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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72期

第１四半期
連結累計期間

第73期
第１四半期
連結累計期間

第72期

会計期間
自　平成28年４月１日
至　平成28年６月30日

自　平成29年４月１日
至　平成29年６月30日

自　平成28年４月１日
至　平成29年３月31日

売上高 （千円） 9,242,222 8,165,720 42,984,978

経常利益又は経常損失（△） （千円） △163,776 42,133 1,168,468

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（△）

（千円） △138,703 2,040,440 1,063,958

四半期包括利益又は包括利益 （千円） △214,127 2,116,702 1,172,771

純資産額 （千円） 7,208,626 11,147,503 8,593,252

総資産額 （千円） 27,027,228 35,028,962 29,791,474

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） △6.74 99.10 51.67

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 （％） 26.9 30.3 29.1

（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１四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が、当第１四半期連結累計期間において、当社は九州建設株式会社の株式を取得しました。これ

に伴い、当社の関係会社は子会社が１社増加しました。詳細は、「第４　経理の状況　１　四半期連結財務諸表　注

記事項　（企業結合等関係）」に記載のとおりであります。なお、九州建設株式会社は当社の特定子会社に該当して

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１四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１四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１四半期連結累計期間における我が国経済は、企業収益や雇用・所得環境が改善を続けるなど、景気は緩や

かな回復基調で推移しました。一方で米国新政権の政策動向や新興国経済の減速など、依然として景気の先行きに

ついては不透明な状況となっております。

　建設業界におきましては、公共・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、経営環境は予断を許さぬ状況が続いています。

　こうした状況の中、当社グループは顧客の更なる信頼と満足に応える企業を目指し、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１四半期連結累計期間の業績は、売上高が8,165百万円（前年同四半期比11.6％減）となりまし

た。利益につきましては、営業利益27百万円（前年同四半期比70.0％減）、経常利益42百万円（前年同四半期は経

常損失163百万円）、親会社株主に帰属する四半期純利益2,040百万円（前年同四半期は親会社株主に帰属する四半

期純損失138百万円）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。

（建築セグメント）

　建築工事に関する事業より構成され、売上高は4,886百万円（前年同四半期比12.2％減）、セグメント利益は

351百万円（前年同四半期比18.2％減）となりました。

（土木セグメント）

　土木工事に関する事業より構成され、売上高は2,986百万円（前年同四半期比7.2％減）、セグメント利益は

207百万円（前年同四半期比72.9％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105百万円（前年同四半期比55.8％減）、セグメント利益は44百万円（前年同四

半期比46.5％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186百万円（前年同四半期比14.5％減）、セグメント利

益は42百万円（前年同四半期比16.9％増）となりました。

 

(2）経営方針・経営戦略等

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はあ

りません。

 

(3）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第１四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。

 

(4）研究開発活動

　当第１四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1,405千円であります。なお、当第１

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

（注）　平成29年６月29日開催の第72回定時株主総会において、株式併合に関する議案が承認可決されております。こ

れにより、株式併合の効力発生日（平成29年10月１日）をもって、発行可能株式総数が6,224,400株となりま

す。

 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末
現在発行数（株）

（平成29年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成29年８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 － －

（注）　平成29年６月29日開催の第72回定時株主総会において、株式併合に関する議案が承認可決されております。こ

れにより、株式併合の効力発生日（平成29年10月１日）をもって、単元株式数が1,000株から100株に変更となり

ます。

（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29年４月１日～

平成29年６月30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１四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１四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29年３月31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29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）
（自己保有株式）

普通株式　　1,260,000
－ －

完全議決権株式（その他） 普通株式　 20,713,000 20,713 －

単元未満株式 普通株式　　　 99,850 － －

発行済株式総数 22,072,850 － －

総株主の議決権 － 20,713 －

（注）　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式226株が含まれております。

 

 

②【自己株式等】

平成29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（％）

（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
1,260,000 － 1,260,000 5.70

計 － 1,260,000 － 1,260,000 5.70

 

 

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１四半期連結会計期間（平成29年４月１日から平

成29年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成29年４月１日から平成29年６月30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29年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成29年６月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,946,932 8,961,617

