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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85期

第２四半期
連結累計期間

第86期
第２四半期
連結累計期間

第85期

会計期間
自 平成28年４月１日
至 平成28年９月30日

自 平成29年４月１日
至 平成29年９月30日

自 平成28年４月１日
至 平成29年３月31日

売上高 （百万円） 13,572 11,782 27,538

経常利益 (百万円） 1,553 1,627 2,957

親会社株主に帰属する四半期

（当期）純利益
（百万円） 1,064 1,125 2,533

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 942 1,415 2,809

純資産額 （百万円） 24,087 27,045 25,954

総資産額 （百万円） 50,767 55,273 49,709

１株当たり四半期（当期）

純利益金額
（円） 26.88 28.42 63.99

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 （％） 47.45 48.93 52.21

営業活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） 852 2,804 2,674

投資活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） △173 △429 787

財務活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） △1,495 △136 △3,711

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高
（百万円） 4,985 7,790 5,551

 

回次
第85期

第２四半期
連結会計期間

第86期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成28年７月１日
至 平成28年９月30日

自 平成29年７月１日
至 平成29年９月30日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 16.96 14.45

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、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い

　　　　　　ない。

２．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いな

い。

３．売上高には、消費税等は含まれていない。

 

 

２【事業の内容】

　当第２四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

な変更はない。また、主要な関係会社に異動はない。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第２四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ない。

　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ない。

 

２【経営上の重要な契約等】

　当第２四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ない。

 

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

判断したものである。

 

（１）業績の状況

　当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、継続的な政府の経済政策と日銀の金融緩和策による下支え

により、企業業績が改善し、設備投資にも堅調さが見られ、雇用や所得環境の緩やかな回復基調が続いた。一方

で、テロが多発しているヨーロッパや東アジアの地政学的リスクの影響、米国の政策金利引上げを含めた今後の

政治及び経済の動向等から、海外経済の不確実性や金融資本市場の変動に留意が必要な状況で推移した。

　当業界においては、公共事業投資や国内景気の回復等から緩やかな改善傾向にあるが、資材価格の高止まりや

労働者不足による労務費の上昇等の不安定要因を内包している。このような懸念材料を抱えているが、経済対策

等の着実な実施により、公共投資・民間設備投資ともに堅調に推移した。

　このような状況の中、当第２四半期連結累計期間の受注高は12,520百万円（前年同期は8,984百万円）、売上

高は11,782百万円(同13,572百万円)となり、利益については、営業利益は1,520百万円(同1,444百万円)、経常利

益は1,627百万円(同1,553百万円)、親会社株主に帰属する四半期純利益は1,125百万円(同1,064百万円）となっ

た。

　これをセグメント別で見ると、売上高については、鉄構建設事業は8,989百万円(同11,829百万円)となった。

不動産事業は2,792百万円(同1,742百万円)となった。営業利益については、鉄構建設事業は415百万円(同680百

万円)、不動産事業は1,104百万円(同763百万円)となった。

 

（２）キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前連結会計年

度末に比べ2,238百万円増加し7,790百万円となった。

　当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりである。

 

・営業活動によるキャッシュ・フロー

　　当第２四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は2,804百万円（前年同四半期は852百万円

　の収入超）となった。

　　これは、未成工事支出金が増加したものの、売上債権の減少及び仕入債務、未成工事受入金が増加したこと

　等が主な要因である。

・投資活動によるキャッシュ・フロー

　　当第２四半期連結累計期間における投資活動の結果支出した資金は429百万円（同173百万円の支出超）とな

　った。

　　これは、有形固定資産の取得等による支出が主な要因である。

・財務活動によるキャッシュ・フロー

　　当第２四半期連結累計期間における財務活動の結果支出した資金は136百万円（同1,495百万円の支出超）と

　なった。

　　これは、短期借入金は増加したが、長期借入金の返済及び配当金の支払い等による支出が主な要因である。
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（３）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第２四半期連結累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題について重要な変更はなく、新たな

課題は生じていない。

 

（４）研究開発活動

　当第２四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30百万円である。

なお、当第２四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ない。
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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 140,000,000

計 140,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末

現在発行数（株)
(平成29年９月30日)

