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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12期

第３四半期
連結累計期間

第13期
第３四半期
連結累計期間

第12期

会計期間
自平成26年４月１日
至平成26年12月31日

自平成27年４月１日
至平成27年12月31日

自平成26年４月１日
至平成27年３月31日

売上高 （千円） 18,025,977 29,938,904 24,834,728

経常利益 （千円） 968,980 841,339 1,183,102

親会社株主に帰属する四半期（当

期）純利益
（千円） 843,726 2,122,510 1,002,597

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 1,268,946 2,124,535 1,936,217

純資産額 （千円） 14,302,437 18,663,066 15,011,758

総資産額 （千円） 32,498,846 47,783,255 35,157,219

１株当たり四半期（当期）純利益

金額
（円） 12.39 31.18 14.73

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 （％） 44.0 35.2 42.7

 

回次
第12期

第３四半期
連結会計期間

第13期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自平成26年10月１日
至平成26年12月31日

自平成27年10月１日
至平成27年12月31日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 6.34 0.74

　（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。

４．「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日）等を適用し、第１四半期連結累

計期間より、「四半期（当期）純利益」を「親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益」としておりま

す。
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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。

当社は平成27年４月１日にエム・エム ブリッジ株式会社の株式の51％を取得したため、第１四半期連結会計期間

より連結の範囲に含めております。これに伴い、当第３四半期連結累計期間における各セグメントに係る主要な関係

会社の異動は次のとおりであります。

 

＜宮地エンジニアリング＞

宮地エンジニアリング株式会社の組織変更により事業本部制が廃止されたため、橋梁事業と建設事業を１つのセグ

メントに変更しております。

＜エム・エム ブリッジ＞

エム・エム ブリッジ株式会社の株式の51％を平成27年４月１日に取得したため、新たにセグメントとして追加し

ております。

＜その他＞

宮地技工株式会社（平成27年７月１日に株式会社エム・ジー・コーポレーションに社名変更）及びエム・ケイ・エ

ンジ株式会社は、重要性が低下したため、連結の範囲から除外しております。

 

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、新たに発生した事業等のリスクはありません。

また、前事業年度の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。

なお、第１四半期連結累計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日）

等を適用し、「四半期純利益」を「親会社株主に帰属する四半期純利益」としております。

(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、中国を始めとしたアジア新興国等の海外景気の下振れなどが

