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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124期

第３四半期
連結累計期間

第125期
第３四半期
連結累計期間

第124期

会計期間
自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日

自 平成26年４月１日
至 平成26年12月31日

自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日

売上高 (百万円) 133,103 128,385 192,607

経常利益又は経常損失（△） (百万円) △30 2,428 1,810

四半期（当期）純利益又は
四半期純損失（△）

(百万円) △492 968 819

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 1,451 2,136 1,739

純資産額 (百万円) 65,459 65,696 63,978

総資産額 (百万円) 183,037 193,174 189,445

１株当たり四半期（当期）
純利益又は四半期純損失（△）

(円) △2.35 4.63 3.92

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 35.6 33.8 33.6
 

 

回次
第124期

第３四半期
連結会計期間

第125期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成25年10月１日
至 平成25年12月31日

自 平成26年10月１日
至 平成26年12月31日

１株当たり四半期純利益 (円) 0.38 6.05
 

(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. 第125期第３四半期連結累計期間及び第124期の潜在株式調整後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。

 4. 第124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、１株当たり四半期

純損失が計上されており、また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。
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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、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事

業年度（第124期）有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて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】

文中における将来に関する事項については、当四半期報告書提出日現在において当社グループが

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、政府による経済対策の効果により企業収益の

改善や雇用・所得環境の改善がみられ、回復基調が続いているものの、消費税率の引き上げや物価

の上昇などにより個人消費の低迷が長引き、先行きが不透明な状況で推移いたしました。

国内建設市場におきましては、政府建設投資は前年同期を上回り、民間建設投資は底堅く推移い

たしました。一方、資機材価格の上昇や建設労働者不足による建設コストの高騰が続いており、経

営環境は予断を許さない状況となっております。

このような環境の下、当社グループは、「中期経営計画」（2013年度～2015年度）の基本方針に

掲げる「事業規模の堅持」、「収益性の向上」、「顧客志向の徹底」を達成することにより、経営

基盤を強化し、顧客と社会からの期待と信頼に応える持続的成長企業を目指してまいります。

当第３四半期連結累計期間における当社グループの連結業績は、売上高は128,385百万円（前年

同四半期比3.5％減）、営業利益は2,559百万円（前年同四半期は営業利益193百万円）、経常利益

は2,428百万円（前年同四半期は経常損失30百万円）、四半期純利益は968百万円（前年同四半期は

四半期純損失492百万円）となりました。
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当社グループのセグメントの業績は、次のとおりであります。

 

（国内土木事業）

海上土木分野をコア事業とし、被災地の復興並びに社会資本の整備に注力しております。当第３

四半期連結累計期間の売上高は55,799百万円（前年同四半期比12.1％減）、セグメント利益（営業

利益）は4,202百万円（前年同四半期比44.8％増）となりました。

 

（国内建築事業）

特命案件・設計施工案件の受注拡大による利益確保を図っております。当第３四半期連結累計期

間の売上高は40,597百万円（前年同四半期比20.4％増）、不採算工事の減少によりセグメント利益

（営業利益）は830百万円（前年同四半期はセグメント損失1,425百万円）となりました。

 

（海外事業）

東南アジアを拠点とし、海上土木工事と火力発電所等プラント工事に注力しております。当第３

四半期連結累計期間の売上高は22,277百万円（前年同四半期比21.4％減）、一部工事の採算悪化に

よりセグメント損失（営業損失）は1,600百万円（前年同四半期はセグメント利益162百万円）とな

りました。

 

（その他）

当第３四半期連結累計期間の売上高は9,711百万円（前年同四半期比28.3％増）、セグメント利

益（営業利益）は1,093百万円（前年同四半期比90.1％増）となりました。

　

（２）財政状態の分析

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末と比較して3,728百万円増加

し、193,174百万円となりました。これは主に未成工事支出金等が増加したことによります。

負債は、前連結会計年度末と比較して2,010百万円増加し、127,477百万円となりました。これは

主に未成工事受入金が増加したことによります。

純資産は、前連結会計年度末と比較して1,717百万円増加し、65,696百万円となりました。な

お、自己資本比率は33.8％と、前連結会計年度末と比較して0.2ポイント増加しております。
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（３）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。厳しい経営環境が続いておりますが、「中期経営計画」を着実に達成し、強固な経営体質

に改善すべくグループ一丸となって取り組んでおります。

 

なお、当社は会社の支配に関する基本方針を定めており、その内容等は次のとおりであります。

 