提出日現在発行数
（株）

(平成29年11月13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 40,763,046 40,763,046

東京証券取引所

市場第一部

札幌証券取引所

単元株式数100株

計 40,763,046 40,763,046 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項なし

（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】

　該当事項なし

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項なし

（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
 

（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29年７月１日～

平成29年９月30日
－ 40,763,046 － 3,000 － 1,658
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（６）【大株主の状況】

  平成29年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合
（％）

株式会社泉興産 東京都中央区月島４丁目16番13号 2,267 5.56

公益財団法人野澤一郎育英会 栃木県真岡市白布ヶ丘24番地１ 2,120 5.20

株式会社野澤 東京都渋谷区代々木２丁目33番７号 2,038 5.00

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区丸の内１丁目１番２号 2,023 4.96

住友不動産株式会社 東京都新宿区西新宿２丁目４番１号 1,978 4.85

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２丁目７番１号 1,929 4.73

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町１丁目５番５号 1,928 4.73

野澤　睦雄 東京都渋谷区 1,644 4.03

株式会社巴技研 東京都中央区月島４丁目16番13号 1,481 3.63

三井物産株式会社 東京都千代田区丸の内１丁目１番３号 1,186 2.90

計 － 18,600 45.63

　（注）１．所有株式数は、千株未満を切り捨てて表示している。

２．割合は、小数点第３位以下を切り捨てて表示している。
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成29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   265,100
－ －

完全議決権株式（その他）  普通株式 40,479,400 404,794 －

単元未満株式  普通株式    18,546 － １単元(100株)未満の株式

発行済株式総数 40,763,046 － －

総株主の議決権 － 404,794 －

　（注）「完全議決権株式（その他）」の欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が100株含まれており、「議

決権の数」の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数１個が含まれている。

 

②【自己株式等】

平成29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(％)

㈱巴コーポレーション
東京都中央区月島四丁目

16番13号
265,100 － 265,100 0.65

計 － 265,100 － 265,100 0.65

　（注）割合は、小数点第３位以下を切り捨てて表示している。

２【役員の状況】

　該当事項なし
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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）に準じて記載している。

 

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２四半期連結会計期間（平成29年７月１日から平

成29年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成29年４月１日から平成29年９月30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る四半期レビューを受けている。
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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２四半期連結会計期間

(平成29年９月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,551,758 7,790,624

受取手形・完成工事未収入金等 6,051,911 4,034,195

未成工事支出金 7,462,369 12,741,247

材料貯蔵品 131,345 220,952

販売用不動産 1,205,042 103,322

繰延税金資産 265,818 250,070

その他 866,383 1,386,945

貸倒引当金 △13,299 △9,441

流動資産合計 21,521,330 26,517,916

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 6,931,714 7,162,189

土地 8,277,420 8,277,420

その他（純額） 2,150,257 2,120,863

有形固定資産合計 17,359,393 17,560,473

無形固定資産 249,268 212,613

投資その他の資産   

投資有価証券 9,830,573 10,254,835

その他 748,915 727,226

貸倒引当金 △15 △15

投資その他の資産合計 10,579,474 10,982,047

固定資産合計 28,188,136 28,755,135

資産合計 49,709,466 55,273,051
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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２四半期連結会計期間

(平成29年９月30日)

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 5,861,897 8,856,417

短期借入金 775,590 1,375,590

未払法人税等 644,337 789,385

未成工事受入金 6,091,500 7,415,241

引当金 755,932 757,348

その他 977,805 902,725

流動負債合計 15,107,062 20,096,707

固定負債   

長期借入金 3,533,260 3,145,465

繰延税金負債 2,765,056 2,600,748

引当金 13,512 14,206

退職給付に係る負債 361,126 412,417

その他 1,975,380 1,958,274

固定負債合計 8,648,335 8,131,111

負債合計 23,755,398 28,227,819

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,000,012 3,000,012

資本剰余金 1,749,049 1,749,049

利益剰余金 19,012,335 19,813,465

自己株式 △436,237 △436,281

株主資本合計 23,325,160 24,126,246

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 2,482,174 2,776,538

退職給付に係る調整累計額 146,734 142,447

その他の包括利益累計額合計 2,628,908 2,918,985

純資産合計 25,954,068 27,045,232

負債純資産合計 49,709,466 55,273,051
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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２四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第２四半期連結累計期間
(自　平成28年４月１日
　至　平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成29年４月１日
　至　平成29年９月30日)