懸念されたなか、輸出など一部に弱い動きもみられるものの、政府の各種経済対策の効果から個人消費は底堅く、

雇用情勢や企業収益は改善の動きがみられ、景気は緩やかな回復基調で推移しました。

当社グループの主力である道路橋・鉄道橋などの橋梁事業につきましては、公共投資が高水準ながら緩やかな減

少傾向のなか、当第３四半期連結累計期間の総発注量は前年同期比でほぼ同程度となったものの工事の大型化に伴

い発注件数は減少し、受注競争は未だ激しく、労働者不足に伴う現場労務費の上昇基調が続くなど厳しい事業環境

となりました。

このような環境下、当社グループは、グループの有する設計・計画・製作・架設力など総合エンジニアリング力

を活かし、受注、売上、利益を安定的に確保するための施策を継続的に推進しております。また、当社は、三菱重

工業株式会社から、三菱重工グループ会社である三菱重工鉄構エンジニアリング株式会社（現　エム・エム ブ

リッジ株式会社、以下「ＭＭＢ」という。）の株式の51％を平成27年４月１日に取得し、当社の連結子会社としま

した。

当第３四半期連結累計期間の受注高につきましては、技術提案力の強化、積算精度の向上、情報収集の強化など

受注強化策を推進したことに加え、従来からの高難度工事に対する安全・高品質な施工技術が評価され受注した案

件もあり、324億61百万円（前年同期比68.8％増）となりました。

売上高につきましては、手持ち工事の生産・施工が順調に推移したことから、299億38百万円（同66.1％増）と

なりました。

損益につきましては、引き続き経営全般にわたるコスト削減に注力したものの、工事損失引当金を計上したこと

などにより、営業利益は７億90百万円（同12.8％減）、経常利益は８億41百万円（同13.2％減）となり、親会社株

主に帰属する四半期純利益はＭＭＢを連結子会社としたことに伴い特別利益として負ののれん発生益を14億98百万

円計上したことなどから21億22百万円（同151.6％増）となりました。

セグメントの業績は、次のとおりであります。

なお、第１四半期連結会計期間より、宮地エンジニアリング株式会社の組織変更およびＭＭＢが新たに連結子会

社になったことに伴い、報告セグメントを従来の「橋梁事業」および「建設事業」から、「宮地エンジニアリン

グ」および「エム・エム ブリッジ」に変更しており、「宮地エンジニアリング」の前年同期比率については、前

年同期の数値を変更後のセグメント区分に組み替えた数値で比較しております。

（宮地エンジニアリング）

受注高につきましては、技術提案力の強化など積極的な営業活動に努めた結果、190億35百万円（同0.6％減）と

なりました。

売上高につきましては、手持ち工事の進捗により、196億64百万円（同9.5％増）となりました。

損益につきましては、全社挙げての経費削減、生産の効率化、工事採算性の向上などに取り組んだものの、工事

損失引当金を計上した工事があり、営業利益は７億28百万円（同17.5％減）となりました。

（エム・エム ブリッジ）

受注高につきましては、積極的な営業活動に努めた結果、134億24百万円となりました。

売上高につきましては、手持ち工事の進捗により、100億51百万円となりました。

損益につきましては、全社挙げての経費削減、生産の効率化などに取り組んだ結果、営業利益は21百万円となり

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。
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(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、46百万円であります。

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。

(4）従業員数

従業員数は、前連結会計年度末に比べ150人増加し637人となりました。この主な理由は、平成27年４月１日にＭ

ＭＢの株式の51％を取得し、連結子会社としたことによります。

なお、従業員数は就業人員数であります。
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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 276,778,000

計 276,778,000

 

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27年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成28年２月８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 69,194,543 69,194,543
東京証券取引所

（市場第一部）

単元株式数
1,000株

計 69,194,543 69,194,543 － －

 

（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
（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27年10月１日～

平成27年12月31日
－ 69,194 － 3,000,000 － 2,597,947

 

（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27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27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 1,118,000 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 67,832,000 67,832 －

単元未満株式 普通株式 244,543 － －

発行済株式総数 69,194,543 － －

総株主の議決権 － 67,832 －

（注）　「完全議決権株式（その他）」欄には証券保管振替機構名義の株式が2,000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が２個含まれております。

②【自己株式等】

平成27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

（％）

宮地エンジニアリンググ

ループ㈱

東京都中央区日本橋

富沢町９番19号
1,118,000 － 1,118,000 1.62

計 － 1,118,000 － 1,118,000 1.62

 

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、次のとおりであります。

(1）新任役員
 

該当事項はありません。

 

(2）退任役員
 

役名 職名 氏名 退任年月日

監査役  百瀬　信一郎 平成27年８月29日

（注）　逝去により退任いたしました。

 

(3）役職の異動

該当事項はありません。

 

(4）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性　11名　女性　－名（役員のうち女性の比率－％）
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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27年10月１日から平

成27年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成27年４月１日から平成27年12月31日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、東陽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27年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成27年12月31日)

