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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42期

第３四半期
連結累計期間

第43期
第３四半期
連結累計期間

第42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) 48,012,276 51,681,175 72,576,673

経常利益 (千円) 2,358,952 3,586,869 4,936,105

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(千円) 1,404,924 3,139,504 3,865,810

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 1,421,725 3,195,524 3,826,550

純資産額 (千円) 40,405,413 45,576,594 42,810,238

総資産額 (千円) 82,203,329 99,902,327 92,049,071

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 29.95 66.93 82.41

自己資本比率 (％) 48.5 45.0 45.9
 

 

回次
第42期

第３四半期
連結会計期間

第43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) 12.41 19.07
 

(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）において営まれる事業の内容につ

いて、重要な変更はありません。

　また、主要な関係会社の異動は以下のとおりです。

（不動産管理事業）

第１四半期連結会計期間において、当社の連結子会社である日神管理株式会社が、同じく当社の連結子会社である

日神住宅サポート株式会社を吸収合併しております。また日神管理株式会社は、日神管財株式会社に商号を変更して

おります。

なお、これに伴い、第１四半期連結会計期間において、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）　セグメント情報　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）」の「３．報告セグメントの変更等に関する事項」を

ご参照ください。
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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。

　なお、重要事象等は存在しておりません。

 

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が判断したものです。

 

(1) 経営成績の分析

不動産事業セグメント、不動産管理事業セグメント及び建設セグメントの増収により、連結売上高は51,681百万

円（前年同期比　7.6％増）となりました。

利益面では、不動産事業セグメントの売上総利益率の改善により売上総利益は8,353百万円（前年同期比11.5％

増）、営業利益は販売費及び一般管理費の削減により3,723百万円（前年同期比46.0％増）となり、これらを受け、

経常利益は3,586百万円（前年同期比52.1％増）となりました。

　また、第１四半期会計期間より連結納税制度を適用しており、増益による減税効果により、親会社株主に帰属す

る四半期純利益は3,139百万円（前年同期比123.5％増）となりました。

　なお、報告セグメントにて区分した場合の売上高及びセグメント損益は以下のとおりです。

 

① 不動産事業

分譲マンションの販売は、前期在庫物件の販売が中心となりましたが、販売戸数が増加し、かつ利益率が改善し

ました。また、不動産証券化事業向けの土地の売上も増加したことから、売上高は16,452百万円（前年同期比5.3％

増）となりました。販売費及び一般管理費の削減により、セグメント利益は736百万円（前年同期は188百万円の損

失）となりました。

 

② 建設事業

多田建設株式会社の建設工事が引き続き好調であり、期初に想定していた原価の上昇が計画値を下回ったため、

売上高は27,727百万円（前年同期比3.1％増）、セグメント利益は2,157百万円（前年同期比7.0％増）となりまし

た。

 

③ 不動産管理事業

平成28年４月１日付で、日神管理株式会社を存続会社とし、日神住宅サポート株式会社を消滅会社とする吸収合

併を行い、商号を日神管財株式会社に変更しております。このため、第１四半期連結会計期間より日神管財株式会

社を対象としております。

不動産管理事業は、マンション共用部分の管理、ビル管理、賃貸物件の管理受託、これら管理業務に伴うリ

フォームや大規模修繕等の工事及び賃貸物件の販売を行っております。

賃貸物件の販売により、売上高は7,066百万円（前年同期比22.2％増）となりましたが、合併に伴う費用の発生

等があったため、セグメント利益は683百万円（前年同期比1.9％増）となりました。
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④ ゴルフ場事業

米国のゴルフ場２社は、引続きゴルフ場資産の全てをゴルフ場運営会社に一括してリースしていることから、ゴ

ルフ場事業から除外しており、株式会社平川カントリークラブのみを対象としております。

　同社が運営している平川カントリークラブでは、外部のコース管理受託が終了したため、売上高は530百万円（前

年同期比9.6％減）、セグメント利益は3百万円（前年同期比50.3％減）となりました。

 