①基本方針の内容

当社は、公開会社として株式を上場し、株主、投資家の皆様による株式の自由な取引が認められ

ている以上、当社株式に対する大規模買付提案またはこれに類似する行為があった場合において、

これに応じて当社株式の売却を行うか否かの判断は、最終的には株主の皆様の意思に基づき行われ

るものであると考えております。

当社株式の売却を行うか否か、すなわち大規模買付提案等に応じるか否かの判断を株主の皆様に

適切に行っていただくためには、大規模買付者側から買付の条件や買収した後の経営方針、事業計

画等に関する十分な情報提供がなされる必要があると考えます。また、当社は、その大規模買付提

案に対する当社取締役会の評価や意見、大規模買付提案に対する当社取締役会による代替案等も株

主の皆様に提供しなければならないと考えます。株主の皆様には、それらを総合的に勘案したうえ

でご判断をいただく必要があると考えます。

当社の財務及び事業の方針を決定する者は、当社の経営理念を理解し、当社を支えるステークホ

ルダーとの信頼関係を十分に構築することができ、当社の企業価値、株主共同の利益を中長期的に

向上させることのできる意思と能力を備えている必要があると考えます。

したがって、大規模買付提案にあたって当社や当社の株主に対し、提案内容に関する情報や意

見、評価、代替案作成に必要な時間を与えない大規模買付者、買付の目的及び買付後の経営方針等

に鑑み、当社の企業価値・株主共同の利益を損なうことが明白である大規模買付提案を行う買付

者、買付に応じることを株主に強要するような仕組みを有する提案等を行う大規模買付者は、当社

の財務及び事業の方針を支配する者としては適切ではないと考えています。

　このような大規模買付提案または大規模買付行為等があった場合には、当社は、法令及び定款に

よって許容される限度において、企業価値や株主共同の利益を確保するために必要な措置を講じる

ことを基本方針とします。

 

②基本方針の実現に資する取り組み

当社は、より多くの投資家の皆様に末永く継続して投資いただくため、当社グループの企業価値

ひいては株主共同の利益を向上させる取り組みとして、「高い技術をもって、社業の発展を図り、

健全な経営により社会的責任を果たす」という経営理念を掲げ、その実現のための中期経営構想を

実践しております。また、これらと並行して、コーポレート・ガバナンスの強化、充実に取り組ん

でおります。　
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③基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防

止する取り組み

当社は、当社株式に対する大規模買付提案またはこれに類似する行為があった場合には、企業価

値及び株主共同の利益の確保のため、適時適切な情報開示に努めるとともに、その時点において適

切な対応をしてまいります。

 

④基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致し、当社の会社役員の地位の維

持を目的とするものではないことについて

当社の中期経営構想は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を向上させる取り組みとして、

当社の経営理念を実現させるため実践しているものであり、まさに当社の基本方針に沿うものであ

ります。

従いまして上記の取り組みは、当社の会社役員の地位の維持を目的としたものではありません。

　

（４）研究開発活動

当第３四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発費は554百万円であります。

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 600,000,000

計 600,000,000
 

 

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26年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成27年２月12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 224,946,290 224,946,290
東京証券取引所
(市場第一部）
札幌証券取引所

単元株式数は1,000株であ
ります。

計 224,946,290 224,946,290 ― ―
 

　

(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
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

平成26年10月１日～
平成26年12月31日

― 224,946 ― 18,976 ― 4,744
 

　

(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26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26年９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 12,404,000
 

(相互保有株式)
普通株式 3,513,000
 

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 208,441,000
 

208,441 ―

単元未満株式 普通株式 588,290
 

― １単元(1,000株)未満の株式

発行済株式総数 224,946,290 ― ―

総株主の議決権 ― 208,441 ―
 

(注) １ 「完全議決権株式（その他）」欄には株式会社証券保管振替機構名義の株式が1,000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 「単元未満株式」欄には、当社所有の自己株式及び相互保有株式が次のとおり含まれております。

自己株式                                  580株

相互保有株式   信幸建設株式会社          806株

相互保有株式   鶴見臨港鉄道株式会社      730株

 

② 【自己株式等】

(平成26年９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)
東亜建設工業株式会社

東京都新宿区西新宿
三丁目７番１号

12,404,000 ― 12,404,000 5.51

(相互保有株式)
信幸建設株式会社

東京都千代田区神田司町
二丁目２番地７

2,507,000 ― 2,507,000 1.11

(相互保有株式)
鶴見臨港鉄道株式会社

神奈川県横浜市鶴見区豊岡町
18番１号

1,006,000 ― 1,006,000 0.45

計 ― 15,917,000 ― 15,917,000 7.07
 

　