資産の部   

流動資産   

現金預金 5,530,370 6,385,519

受取手形・完成工事未収入金 11,923,265 22,402,629

未成工事支出金 127,127 629,113

その他 1,044,055 1,819,091

流動資産合計 18,624,819 31,236,353

固定資産   

有形固定資産   

土地 8,028,192 8,028,192

その他（純額） 2,948,073 3,090,362

有形固定資産合計 10,976,266 11,118,555

無形固定資産 79,495 123,762

投資その他の資産   

投資有価証券 5,022,045 4,739,596

その他 517,133 627,526

貸倒引当金 △62,540 △62,540

投資その他の資産合計 5,476,638 5,304,583

固定資産合計 16,532,399 16,546,901

資産合計 35,157,219 47,783,255

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金 6,182,408 7,508,531

短期借入金 6,350,000 10,000,000

未払法人税等 69,754 134,983

未成工事受入金 802,715 1,000,976

完成工事補償引当金 13,200 830,857

工事損失引当金 426,400 2,083,500

事業構造改善引当金 － 736,935

その他の引当金 247,734 140,958

その他 488,053 888,445

流動負債合計 14,580,266 23,325,187

固定負債   

再評価に係る繰延税金負債 1,890,240 1,887,902

引当金 35,198 67,458

退職給付に係る負債 1,730,579 2,525,139

その他 1,909,177 1,314,501

固定負債合計 5,565,195 5,795,001

負債合計 20,145,461 29,120,189
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(平成27年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成27年12月31日)

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,000,000 3,000,000

資本剰余金 3,746,215 3,746,215

利益剰余金 3,808,186 5,697,645

自己株式 △226,241 △226,902

株主資本合計 10,328,160 12,216,958

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,594,452 1,487,090

土地再評価差額金 3,386,713 3,389,051

退職給付に係る調整累計額 △297,568 △256,674

その他の包括利益累計額合計 4,683,597 4,619,466

非支配株主持分 － 1,826,641

純資産合計 15,011,758 18,663,066

負債純資産合計 35,157,219 47,783,255
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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26年４月１日
　至　平成26年12月31日)

当第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)

完成工事高 18,025,977 29,938,904

完成工事原価 15,968,163 27,198,967

完成工事総利益 2,057,814 2,739,937

販売費及び一般管理費 1,151,239 1,949,736

営業利益 906,575 790,201

営業外収益   

受取利息 2,041 2,405

受取配当金 73,414 81,727

受取賃貸料 28,611 27,363

スクラップ売却益 54,804 3,270

その他 45,491 16,488

営業外収益合計 204,363 131,256

営業外費用   

支払利息 51,786 53,962

異常操業損失 62,428 －

その他 27,743 26,155

営業外費用合計 141,958 80,118

経常利益 968,980 841,339

特別利益   

負ののれん発生益 － 1,498,208

事業譲渡益 5,000 －

その他 － 19,740

特別利益合計 5,000 1,517,949

特別損失   

固定資産売却損 － 3,936

固定資産除却損 3,591 17,728

投資有価証券評価損 80 －

業務提携関連費用 44,260 －

特別損失合計 47,932 21,664

税金等調整前四半期純利益 926,047 2,337,624

法人税、住民税及び事業税 80,550 143,174

法人税等調整額 1,771 5,783

法人税等合計 82,321 148,958

四半期純利益 843,726 2,188,666

非支配株主に帰属する四半期純利益 － 66,155

親会社株主に帰属する四半期純利益 843,726 2,122,510
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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26年４月１日
　至　平成26年12月31日)

当第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)

四半期純利益 843,726 2,188,666

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 372,314 △107,362

土地再評価差額金 － 2,337

退職給付に係る調整額 52,905 40,893

その他の包括利益合計 425,219 △64,130

四半期包括利益 1,268,946 2,124,535

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,268,946 2,058,379

非支配株主に係る四半期包括利益 － 66,155
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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）

第１四半期連結会計期間において、エム・エム ブリッジ株式会社の株式の51％を取得したため、連結の範囲に

含めております。

なお、当該連結範囲の変更につきましては、当第３四半期連結累計期間の属する連結会計年度の連結財務諸表に

重要な影響を与えます。当該影響の概要は連結貸借対照表の総資産及び総負債の増加、連結損益計算書の完成工事

高及び完成工事原価の増加であります。

また、第１四半期連結会計期間において、宮地技工株式会社（平成27年７月１日に株式会社エム・ジー・コーポ

レーションに社名変更）及びエム・ケイ・エンジ株式会社は、重要性が低下したため、連結の範囲から除外してお

ります。

 

