 4,460 － －

発行済株式総数 8,968,960 － －

総株主の議決権 － 85,347 －

（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100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１個が含まれております。

 

②【自己株式等】

平成28年12月31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）      

北陸電話工事株式会社 金沢市米泉町10丁目１番地153 429,800 － 429,800 4.79

計 － 429,800 － 429,800 4.79

（注） 当第３四半期会計期間末現在の自己保有株式は、429,800株であります。

 

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）に準拠して作成し、「建設業法施行規則」（昭和24年建設省令第14号）に準じて記載しております。

 

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（平成28年10月１日から平

成28年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成28年４月１日から平成28年12月31日まで）に係る四半期

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。
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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

(平成28年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成28年12月31日)

資産の部   

流動資産   

現金預金 1,202,010 1,728,642

受取手形・完成工事未収入金 3,740,837 ※ 2,928,994

有価証券 86,499 －

未成工事支出金 55,861 115,277

材料貯蔵品 63,518 121,601

繰延税金資産 79,199 63,445

その他 138,683 143,899

貸倒引当金 △4,836 △3,560

流動資産合計 5,361,773 5,098,299

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物（純額） 1,131,952 1,053,177

土地 1,662,954 1,439,091

建設仮勘定 － 3,099

その他（純額） 401,522 396,193

有形固定資産合計 3,196,429 2,891,561

無形固定資産   

ソフトウエア 15,761 9,314

ソフトウエア仮勘定 － 6,240

のれん 9,765 8,951

その他 4,887 4,832

無形固定資産合計 30,414 29,338

投資その他の資産   

投資有価証券 522,884 665,995

長期貸付金 2,634 2,400

繰延税金資産 616,723 613,329

その他 68,382 72,630

貸倒引当金 △792 △792

投資その他の資産合計 1,209,832 1,353,562

固定資産合計 4,436,676 4,274,461

資産合計 9,798,450 9,372,761

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金 1,245,661 ※ 1,003,063

未払法人税等 73,614 9,452

賞与引当金 180,168 58,600

完成工事補償引当金 9,036 8,886

その他 609,802 574,017

流動負債合計 2,118,284 1,654,019

固定負債   

役員退職慰労引当金 162,497 175,313

退職給付に係る負債 1,982,495 2,044,015

負ののれん 11,939 10,028

長期未払金 43,612 22,288

その他 34,585 53,504

固定負債合計 2,235,130 2,305,151

負債合計 4,353,415 3,959,171
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(平成28年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成28年12月31日)

純資産の部   

株主資本   

資本金 611,000 611,000

資本剰余金 326,573 326,573

利益剰余金 4,843,388 4,740,759

自己株式 △90,048 △90,051

株主資本合計 5,690,912 5,588,281

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 49,682 95,882

退職給付に係る調整累計額 △295,560 △270,573

その他の包括利益累計額合計 △245,878 △174,691

純資産合計 5,445,034 5,413,589

負債純資産合計 9,798,450 9,372,761
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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３四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第３四半期連結累計期間
(自　平成27年４月１日
　至　平成27年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成28年４月１日
　至　平成28年12月31日)

完成工事高 9,173,283 9,095,315

完成工事原価 8,108,080 8,032,224

完成工事総利益 1,065,203 1,063,091

販売費及び一般管理費 1,083,477 1,100,246

営業損失（△） △18,274 △37,155

営業外収益   

受取利息 682 576

受取配当金 11,680 12,256

受取地代家賃 932 3,452

持分法による投資利益 3,495 6,581

その他 14,314 10,564

営業外収益合計 31,106 33,431

営業外費用   

支払利息 116 1

その他 770 742

営業外費用合計 886 743

経常利益又は経常損失（△） 11,945 △4,467

特別利益   

段階取得に係る差益 9,400 －

固定資産売却益 45,856 38,329

投資有価証券売却益 － 0

負ののれん発生益 10,266 －

特別利益合計 65,522 38,330

特別損失   

固定資産売却損 26 15,060

固定資産除却損 159 225

投資有価証券売却損 － 0

事務所移転費用 － 56,983

特別損失合計 185 72,269

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（△）
77,281 △38,406

法人税、住民税及び事業税 7,216 8,024

法人税等調整額 31,214 △12,115

法人税等合計 38,431 △4,090

四半期純利益又は四半期純損失（△） 38,850 △34,315

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（△）
38,850 △34,315
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【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：千円）

 
前第３四半期連結累計期間
(自　平成27年４月１日
　至　平成27年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成28年４月１日
　至　平成28年12月31日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 38,850 △34,315

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 4,864 46,200

退職給付に係る調整額 15,108 24,986

その他の包括利益合計 19,972 71,186

四半期包括利益 58,823 36,870

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 58,823 36,870
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【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

（1） 連結の範囲の重要な変更

　第１四半期連結会計期間より、連結子会社の金沢電話工事株式会社を存続会社として、連結子会社の第二

電話工事株式会社及び北陸チノール株式会社を吸収合併したため、第二電話工事株式会社及び北陸チノール

株式会社を連結の範囲から除外しております。

 

（2） 持分法の範囲の重要な変更

 該当事項はありません。

 