　

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26年10

月１日から平成26年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成26年４月１日から平成26年12月

31日まで)に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人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：百万円)

          
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成26年12月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金預金 43,040 30,709

  受取手形・完成工事未収入金等 68,601 ※１  63,977

  未成工事支出金等 8,187 22,888

  販売用不動産 5,003 4,934

  その他 17,808 23,276

  貸倒引当金 △208 △207

  流動資産合計 142,432 145,580

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物・構築物（純額） 5,247 5,069

   機械、運搬具及び工具器具備品（純額） 4,296 4,146

   土地 19,917 19,886

   その他 49 478

   有形固定資産合計 29,510 29,579

  無形固定資産 410 382

  投資その他の資産   

   投資有価証券 13,171 13,948

   その他 4,574 4,375

   貸倒引当金 △654 △692

   投資その他の資産合計 17,091 17,632

  固定資産合計 47,012 47,594

 資産合計 189,445 193,174

負債の部   

 流動負債   

  支払手形・工事未払金等 51,130 ※２  49,894

  短期借入金 ※３  15,141 ※３  15,299

  未払法人税等 2,494 1,376

  未成工事受入金 7,870 11,003

  完成工事補償引当金 392 358

  工事損失引当金 4,796 6,317

  その他 15,612 20,086

  流動負債合計 97,438 104,336

 固定負債   

  長期借入金 17,146 13,501

  再評価に係る繰延税金負債 2,965 2,963

  退職給付に係る負債 6,254 5,059

  その他 1,662 1,617

  固定負債合計 28,028 23,141

 負債合計 125,466 127,477
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           (単位：百万円)

          
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成26年12月31日)

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 18,976 18,976

  資本剰余金 18,113 18,113

  利益剰余金 24,540 25,093

  自己株式 △2,052 △2,052

  株主資本合計 59,577 60,131

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 3,178 3,684

  繰延ヘッジ損益 － 75

  土地再評価差額金 2,693 2,689

  退職給付に係る調整累計額 △1,768 △1,239

  その他の包括利益累計額合計 4,103 5,210

 少数株主持分 297 354

 純資産合計 63,978 65,696

負債純資産合計 189,445 193,174
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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：百万円)

          前第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

売上高 133,103 128,385

売上原価 125,695 118,912

売上総利益 7,408 9,472

販売費及び一般管理費 7,215 6,913

営業利益 193 2,559

営業外収益   

 受取利息 78 56

 受取配当金 188 196

 保険差益 16 20

 為替差益 － 153

 その他 111 59

 営業外収益合計 394 486

営業外費用   

 支払利息 429 393

 為替差損 54 －

 その他 134 224

 営業外費用合計 618 617

経常利益又は経常損失（△） △30 2,428

特別利益   

 固定資産売却益 79 3

 その他 0 －

 特別利益合計 80 3

特別損失   

 固定資産除却損 9 43

 減損損失 166 31

 退職特別加算金 47 33

 その他 82 10

 特別損失合計 306 119

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（△）

△256 2,311

法人税、住民税及び事業税 886 1,508

法人税等調整額 △681 △223

法人税等合計 204 1,285

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△461 1,025

少数株主利益 31 57

四半期純利益又は四半期純損失（△） △492 968
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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：百万円)

          前第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△461 1,025

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 1,912 505

 繰延ヘッジ損益 － 75

 退職給付に係る調整額 － 529

 その他の包括利益合計 1,912 1,110

四半期包括利益 1,451 2,136

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 1,419 2,078

 少数株主に係る四半期包括利益 31 57
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【注記事項】

(会計方針の変更等)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日　至 平成26年12月31日)

(会計方針の変更)

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計

基準」という。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号

平成24年５月17日。以下「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び

退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて第１四半期連結会計期間より適用し、退

職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準か

ら給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法についても従業員の平均残存勤務期間

に近似した年数に基づく割引率から、退職給付の支払見込期間および支払見込期間ごとの金額を

反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更しております。

なお、この変更による連結財務諸表への影響はありません。
 

 

(追加情報)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日　至 平成26年12月31日)

平成26年３月30日、当社が共同企業体の一員として施工中の沖ノ鳥島での工事において桟橋の

転覆事故が発生いたしました。現在、事故原因の究明と再発防止に向けた検討が行われており、

この事故による業績に与える影響については、現時点では合理的に見積もることは困難でありま

す。
 

 

(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等に対し、債務保証を行っております。

前連結会計年度
(平成26年３月31日)

 
当第３四半期連結会計期間

(平成26年12月31日)