⑤ その他

米国のゴルフ場２社はゴルフ場資産を全て一括して賃貸しております。日神ファイナンス株式会社は、少額の新

規貸付を若干行っておりますが、縮小均衡を目指しております。

　米国のゴルフ場の宅地分譲売上を計上しましたが、売上高は42百万円（前年同期比38.7％減）、セグメント損失

は31百万円（前年同期33百万円の損失）となりました。

 

(2) 財政状態の分析

①　資産

主に受取手形・完成工事未収入金等の増加とたな卸資産の増加が現金及び預金の減少を上回った結果、資産合計

は99,902百万円（前年度末比8.5％増）となりました。

 

②　負債

主に短期借入金の増加が支払手形・工事未払金等の減少を上回った結果、負債合計は54,325百万円（前年度末比

10.3％増）となりました。

 

③　純資産

親会社株主に帰属する四半期純利益3,139百万円を計上し、純資産合計は45,576百万円（前年度末比6.5％増）と

なりました。

 

(3) 業務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ける特記すべき活動はありません。

 

(4) 研究開発活動

当第３四半期連結累計期間における特記すべき活動はありません。

 

(5) 従業員数

当第３四半期連結累計期間において、連結会社又は提出会社の従業員数の著しい増減はありません。

 

(6）生産、受注及び販売の実績

当第３四半期連結累計期間において、生産、受注及び販売実績の著しい変動はありません。

 

(7）主要な設備

当第３四半期連結累計期間において、主要な設備の著しい変動及び設備計画の著しい変動はありません。
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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 74,000,000

計 74,000,000
 

 

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 46,951,260 46,951,260
東京証券取引所
市場第一部

単元株式数は100株でありま
す。

計 46,951,260 46,951,260 ― ―
 

 

(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

― 46,951,260 ― 10,111,411 ― 426,578
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(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。

 

(7) 【議決権の状況】

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)
普通株式 45,100
 

(自己保有株式)
―

権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式

完全議決権株式(その他) 普通株式 46,853,300
 

468,533 同上

単元未満株式 普通株式 52,860
 

― 同上

発行済株式総数 46,951,260 ― ―

総株主の議決権 ― 468,533 ―
 

(注) １ 「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6,300株（議決権の数63個）が含まれ

ております。

２ 当第３四半期会計期間末日現在の「発行済株式」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。

 

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）
　日神不動産株式会社

東京都新宿区新宿
五丁目８－１

45,100 ― 45,100 0.10

計 ― 45,100 ― 45,100 0.10
 

 

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、次の通りであります。

役職の異動

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日

取締役兼執行役員
本店第５営業部長

取締役兼執行役員
本店長兼本店第５営業部長

石原郁夫 平成28年11月８日
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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。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)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(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、有限責任監査法人トーマツにより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 30,669,703 28,083,083

  受取手形・完成工事未収入金等 ※1  10,060,823 ※1  12,700,793

  販売用不動産 16,536,145 19,539,497

  不動産事業支出金 18,748,641 23,276,511

  未成工事支出金 98,177 148,180

  商品 10,122 7,954

  短期貸付金 110,600 1,800

  未収入金 827,032 630,004

  その他 2,204,901 2,761,222

  貸倒引当金 △58,946 △51,594

  流動資産合計 79,207,201 87,097,452

 固定資産   

  有形固定資産 10,285,333 10,132,472

  無形固定資産 115,670 94,027

  投資その他の資産 ※2  2,440,865 ※2  2,578,374

  固定資産合計 12,841,870 12,804,874

 資産合計 92,049,071 99,902,327

負債の部   

 流動負債   

  支払手形・工事未払金等 11,622,808 ※4  9,691,767

  短期借入金 11,733,858 24,367,628

  1年内償還予定の社債 158,000 59,000

  未払法人税等 1,180,830 274,145

  引当金   

   賞与引当金 333,295 148,890

   完成工事補償引当金 87,298 129,183

  その他 3,563,661 3,765,833

  流動負債合計 28,679,752 38,436,448

 固定負債   

  社債 395,000 370,000

  長期借入金 16,767,187 12,248,168

  引当金   

   役員退職慰労引当金 302,780 312,720

   債務保証損失引当金 309,258 277,329

  退職給付に係る負債 1,558,041 1,520,082

  その他 1,226,812 1,160,983

  固定負債合計 20,559,080 15,889,284

 負債合計 49,238,832 54,325,733
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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 10,111,411 10,111,411