（会計方針の変更）

（平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用）

　法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対

応報告第32号　平成28年６月17日）を第１四半期連結会計期間に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物

附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

　この結果、当第３四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失はそれぞれ

14,682千円減少しております。

 

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

該当事項はありません。
 

（追加情報）

（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

　「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　平成28年３月28日）を第１

四半期連結会計期間から適用しております。

 

（四半期連結貸借対照表関係）

※　四半期連結会計期間末日満期手形

　四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。な

お、当四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形が四半期

連結会計期間末日残高に含まれております。

 
前連結会計年度

（平成28年３月31日）
当第３四半期連結会計期間
（平成28年12月31日）

受取手形 －千円 1,053千円

支払手形 － 17,027

 

（四半期連結損益計算書関係）

該当する注記事項はありません。

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

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。）、のれんの償却額及び負の

のれんの償却額は、次のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自 平成27年４月１日
至 平成27年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自 平成28年４月１日
至 平成28年12月31日）

減価償却費 163,117千円 178,163千円

のれんの償却額 813 813

負ののれんの償却額 △1,910 △1,910
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成27年４月１日　至　平成27年12月31日）

配当に関する事項

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

平成27年６月26日

定時株主総会
普通株式 68,313 8.0 平成27年３月31日 平成27年６月29日 　利益剰余金

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成28年４月１日　至　平成28年12月31日）

配当に関する事項

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

平成28年６月29日

定時株主総会
普通株式 68,312 8.0 平成28年３月31日 平成28年６月30日 　利益剰余金

 

（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　平成27年４月１日　至　平成27年12月31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

    （単位：千円）

 
通信建設
事業

情報システム
事業

合計
調整額
(注)1

四半期連結

損益計算書

計上額

(注)2

売上高      

外部顧客への売上高 8,312,949 860,334 9,173,283 － 9,173,283

セグメント間の内部売上高又
は振替高

9,724 2,109 11,833 △11,833 －

計 8,322,674 862,443 9,185,117 △11,833 9,173,283

セグメント利益 566,308 81,641 647,949 △666,224 △18,274

（注）1 ．調整額は以下のとおりであります。

(1) 売上高の調整額△11,833千円はセグメント間取引消去であります。

　　　　　　　　(2) セグメント利益の調整額△666,224千円は、報告セグメントに帰属しない一般管理費△663,903千円

とセグメント間取引消去△2,320千円であります。

2 ．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

該当事項はありません。

（のれんの金額の重要な変動）

該当事項はありません。

（重要な負ののれん発生益）

　平成27年６月10日付で電通自動車整備株式会社の全株式を取得し連結子会社としたことに伴い、負の

のれん発生益10,266千円を特別利益に計上しております。なお、当該負ののれん発生益は報告セグメン

トに配分しておりません。
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Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成28年４月１日　至　平成28年12月31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

    （単位：千円）

 
通信建設
事業

情報システム
事業

合計
調整額
(注)1

四半期連結

損益計算書

計上額

(注)2

売上高      

外部顧客への売上高 8,164,066 931,249 9,095,315 － 9,095,315

セグメント間の内部売上高又
は振替高

11,076 1,072 12,149 △12,149 －

計 8,175,143 932,321 9,107,465 △12,149 9,095,315

セグメント利益 545,079 91,226 636,306 △673,461 △37,155

（注）1 ．調整額は以下のとおりであります。

(1) 売上高の調整額△12,149千円はセグメント間取引消去であります。

　　　　　　　　(2) セグメント利益の調整額△673,461千円は、報告セグメントに帰属しない一般管理費△671,352千円

とセグメント間取引消去△2,108千円であります。

2 ．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

該当事項はありません。

（のれんの金額の重要な変動）

該当事項はありません。

（重要な負ののれん発生益）

該当事項はありません。

 

３．報告セグメントの変更等に関する事項

（平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用）

　「会計方針の変更」に記載のとおり、第１四半期連結会計期間に「平成28年度税制改正に係る減価償

却方法の変更に関する実務上の取扱い」を適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附属設備及び

構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

　この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、当第３四半期連結累計期間のセグメント利益が

「通信建設事業」で9,710千円増加し、「調整額」に含まれる報告セグメントに帰属しない一般管理費

が4,971千円減少しております。
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（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３四半期連結累計期間
（自　平成27年４月１日
至　平成27年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成28年４月１日
至　平成28年12月31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(△)
4円55銭 △4円02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(△)

（千円）

38,850 △34,315

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(△)（千円）

38,850 △34,315

普通株式の期中平均株式数（株） 8,539,166 8,539,098

(注)　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、前第３四半期連結累計期間は潜在株式が存在しないた

め、当第３四半期連結累計期間は１株当たり四半期純損失であり、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】

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  

 

平成29年２月13日

北陸電話工事株式会社

取締役会　御中

 

有限責任 あずさ監査法人

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 浜田　 亘　　印

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 笠間　智樹　　印

 

　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」に掲げられている北陸電話工事株

式会社の平成28年４月１日から平成29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（平成28年10月１日から

平成28年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成28年４月１日から平成28年12月31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。

 

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、北陸電話工事株式会社及び連結子会社の平成28年12月31日現在の財政

状態及び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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