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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71期

第３四半期
連結累計期間

第72期
第３四半期
連結累計期間

第71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 （千円） 29,952,096 30,509,599 44,174,420

経常利益 （千円） 343,166 1,007,899 866,567

親会社株主に帰属する四半期（当

期）純利益
（千円） 171,135 990,072 311,252

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 226,892 1,163,669 144,865

純資産額 （千円） 7,723,329 8,537,172 7,501,151

総資産額 （千円） 28,474,722 27,694,599 27,989,091

１株当たり四半期（当期）純利益

金額
（円） 8.31 48.08 15.12

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 （％） 22.9 31.1 27.0

 

回次
第71期

第３四半期
連結会計期間

第72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） 0.64 37.63

（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、消費税等は含まれておりません。

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。

 

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もありません。

　なお、第１四半期連結会計期間より報告セグメントの区分を変更しております。詳細は、「第４　経理の状況　

１　四半期連結財務諸表　注記事項（セグメント情報等）」に記載のとおりであります。
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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、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。

 

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、雇用・所得環境の改善が見られたものの、中国やアジア新興

国の景気減速や米国大統領選後の株式・為替相場の不安定な動き等、景気の先行きは依然として不透明な状況で推

移いたしました。

　建設業界におきましては、公共工事・民間工事とも受注環境は比較的堅調に推移いたしましたが、慢性的な技術

者・技能労働者の不足や労務・資機材価格の高止まりが続いており、今後も厳しい経営環境が続くと思われます。

　こうした状況の中、当社グループはお客様の更なる信頼と満足に応える企業をめざし、技術・品質・価格の総合

的な競争力の向上に努め、受注と利益の確保に取り組んでまいりました。

　その結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高が30,509百万円（前年同四半期比1.9％増）となりまし

た。利益につきましては、営業利益890百万円（前年同四半期比128.1％増）、経常利益1,007百万円（前年同四半

期比193.7％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益990百万円（前年同四半期比478.5％増）となりました。

　また、当社グループの売上高は、主たる事業である建設事業において、契約により工事の完成引渡しが第４四半

期連結会計期間に集中しているため、第１四半期連結会計期間から第３四半期連結会計期間における売上高に比

べ、第４四半期連結会計期間の売上高が著しく多くなるといった季節的変動があります。

 

　セグメントの業績を示すと、次の通りであります。なお、当社グループでは、セグメント利益については四半期

連結損益計算書の売上総利益を基礎としております。

　また、第１四半期連結会計期間より、事業を取り巻く様々な環境変化に迅速に対応することを目的とした会社組

織の変更に伴い、報告セグメントを従来の「建築」、「土木」、「海外」及び「不動産」の４区分から、「建

築」、「土木」及び「不動産」の３区分に変更しております。

（建築セグメント）

　国内での建築工事に関する事業より構成され、売上高は18,401百万円（前年同四半期比6.1％増）、セグメン

ト利益は1,654百万円（前年同四半期比19.8％増）となりました。

（土木セグメント）

　国内での土木工事に関する事業より構成され、売上高は11,091百万円（前年同四半期比0.4％増）、セグメン

ト利益は708百万円（前年同四半期比88.3％増）となりました。

（不動産セグメント）

　不動産事業における売上高は432百万円（前年同四半期比54.1％減）、セグメント利益は149百万円（前年同四

半期比16.6％減）となりました。

（その他のセグメント）

　資機材の販売・賃貸等その他の事業に関する売上高は584百万円（前年同四半期比4.3％減）、セグメント利益

は171百万円（前年同四半期比180.8％増）となりました。

 

(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、当連結会社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。

 

(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3,120千円であります。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。
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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 62,244,000

計 62,244,000

 

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10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 22,072,850 22,072,850
名古屋証券取引所

（市場第二部）

単元株式数は1,000株

であります。

計 22,072,850 22,072,850 － －

 

（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
－ 22,072,850 － 2,368,032 － 1,232,784

 

（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　　1,258,000
－ －

完全議決権株式（その他） 普通株式　 20,712,000 20,712 －

単元未満株式 普通株式　　　102,850 － －

発行済株式総数 22,072,850 － －

総株主の議決権 － 20,712 －

（注）　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式172株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）

徳倉建設株式会社

名古屋市中区錦三丁目13番

５号
1,258,000 － 1,258,000 5.69

計 － 1,258,000 － 1,258,000 5.69

 

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、栄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   