受取手形・完成工事未収入金等 ※２ 13,785,640 ※２ 12,245,965

販売用不動産 143,067 142,719

未成工事支出金 265,497 558,254

商品及び製品 2,689 －

材料貯蔵品 5,663 21,464

繰延税金資産 164,337 210,432

その他 1,041,754 1,075,820

貸倒引当金 △62,946 △30,830

流動資産合計 22,292,637 23,185,443

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,086,910 1,564,038

機械装置及び運搬具（純額） 32,412 43,981

船舶（純額） 0 0

工具、器具及び備品（純額） 25,678 35,935

土地 4,019,559 7,226,456

建設仮勘定 5,000 15,800

その他（純額） 10,351 9,526

有形固定資産合計 5,179,911 8,895,737

無形固定資産   

その他 51,641 48,118

投資その他の資産   

投資有価証券 1,631,150 2,281,814

長期貸付金 331,286 334,794

繰延税金資産 76,538 66,625

長期未収入金 234,686 229,771

破産更生債権等 8,081 146,112

その他 205,593 218,132

貸倒引当金 △220,053 △377,588

投資その他の資産合計 2,267,284 2,899,662

固定資産合計 7,498,837 11,843,519

資産合計 29,791,474 35,028,962
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(平成29年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成29年６月30日)

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 8,380,449 8,592,842

電子記録債務 2,009,665 1,391,366

短期借入金 2,775,715 2,585,743

1年内償還予定の社債 115,000 115,000

未払法人税等 464,313 34,923

未成工事受入金 2,338,222 4,496,801

完成工事補償引当金 99,486 115,965

工事損失引当金 86,047 61,120

賞与引当金 177,039 78,181

役員賞与引当金 － 16,000

その他 1,385,502 1,254,552

流動負債合計 17,831,442 18,742,497

固定負債   

社債 90,000 90,000

長期借入金 2,612,159 3,107,500

繰延税金負債 6,951 1,009,541

再評価に係る繰延税金負債 88,504 88,504

役員退職慰労引当金 － 32,188

環境対策引当金 2,394 2,394

退職給付に係る負債 426,709 519,908

資産除去債務 24,685 31,507

その他 115,376 257,416

固定負債合計 3,366,779 5,138,960

負債合計 21,198,222 23,881,458

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,368,032 2,368,032

資本剰余金 2,684,353 2,684,353

利益剰余金 3,989,323 5,873,248

自己株式 △164,912 △164,912

株主資本合計 8,876,797 10,760,722

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 269,233 341,218

土地再評価差額金 △490,784 △490,784

為替換算調整勘定 3,610 3,704

退職給付に係る調整累計額 △1,220 △3,287

その他の包括利益累計額合計 △219,160 △149,148

非支配株主持分 △64,385 535,930

純資産合計 8,593,252 11,147,503

負債純資産合計 29,791,474 35,028,962
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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１四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第１四半期連結累計期間
(自　平成28年４月１日
　至　平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成29年４月１日
　至　平成29年６月30日)

売上高 ※１ 9,242,222 ※１ 8,165,720

売上原価 8,569,855 7,518,580

売上総利益 672,367 647,140

販売費及び一般管理費 579,587 619,298

営業利益 92,779 27,841

営業外収益   

受取利息及び配当金 17,882 20,106

為替差益 － 25,839

その他 10,583 10,715

営業外収益合計 28,466 56,660

営業外費用   

支払利息 22,009 15,790

貸倒引当金繰入額 15,638 22,736

為替差損 241,315 －

その他 6,057 3,841

営業外費用合計 285,021 42,368

経常利益又は経常損失（△） △163,776 42,133

特別利益   

固定資産売却益 － 12,752

負ののれん発生益 － 2,037,324

特別利益合計 － 2,050,076

特別損失   

固定資産除売却損 0 137

特別損失合計 0 137

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（△）
△163,776 2,092,073

法人税等 △43,448 45,714

四半期純利益又は四半期純損失（△） △120,327 2,046,359

非支配株主に帰属する四半期純利益 18,376 5,918

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（△）
△138,703 2,040,440
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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

  (単位：千円)

 
前第１四半期連結累計期間
(自　平成28年４月１日
　至　平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成29年４月１日
　至　平成29年６月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △120,327 2,046,359