  資本剰余金 427,432 427,432

  利益剰余金 32,030,731 34,701,173

  自己株式 △25,082 △25,187

  株主資本合計 42,544,493 45,214,830

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 79,094 103,420

  為替換算調整勘定 △362,690 △348,101

  退職給付に係る調整累計額 △3,046 △761

  その他の包括利益累計額合計 △286,643 △245,442

 非支配株主持分 552,387 607,206

 純資産合計 42,810,238 45,576,594

負債純資産合計 92,049,071 99,902,327
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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 48,012,276 51,681,175

売上原価 40,523,133 43,328,150

売上総利益 7,489,142 8,353,025

販売費及び一般管理費 4,938,290 4,629,238

営業利益 2,550,852 3,723,786

営業外収益   

 受取利息 6,980 2,062

 受取配当金 8,240 8,562

 受取手数料 56,900 67,800

 貸倒引当金戻入額 17,679 14,484

 債務保証損失引当金戻入額 18,593 8,738

 保険返戻金 13,309 111,079

 その他 40,238 65,021

 営業外収益合計 161,942 277,749

営業外費用   

 支払利息 325,260 388,386

 その他 28,582 26,280

 営業外費用合計 353,842 414,667

経常利益 2,358,952 3,586,869

特別利益   

 固定資産売却益 831 69

 特別利益合計 831 69

特別損失   

 固定資産売却損 ― 54

 固定資産除却損 240 16

 減損損失 ― 7,587

 特別損失合計 240 7,658

税金等調整前四半期純利益 2,359,543 3,579,281

法人税、住民税及び事業税 949,825 623,378

法人税等調整額 △17,022 △198,420

法人税等合計 932,803 424,957

四半期純利益 1,426,740 3,154,323

非支配株主に帰属する四半期純利益 21,816 14,819

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,404,924 3,139,504
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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 1,426,740 3,154,323

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 △6,742 24,325

 為替換算調整勘定 △6,396 14,589

 退職給付に係る調整額 8,123 2,285

 その他の包括利益合計 △5,014 41,200

四半期包括利益 1,421,725 3,195,524

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 1,399,909 3,180,705

 非支配株主に係る四半期包括利益 21,816 14,819
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【注記事項】

(継続企業の前提に関する事項)

該当事項はありません。

 

(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において、当社の連結子会社であった日神住宅サポート株式会社が、連結子会社である

日神管理株式会社との吸収合併により消滅したため、連結の範囲から除外しております。

なお合併に伴い、存続会社の商号を日神管財株式会社に変更しております。

 

(2) 持分法の適用範囲の重要な変更

該当事項はありません。

 

(会計方針の変更等)

(会計方針の変更)　

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への影響額は軽微であります。

 
(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)

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。

 
(連結納税制度の適用)

当社及び一部の連結子会社は、第１四半期連結会計期間より、連結納税制度を適用しております。

 
(四半期連結貸借対照表関係)

※１　受取手形割引高及び受取手形裏書譲渡高

 
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 1,982,454千円 1,427,520千円

受取手形裏書譲渡高 486,157 630,651 
 

 

※２ 資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額

 
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)

投資その他の資産 1,069,574千円 1,055,399千円
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　３　保証債務

(1) 販売顧客の金融機関等からの借入に対し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)

販売顧客 758,082千円 498,775千円
 

 

(2) 連結子会社である日神ファイナンス株式会社は、賃借人と保証委託契約を締結し、契約上家賃の６月分相当

額を上限として家賃保証をしております。

 
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)

保証委託契約に基づく保証債務額 19,757千円 16,232千円
 

 

(3) 連結子会社である多田建設株式会社は、以下の会社の住宅販売に係る手付金等の保証会社の保証残高につい

て連帯保証しております。

 
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㈱ 203,507千円 244,967千円

㈱アーネストワン 7,300 218,800

㈱新昭和 ― 93,050

㈱中央住宅 ― 62,450

その他 201,338 ―

合計 412,145千円 619,267千円
 

 