現金及び預金 4,423,890 5,348,961

受取手形・完成工事未収入金等 ※２ 13,482,741 ※２,※３ 11,883,153

販売用不動産 217,295 191,518

未成工事支出金 132,909 1,051,075

不動産事業支出金 25,621 －

商品及び製品 1,016 293

材料貯蔵品 5,350 4,593

繰延税金資産 116,366 113,250

その他 1,131,570 1,651,964

貸倒引当金 △62,589 △40,119

流動資産合計 19,474,174 20,204,692

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,812,560 3,210,773

減価償却累計額 △2,294,821 △2,157,586

建物及び構築物（純額） 1,517,738 1,053,187

機械装置及び運搬具 401,214 251,243

減価償却累計額 △319,818 △217,527

機械装置及び運搬具（純額） 81,396 33,716

船舶 65,718 257

減価償却累計額 △65,718 △257

船舶（純額） 0 0

工具、器具及び備品 188,069 148,904

減価償却累計額 △160,142 △124,168

工具、器具及び備品（純額） 27,927 24,736

土地 4,606,806 4,025,422

建設仮勘定 2,600 －

その他 12,360 16,494

減価償却累計額 △2,844 △5,318

その他（純額） 9,516 11,175

有形固定資産合計 6,245,985 5,148,238

無形固定資産   

その他 71,495 56,495

投資その他の資産   

投資有価証券 1,471,183 1,609,992

長期貸付金 239,223 289,692

繰延税金資産 196,651 146,208

長期未収入金 313,477 297,895

破産更生債権等 10,457 8,291

その他 167,261 178,528

貸倒引当金 △200,819 △245,436

投資その他の資産合計 2,197,435 2,285,173

固定資産合計 8,514,917 7,489,906

資産合計 27,989,091 27,694,599
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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)

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 7,886,965 ※３ 8,100,371

電子記録債務 1,235,448 ※３ 1,897,964

短期借入金 4,527,900 2,519,160

1年内償還予定の社債 198,200 131,500

未払法人税等 133,245 404,699

未成工事受入金 1,454,596 1,936,175

完成工事補償引当金 115,789 119,000

工事損失引当金 77,112 57,662

賞与引当金 135,943 65,943

その他 738,351 730,176

流動負債合計 16,503,552 15,962,654

固定負債   

社債 205,000 147,500

長期借入金 3,050,099 2,338,757

その他の引当金 2,394 41,183

退職給付に係る負債 472,229 444,847

資産除去債務 9,618 9,749

再評価に係る繰延税金負債 93,886 88,504

その他 151,160 124,230

固定負債合計 3,984,387 3,194,772

負債合計 20,487,939 19,157,427

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,368,032 2,368,032

資本剰余金 2,685,001 2,684,353

利益剰余金 3,050,812 3,915,437

自己株式 △164,473 △164,710

株主資本合計 7,939,374 8,803,112

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 165,702 290,073

土地再評価差額金 △537,963 △490,784

為替換算調整勘定 5,538 △843

退職給付に係る調整累計額 △2,034 △1,790

その他の包括利益累計額合計 △368,757 △203,344

非支配株主持分 △69,465 △62,595

純資産合計 7,501,151 8,537,172

負債純資産合計 27,989,091 27,694,599
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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)

売上高 ※１ 29,952,096 ※１ 30,509,599

売上原価 27,939,061 27,834,838

売上総利益 2,013,034 2,674,761

販売費及び一般管理費 1,622,400 1,783,808

営業利益 390,634 890,952

営業外収益   

受取利息及び配当金 25,847 36,428

為替差益 5,227 204,780

その他 20,927 28,114

営業外収益合計 52,002 269,324

営業外費用   

支払利息 72,358 60,796

貸倒引当金繰入額 7,883 28,132

その他 19,228 63,448

営業外費用合計 99,470 152,377

経常利益 343,166 1,007,899

特別利益   

固定資産売却益 86,951 818,195

その他 － 4,670

特別利益合計 86,951 822,865

特別損失   

固定資産除売却損 7,295 4,340

関係会社支援損 2,919 －

減損損失 29,769 296,918

特別損失合計 39,984 301,258

税金等調整前四半期純利益 390,133 1,529,506

法人税等 162,137 524,924

四半期純利益 227,996 1,004,581

非支配株主に帰属する四半期純利益 56,860 14,509

親会社株主に帰属する四半期純利益 171,135 990,072
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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 227,996 1,004,581

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 2,338 124,516

土地再評価差額金 － 47,179

為替換算調整勘定 △12,080 △12,850

退職給付に係る調整額 8,637 243

その他の包括利益合計 △1,103 159,088

四半期包括利益 226,892 1,163,669

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 176,091 1,155,484

非支配株主に係る四半期包括利益 50,800 8,184

 

EDINET提出書類

徳倉建設株式会社(E00079)

四半期報告書

10/18



【注記事項】

（会計方針の変更等）

（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。

　なお、当第３四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表に与える影響は軽微であります。

 

 

（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）

（税金費用の計算）

　税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計

適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純損益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