（追加情報）

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成25年９月13日）第39項に掲げられた定め等を

適用し、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。

当該表示の変更を反映させるため、前第３四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務

諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。

 

（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26年４月１日
至　平成26年12月31日）

当第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）

減価償却費 243,909千円 385,839千円

 

（株主資本等に関する注記）

Ⅰ　前第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26年６月27日
定時株主総会

普通株式 136,163 2 平成26年３月31日 平成26年６月30日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第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 136,152 2 平成27年３月31日 平成27年６月29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：千円）

 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 

宮地エンジニ
アリング

エム・エム
ブリッジ

売上高       

外部顧客への売上高 17,952,272 － 73,704 18,025,977 － 18,025,977

セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ － 1,241,871 1,241,871 △1,241,871 －

計 17,952,272 － 1,315,576 19,267,849 △1,241,871 18,025,977

セグメント利益 883,059 － 330,057 1,213,116 △306,541 906,575

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに帰属しない当社（純粋持株会社）及び重要性が乏しい子

会社であります。

２．調整額の内容は以下のとおりであります。

(1）売上高の調整額は、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は、セグメント間取引消去△195,487千円及び全社費用△111,054千円

であります。なお、全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

３．セグメント利益は、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。

 

Ⅱ　当第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)１

合計
調整額
(注)２

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)３ 

宮地エンジニ
アリング

エム・エム
ブリッジ

売上高       

外部顧客への売上高 19,664,410 10,051,293 1,665 29,717,368 221,536 29,938,904

セグメント間の内部
売上高又は振替高

459,904 12,802 669,335 1,142,041 △1,142,041 －

計 20,124,314 10,064,095 671,000 30,859,410 △920,505 29,938,904

セグメント利益 728,930 21,135 543,664 1,293,730 △503,529 790,201

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに帰属しない当社（純粋持株会社）であります。

２．調整額の内容は以下のとおりであります。

(1）売上高の調整額は、工事進行基準売上高の調整額及び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は、工事進行基準利益の調整額4,118千円、セグメント間取引消去△

380,312千円及び全社費用△127,335千円であります。なお、全社費用は、主に報告セグメント

に帰属しない一般管理費であります。

３．セグメント利益は、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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２．報告セグメントの変更等に関する事項

第１四半期連結会計期間より、宮地エンジニアリング株式会社の組織変更及びエム・エム ブリッジ

株式会社が新たに連結子会社になったことに伴い、報告セグメントを従来の「橋梁事業」及び「建設事

業」から、「宮地エンジニアリング」及び「エム・エム ブリッジ」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。

 

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）

負ののれん発生益については、報告セグメントに配分しておりません。

なお、当社がエム・エム ブリッジ株式会社の株式を取得し連結子会社としたことに伴い、当第３四

半期連結累計期間において負ののれん発生益1,498,208千円を特別利益として計上しております。

 

（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。

 
前第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）

当第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株当たり四半期純利益金額 12円39銭 31円18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） 843,726 2,122,510

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）
843,726 2,122,510

普通株式の期中平均株式数（千株） 68,078 68,075

（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28年２月８日

宮地エンジニアリンググループ株式会社

取締役会　御中

 

東陽監査法人
 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 本　橋　隆　夫　　印

 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 南　泉　充　秀　　印

 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 臼　田　賢太郎　　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」に掲げられている宮地エンジニア

リンググループ株式会社の平成27年４月１日から平成28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

27年10月１日から平成27年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成27年４月１日から平成27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、宮地エンジニアリンググループ株式会社及び連結子会社の平成27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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