当社従業員(銀行借入保証) 13百万円  当社従業員(銀行借入保証) 12百万円

全国漁港・漁村振興漁業協同
組合連合会(借入保証)

295  
全国漁港・漁村振興漁業協同
組合連合会(借入保証)

295

その他２件 295  その他３件 372

計 603  計 680
 

　

(2) 提出会社は、過去に施工した建築工事（平成９年竣工）の瑕疵を理由として、当該工事の発

注者より東京地方裁判所において損害賠償請求訴訟（請求金額1,206百万円）を提起されてお

り、現在係争中であります。なお、現時点で裁判の結果を予測することはできませ

ん。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 
２　※３　提出会社は運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行７行とコミットメントライン

（特定融資枠）契約を締結しております。

 
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成26年12月31日)

コミットメントライン契約の総額 20,000百万円 20,000百万円

借入実行残高 ― ―

差引額 20,000 20,000
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３　※１　※２　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は金融機関の休日であったため、次の満

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26年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成26年12月31日)

受取手形 ― 79百万円

支払手形 ― 2,167
 

　

(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。)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25年４月１日
至 平成25年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年12月31日)

減価償却費 1,286百万円 1,386百万円
 

（注）前第３四半期連結累計期間に係る負ののれんの償却額は、金額的重要性がないため記載を省略しており

ます。当第３四半期連結累計期間に係る負ののれんの償却額は、発生しておりません。

 

(株主資本等関係)

　前第３四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年12月31日）

　　　配当に関する事項

　　　　配当金支払額

　　　　 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26年４月１日 至 平成26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 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成26年６月27日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 425 2 平成26年３月31日 平成26年６月30日
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第３四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年12月31日)

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：百万円）

 

報告セグメント

その他
(注１)

合計
調整額
(注２)

四半期
連結損益
計算書
計上額
(注３)

国内土木
事業

国内建築
事業

海外事業 計

　売上高         

　(1) 外部顧客に対する売上高 63,453 33,723 28,357 125,534 7,569 133,103 ― 133,103

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

24 55 ― 79 20,621 20,700 △20,700 ―

　計 63,477 33,778 28,357 125,613 28,191 153,804 △20,700 133,103

　セグメント利益又は損失(△) 2,902 △1,425 162 1,639 575 2,215 △2,022 193

 

（注）１．　「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、不動産事業、建設機械の

製造・販売及び修理事業、ＰＦＩ事業等を含んでおります。

２．　セグメント利益又は損失の調整額△2,022百万円には、セグメント間取引消去25百万円及び各報告セ

グメントに帰属しない一般管理費△2,048百万円が含まれております。

３．　セグメント利益又は損失は四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

当第３四半期連結累計期間(自 平成26年４月１日 至 平成26年12月31日)

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：百万円）

 

報告セグメント

その他
(注１)

合計
調整額
(注２)

四半期
連結損益
計算書
計上額
(注３)

国内土木
事業

国内建築
事業

海外事業 計

　売上高         

　(1) 外部顧客に対する売上高 55,799 40,597 22,277 118,674 9,711 128,385 ― 128,385

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

45 38 ― 84 17,307 17,391 △17,391 ―

　計 55,845 40,636 22,277 118,758 27,018 145,777 △17,391 128,385

　セグメント利益又は損失(△) 4,202 830 △1,600 3,432 1,093 4,526 △1,966 2,559

 

（注）１．　「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、不動産事業、建設機械の

製造・販売及び修理事業、ＰＦＩ事業等を含んでおります。

２．　セグメント利益又は損失の調整額△1,966百万円には、セグメント間取引消去22百万円及び各報告セ

グメントに帰属しない一般管理費△1,989百万円が含まれております。

３．　セグメント利益又は損失は四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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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。

項目
前第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26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（△）(円)

△2.35 4.63

（算定上の基礎）   

四半期純利益又は四半期純損失（△）(百万円) △492 968

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式に係る四半期純利益金額又は四半期純損
失金額（△）(百万円)

△492 968

普通株式の期中平均株式数(千株) 209,365 209,027
 

(注) 前第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金額については、１株当たり四半期純損

失金額が計上されており、また潜在株式が存在しないため記載しておりません。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【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27年２月12日

東亜建設工業株式会社

取締役会 御中
 

新日本有限責任監査法人
 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士   安 田     弘 幸   印
 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士   奥 見     正 浩   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

る東亜建設工業株式会社の平成26年４月１日から平成27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26年10月１日から平成26年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成26年４月

１日から平成26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、東亜建設工業株式会社及び連結子

会社の平成26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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