 

 

（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。
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（四半期連結貸借対照表関係）

１　偶発債務

(1）連結会社以外の会社等の金融機関からの借入に対して、債務保証を行っております。

 
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）

従業員 2,956千円 1,880千円

 

(2）次の会社の分譲住宅販売に係る手付金等受領額に対して、信用保証会社へ保証を行っております。

 
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）

明和地所㈱ 10,846千円 26,074千円

 

※２　受取手形割引高

 
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）

受取手形割引高 55,781千円 700千円

 

※３　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しております。

　なお、当第３四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 4,771千円

支払手形 －千円 154,196千円

 

 

（四半期連結損益計算書関係）

※１　売上高の季節的変動

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）及び当第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）

　当社グループの売上高は、主たる事業である建設事業において、契約により工事の完成引渡しが第４四

半期連結会計期間に集中しているため、第１四半期連結会計期間から第３四半期連結会計期間における売

上高に比べ、第４四半期連結会計期間の売上高が著しく多くなるといった季節的変動があります。
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（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（無形固定資産に係る償却費を含む。）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 169,523千円 108,557千円

 

 

（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）

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

平成27年６月26日

定時株主総会
普通株式 78,272 4 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）

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

平成28年６月29日

定時株主総会
普通株式 78,268 4 平成28年３月31日 平成28年６月30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）

 報告セグメント
その他 合計

 建築 土木 不動産 計

売上高       

外部顧客への売上高 17,346,258 11,051,616 943,120 29,340,995 611,100 29,952,096

セグメント間の内部売上

高又は振替高
－ 39,269 61,048 100,318 949,028 1,049,347

計 17,346,258 11,090,886 1,004,169 29,441,314 1,560,129 31,001,443

セグメント利益 1,380,429 376,512 179,142 1,936,084 61,150 1,997,235

（注）　「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、資機材賃貸事業及び資材販売事業等

を含んでおります。

 

２．報告セグメントの利益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）

（単位：千円）
 

利益 金額

報告セグメント計 1,936,084

「その他」の区分の利益 61,150

セグメント間取引消去 15,799

四半期連結損益計算書の売上総利益 2,013,034

 

３．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

　当子会社が保有する一部の固定資産について減損の兆候が認められるため、帳簿価額を回収可能価額ま

で減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しています。なお、当第3四半期連結累計期間に

おける減損損失の計上額は「不動産」において29,769千円であります。
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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）

 報告セグメント
その他 合計

 建築 土木 不動産 計

売上高       

外部顧客への売上高 18,401,237 11,091,187 432,430 29,924,854 584,744 30,509,599

セグメント間の内部売上

高又は振替高
2,410 47,158 47,515 97,083 1,825,891 1,922,975

計 18,403,647 11,138,345 479,945 30,021,938 2,410,636 32,432,574

セグメント利益 1,654,293 708,916 149,401 2,512,611 171,739 2,684,350

（注）　「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、資機材賃貸事業及び資材販売事業等

を含んでおります。

 

２．報告セグメントの利益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）

（単位：千円）
 

利益 金額

報告セグメント計 2,512,611

「その他」の区分の利益 171,739

セグメント間取引消去 △9,589

四半期連結損益計算書の売上総利益 2,674,761

 

３．報告セグメントの変更等に関する事項

　当社グループは、前連結会計年度までは「建築」「土木」「海外」及び「不動産」の４つを報告セグメ

ントとしておりましたが、事業セグメントの区分を見直し、第１四半期連結会計期間から「建築」「土

木」及び「不動産」の３つに変更しております。

　これは、従来の報告セグメントでは、海外における建設事業を「海外」として独立した報告セグメント

としておりましたが、事業を取り巻く様々な環境変化に迅速に対応することを目的として、「海外」に属

する部門と「建築」「土木」に属する部門との一体化を図る組織改編を、平成28年６月に行ったことによ

るものであります。

　なお、前第３四半期連結累計期間のセグメント情報は、会社組織変更後の報告セグメントの区分に基づ

き作成したものを開示しております。

 

 

４．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

　当社が保有する一部の固定資産について減損の兆候が認められるため、帳簿価額を回収可能価額まで減

額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しています。なお、当第3四半期連結累計期間におけ

る減損損失の計上額は「不動産」において296,918千円であります。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
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 8円31銭 48円08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（千円） 171,135 990,072

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

益金額（千円）
171,135 990,072

普通株式の期中平均株式数（株） 20,592,022 20,590,995

（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、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10日

徳倉建設株式会社

取締役会　御中

 

栄監査法人

 

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 楯　　　　　泰　　治　　印

 

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 横　　井　　陽　　子　　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」に掲げられている徳倉建設株式会

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、徳倉建設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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