売上高   

完成工事高 11,829,387 8,989,958

不動産事業売上高 1,742,802 2,792,560

売上高合計 13,572,189 11,782,519

売上原価   

完成工事原価 10,244,154 7,646,239

不動産事業売上原価 929,473 1,637,768

売上原価合計 11,173,628 9,284,007

売上総利益   

完成工事総利益 1,585,232 1,343,719

不動産事業総利益 813,328 1,154,792

売上総利益合計 2,398,561 2,498,512

販売費及び一般管理費 ※１ 954,383 ※１ 978,032

営業利益 1,444,178 1,520,479

営業外収益   

受取利息 474 445

受取配当金 139,420 128,451

その他 20,625 17,716

営業外収益合計 160,520 146,613

営業外費用   

支払利息 49,397 37,916

その他 2,130 1,777

営業外費用合計 51,527 39,694

経常利益 1,553,171 1,627,398

特別利益   

投資有価証券売却益 2,439 －

受取補償金 162,350 －

その他 548 －

特別利益合計 165,338 －

特別損失   

固定資産除却損 281 30,064

減損損失 ※２ 37,219 －

投資有価証券評価損 72,007 －

その他 600 －

特別損失合計 110,109 30,064

税金等調整前四半期純利益 1,608,400 1,597,334

法人税、住民税及び事業税 653,426 750,682

法人税等調整額 △109,307 △278,462

法人税等合計 544,119 472,220

四半期純利益 1,064,281 1,125,114

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,064,281 1,125,114
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【四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第２四半期連結累計期間
(自　平成28年４月１日
　至　平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成29年４月１日
　至　平成29年９月30日)

四半期純利益 1,064,281 1,125,114

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △130,890 294,364

退職給付に係る調整額 9,248 △4,287

その他の包括利益合計 △121,642 290,077

四半期包括利益 942,638 1,415,191

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 942,638 1,415,191

非支配株主に係る四半期包括利益 － －
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

  （単位：千円）

 
前第２四半期連結累計期間
(自　平成28年４月１日
　至　平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成29年４月１日
　至　平成29年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 1,608,400 1,597,334

減価償却費 341,738 347,381

売上債権の増減額（△は増加） 95,503 2,017,716

未成工事支出金の増減額（△は増加） △1,404,674 △5,278,877

販売用不動産の増減額（△は増加） 399,621 1,101,719

その他の流動資産の増減額（△は増加） 78,263 △528,118

仕入債務の増減額（△は減少） 605,035 2,994,520

未払金の増減額（△は減少） 5,302 42,054

未成工事受入金の増減額（△は減少） 375,576 1,323,740

工事損失引当金の増減額（△は減少） － △21,000

その他の流動負債の増減額（△は減少） △455,907 △110,042

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 135,457 47,003

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 617 693

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） △25,646 △31,769

受取利息及び受取配当金 △139,894 △128,897

支払利息 49,397 37,916

持分法による投資損益（△は益） △14,499 △11,791

投資有価証券売却損益（△は益） △2,439 －

投資有価証券評価損益（△は益） 72,007 －

減損損失 37,219 －

固定資産除却損 281 30,064

その他 △255,315 △46,054

小計 1,506,044 3,383,594

利息及び配当金の受取額 142,163 131,177

利息の支払額 △47,317 △38,753

法人税等の還付額 － 7,804

法人税等の支払額 △748,021 △655,489

移転費用の支払額 － △23,821

営業活動によるキャッシュ・フロー 852,870 2,804,511

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △152,551 △385,385

有形固定資産の売却による収入 600 1,500

無形固定資産の取得による支出 △24,883 △18,681

投資有価証券の売却による収入 3,764 －

その他 5 △26,900

投資活動によるキャッシュ・フロー △173,065 △429,466

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △800,000 600,000

長期借入金の返済による支出 △387,795 △387,795

自己株式の取得による支出 △6 △43

配当金の支払額 △282,865 △323,482

その他 △24,764 △24,857

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,495,431 △136,179

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △815,627 2,238,865

現金及び現金同等物の期首残高 5,801,091 5,551,758

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 4,985,464 ※ 7,790,624
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【注記事項】