※４　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、満期日に決済が行われたものとして処理しておりま

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

を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

(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)

支払手形 ―千円 499,400千円
 

 

 
(四半期連結損益計算書関係)

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）

当社の属するマンション業界は、マンション事業の特色として顧客への引渡が第２四半期及び第４四半期に集中

する傾向があり、例年、第１四半期及び第３四半期の売上高は通期売上高と比較し大幅に低くなっております。
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前第３四半期連結累計期間及び当第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おける減価償却費（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。

　
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 293,359千円 342,826千円

のれんの償却額 58,708 ―
 

 

(株主資本等関係)

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24日
定時株主総会

普通株式 281,437 6 平成27年３月31日 平成27年６月25日 利益剰余金
 

 

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。

 

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28日
定時株主総会

普通株式 469,062 10 平成28年３月31日 平成28年６月29日 利益剰余金
 

 

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。
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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
(注)

合計

不動産事業 建設事業
不動産
管理事業

ゴルフ場
事業

計

売上高        

外部顧客に
対する売上高

15,540,158 26,111,254 5,706,033 586,303 47,943,749 68,526 48,012,276

セグメント間の内部
売上高又は振替高

85,189 776,301 79,108 315 940,914 241 941,156

計 15,625,348 26,887,555 5,785,142 586,618 48,884,664 68,768 48,953,432

セグメント利益
又は損失（△）

△188,606 2,017,016 671,314 7,439 2,507,164 △33,987 2,473,176
 

(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、賃貸ゴルフ場事業、信用保証業を含

んでおります。 

 

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)

 (単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 2,507,164

「その他」の区分の損失（△） △33,987

セグメント間取引消去 136,383

のれんの償却額 △58,708

四半期連結損益計算書の営業利益 2,550,852
 

 

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

　該当事項はありません。
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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)

 

報告セグメント

その他
(注)

合計

不動産事業 建設事業
不動産
管理事業

ゴルフ場
事業

計

売上高        

外部顧客に
対する売上高

16,366,095 27,725,699 7,017,555 529,860 51,639,210 41,965 51,681,175

セグメント間の内部
売上高又は振替高

86,599 1,337 49,362 315 137,614 201 137,815

計 16,452,694 27,727,036 7,066,918 530,175 51,776,824 42,167 51,818,991

セグメント利益
又は損失（△）

736,236 2,157,946 683,923 3,700 3,581,806 △31,354 3,550,452
 

(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、賃貸ゴルフ場事業、信用保証業を含

んでおります。 

 

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)

 (単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 3,581,806

「その他」の区分の損失（△） △31,354

セグメント間取引消去 173,334

四半期連結損益計算書の営業利益 3,723,786
 

 

３．報告セグメントの変更等に関する事項

日神管理株式会社と日神住宅サポート株式会社の合併に伴い、第１四半期連結会計期間より、従来の報告セグメ

ントの「賃貸管理事業」と「不動産管理事業」を統合し「不動産管理事業」としております。これにより報告セグ

メントを、従来の「不動産事業」「建設事業」「賃貸管理事業」「不動産管理事業」「ゴルフ場事業」の５区分か

ら「不動産事業」「建設事業」「不動産管理事業」「ゴルフ場事業」の４区分に変更しております。

なお、前第３四半期連結累計期間のセグメント情報については、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

　該当事項はありません。
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(金融商品関係)

四半期連結財務諸表規則第17条の２の規定に基づき、注記を省略しております。

 

(有価証券関係)

四半期連結財務諸表規則第17条の２の規定に基づき、注記を省略しております。

 

(デリバティブ取引関係)

該当事項はありません。

 

(企業結合等関係)

該当事項はありません。

 

(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、次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 29円95銭 66円93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) 1,404,924 3,139,504

   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)

1,404,924 3,139,504

    普通株式の期中平均株式数(株) 46,906,288 46,906,175
 

(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。
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(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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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14日

日　神　不　動　産　株　式　会　社

取　　締　　役　　会　　御　中
 

 

有限責任監査法人トーマツ
 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士　日　下　靖　規
 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士　大　村　広　樹
 

 

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」に掲げられている日神不動産株式

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、日神不動産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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