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △88,989 72,285

為替換算調整勘定 △4,886 124

退職給付に係る調整額 76 △2,066

その他の包括利益合計 △93,800 70,343

四半期包括利益 △214,127 2,116,702

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △230,065 2,110,452

非支配株主に係る四半期包括利益 15,937 6,250
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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）

（連結の範囲の重要な変更）

　当第１四半期連結会計期間において、九州建設株式会社の株式を取得したため、連結の範囲に含めておりま

す。当該連結の範囲の変更は、当第１四半期連結会計期間の属する連結会計年度の連結財務諸表に重要な影響を

与える見込みであります。当該影響の概要は、連結損益計算書の特別利益（負ののれん発生益）等の増加であり

ます。なお、九州建設株式会社は当社の特定子会社に該当しております。

 

（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）

（税金費用の計算）

　税金費用については、当第１四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）

（株式併合及び単元株式数の変更等）

　当社は、平成29年６月29日開催の第72回定時株主総会において、平成29年10月１日を効力発生日とする株式併

合（普通株式10株につき１株の割合で併合）及び単元株式数の変更（1,000株を100株に変更）が承認可決されま

した。

　これにより、当社の発行済株式総数は22,072,850株から2,207,285株となる見込みであります。

 

１株当たり情報に及ぼす影響

　当該株式併合が前連結会計年度の期首に実施されたと仮定した場合の、前第１四半期連結累計期間及び当第

１四半期連結累計期間における１株当たり情報は以下の通りであります。

 前第１四半期連結累計期間

（自　平成28年４月１日

至　平成28年６月30日）

当第１四半期連結累計期間

（自　平成29年４月１日

至　平成29年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額又は

四半期純損失金額（△）
△67.36円 991.05円

（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。

 

（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金に対し、次のとおり債務保証を行っております。

 
前連結会計年度

（平成29年３月31日）
当第１四半期連結会計期間
（平成29年６月30日）

従業員 1,512千円 1,140千円

(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29年３月31日）
当第１四半期連結会計期間
（平成29年６月30日）

明和地所㈱ 27,925千円 225,920千円

 

※２　受取手形割引高

 
前連結会計年度

（平成29年３月31日）
当第１四半期連結会計期間
（平成29年６月30日）

受取手形割引高 850千円 2,468千円

 

（四半期連結損益計算書関係）

※１　売上高の季節的変動

　前第１四半期連結累計期間（自　平成28年４月１日　至　平成28年６月30日）及び当第１四半期連結累

計期間（自　平成29年４月１日　至　平成29年６月30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。

 

EDINET提出書類

徳倉建設株式会社(E00079)

四半期報告書

11/18



（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第１四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１四半

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１四半期連結累計期間
（自　平成28年４月１日
至　平成28年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成29年４月１日
至　平成29年６月30日）

減価償却費 41,971千円 25,544千円

 

（株主資本等関係）

前第１四半期連結累計期間（自　平成28年４月１日　至　平成28年６月30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

 

２.株主資本の著しい変動

該当事項はありません。

 

当第１四半期連結累計期間（自　平成29年４月１日　至　平成29年６月30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29年６月29日

定時株主総会
普通株式 156,516 8 平成29年３月31日 平成29年６月30日 利益剰余金

（注）　平成29年６月29日定時株主総会決議による１株当たり配当額には、創立70周年記念配当2円を含んでおりま

す。

 

２.株主資本の著しい変動

　当第１四半期連結会計期間より、九州建設株式会社を連結子会社としております。この結果、特別利益と

して負ののれん発生益2,037,324千円を計上したこと等により、当第１四半期連結累計期間において利益剰余

金が1,883,924千円増加し、当第１四半期連結会計期間末において利益剰余金が5,873,248千円となっており

ます。
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（企業結合等関係）

取得による企業結合

　当社は、平成29年２月24日開催の取締役会において、以下の通り、九州建設株式会社の株式を取得することを

決議し、同日に株式譲渡契約を締結し、平成29年４月５日付けで同社の株式を取得しました。

１．企業結合の概要

(1)被取得企業の名称及びその事業の内容

被取得企業の名称　　九州建設株式会社

事業の内容　　　　　総合建設業

(2)企業結合を行った主な理由

　九州地区における共同営業体制、建築・土木の技術補完体制、海外を含めた工事施工要員の人材交流等、

当社グループにおけるシナジー効果が期待できるため。

(3)企業結合日

平成29年４月５日

(4)企業結合の法的形式

株式取得

(5)結合後企業の名称

名称の変更はありません。

(6)取得した議決権比率

84.78％

(7)取得企業を決定するに至った主な根拠

当社が現金を対価として株式を取得したためであります。

 