（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）

　原価差異の繰延処理

　季節的に変動する操業度により発生した原価差異は、原価計算期間末までにほぼ解消が見込まれるため、当該

原価差異を流動資産（未成工事支出金）として繰り延べている。

 

 

（四半期連結損益計算書関係）

※１　このうち、主要な費目及び金額は、次のとおりである。

 
　前第２四半期連結累計期間
（自 平成28年４月１日

　　至 平成28年９月30日）

　当第２四半期連結累計期間
（自 平成29年４月１日

　　至 平成29年９月30日）

従業員給料手当 313,242千円 295,469千円

賞与引当金繰入額 140,447 154,866

退職給付費用 23,807 21,560

 

 

※２　減損損失

　　前第２四半期連結累計期間（自　平成28年４月１日　至　平成28年９月30日）

　　　当社グループは、投資の意思決定を行う各収益管理単位及び遊休資産についてグルーピングを実施した結

　　果、当第２四半期連結累計期間において、勝どき東地区第一種市街地再開発事業に伴う事務所移転の意思決

　　定をしたため、保有する一部の固定資産の回収可能価額を零として帳簿価額全額を減額し、当該減少額を減

　　損損失として特別損失に計上した。

　　　　地　　域　　関 東 地 区

　　　　用　　途　　試験用賃貸資産 他

　　　　種　　類　　建 物 他

　　　　減損損失　　37,219千円

 

　　当第２四半期連結累計期間（自　平成29年４月１日　至　平成29年９月30日）

該当事項なし

 

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 
前第２四半期連結累計期間
（自　平成28年４月１日
至　平成28年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成29年４月１日
至　平成29年９月30日）

現金及び預金勘定 4,985,464千円 7,790,624千円

現金及び現金同等物 4,985,464 7,790,624
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　平成28年４月１日　至　平成28年９月30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28年６月29日

定時株主総会
普通株式 283,486 7 平成28年３月31日 平成28年６月30日  利益剰余金

 

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　平成29年４月１日　至　平成29年９月30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29年６月29日

定時株主総会
普通株式 323,983 8 平成29年３月31日 平成29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２四半期連結累計期間（自　平成28年４月１日　至　平成28年９月30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

調整額

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）

 鉄構建設事業 不動産事業 計

売上高      

(1)外部顧客への売上高 11,829,387 1,742,802 13,572,189 － 13,572,189

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － －

計 11,829,387 1,742,802 13,572,189 － 13,572,189

セグメント利益 680,822 763,355 1,444,178 － 1,444,178

（注）セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致している。

 

 

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　平成29年４月１日　至　平成29年９月30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

調整額

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）

 鉄構建設事業 不動産事業 計

売上高      

(1)外部顧客への売上高 8,989,958 2,792,560 11,782,519 － 11,782,519

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － －

計 8,989,958 2,792,560 11,782,519 － 11,782,519

セグメント利益 415,685 1,104,794 1,520,479 － 1,520,479

（注）セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致している。
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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、以下のとおりである。

 
前第２四半期連結累計期間
（自　平成28年４月１日
至　平成28年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成29年４月１日
至　平成29年９月30日）

　　１株当たり四半期純利益金額 26円88銭 28円42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）
1,064,281 1,125,114

　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）
1,064,281 1,125,114

　普通株式の期中平均株式数　　　　　（千株） 39,587 39,587

（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いない。

 

（重要な後発事象）

　該当事項なし

 

２【その他】

　該当事項なし

EDINET提出書類

株式会社　巴コーポレーション(E01394)

四半期報告書

17/19



第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項なし
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成29年11月13日

株式会社巴コーポレーション

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 市瀬 俊司　　印

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 井上 裕人　　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」に掲げられている株式会社巴コー

ポレーションの平成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２四半期連結会計期間（平成29年７月１

日から平成29年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成29年４月１日から平成29年９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、四半期連結

キャッシュ・フロー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、株式会社巴コーポレーション及び連結子会社の平成29年９月30日現在

の財政状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示

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）が別途保管している。

　　　　　２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていない。
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