２．四半期連結累計期間に係る四半期連結損益計算書に含まれる被取得企業の業績の期間

　平成29年５月31日をみなし取得日としており、かつ平成29年５月31日の財務諸表を基礎として連結決算を

行っているため、業績は含まれておりません。

 

３．被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

取得の対価 現金及び預金 1,272,146千円

取得原価  1,272,146千円

 

４．発生した負ののれん発生益の金額及び発生原因

(1)発生した負ののれん発生益の金額

2,037,324千円

　なお、のれんの金額は、当第１四半期連結会計期間末において取得原価の配分が完了していないため、暫

定的に算定された金額であります。

(2)発生原因

企業結合時の時価純資産が取得原価を上回ったためです。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成28年４月１日　至　平成28年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益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 5,566,465 3,217,899 239,487 9,023,852 218,370 9,242,222

セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ 19,098 17,356 36,455 464,593 501,049

計 5,566,465 3,236,997 256,844 9,060,308 682,964 9,743,272

セグメント利益 428,993 120,312 83,438 632,744 36,643 669,387

（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 632,744

「その他」の区分の利益 36,643

セグメント間取引消去 2,980

四半期連結損益計算書の売上総利益 672,367

 

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１四半期連結累計期間（自　平成29年４月１日　至　平成29年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益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 4,886,187 2,986,803 105,938 7,978,929 186,790 8,165,720

セグメント間の内部売上高

又は振替高
5,717 10,461 11,716 27,894 173,435 201,329

計 4,891,904 2,997,265 117,654 8,006,824 360,226 8,367,050

セグメント利益 351,067 207,982 44,629 603,679 42,850 646,530

（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 603,679

「その他」の区分の利益 42,850

セグメント間取引消去 609

四半期連結損益計算書の売上総利益 647,140

 

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

（重要な負ののれん発生益）

　平成29年４月５日に九州建設株式会社の株式を取得し子会社化したことにより、負ののれん発生益

2,037,324千円を計上しております。なお、当該負ののれん発生益は報告セグメントには配分しておりま

せん。
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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。

項目
前第１四半期連結累計期間
（自　平成28年４月１日
至　平成28年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成29年４月１日
至　平成29年６月30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（△）
△6円74銭 99円10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）
△138,703 2,040,440

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

金額又は親会社株主に帰属する四半期純損失金額

（△）（千円）

△138,703 2,040,440

普通株式の期中平均株式数（株） 20,591,017 20,588,963

（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）

連結子会社による自己株式の取得

(1)取引の概要

①　結合当事企業の名称及びその事業の内容

結合当事企業の名称　九州建設株式会社（当社連結子会社）

事業の内容　　　　　総合建設業

②　企業結合日

平成29年７月７日

③　企業結合の法的形式

連結子会社による自己株式の取得

④　結合後企業の名称

名称の変更はありません。

⑤　その他取引の概要に関する事項

　グループ経営体制の強化・連結経営の効率化を図るため、非支配株主が保有する株式を取得したもので

あります。この自己株式の取得の結果、当社の議決権比率は98.86％となっております。

 

(2)実施する会計処理の概要

　「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に基づ

き、共通支配下の取引等のうち、非支配株主との取引として処理する予定であります。

 

(3)被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

取得の対価 現金及び預金 213,689千円

取得原価  213,689千円

 

(4)非支配株主との取引に係る当社の持分変動に関する事項

　取得した自己株式の取得原価が、当該取得に伴う非支配株主持分の減少額を下回ったことにより、資本剰余

金が338,372千円増加する予定であります。

 

 

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８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

 

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 横　　井　　陽　　子

 

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 林　　　　　浩　　史

 

　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29年４月１日から平成30年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間(平成29年４月１日から平成

29年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成29年４月１日から平成29年６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。

 

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29年６月30日現在の財政状態

及び同日をもって終了する第１四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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