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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68期

第３四半期
連結累計期間

第69期
第３四半期
連結累計期間

第68期

会計期間
自 2018年４月１日
至 2018年12月31日

自 2019年４月１日
至 2019年12月31日

自 2018年４月１日
至 2019年３月31日

売上高 (百万円) 55,193 53,497 80,411

経常利益 (百万円) 1,843 1,045 3,785

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(百万円) 1,179 456 2,392

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 1,157 216 2,619

純資産額 (百万円) 45,013 45,976 46,475

総資産額 (百万円) 87,760 85,619 91,442

１株当たり四半期(当期)純利益
金額

(円) 150.41 58.24 305.10

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 (％) 51.3 53.7 50.8
 

 

回次
第68期

第３四半期
連結会計期間

第69期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自 2018年10月１日
至 2018年12月31日

自 2019年10月１日
至 2019年12月31日

１株当たり四半期純利益金額
又は四半期純損失金額(△)

(円) 73.12 △22.55
 

(注) １．売上高には、消費税等は含まれていない。

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．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 【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】

 

(注) 「第２ 事業の状況」に記載している金額には、消費税等は含まれていない。

 

１ 【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間における、本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」について重要な変更はない。

 なお、重要事象等は存在していない。

 

 

２ 【経営者による財政状態、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ある。

　

(1) 財政状態及び経営成績の状況

当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、設備投資や雇用は引き続き良好なものの、海外経済の影響などか

ら輸出や生産に弱い動きが続いたことに加え、個人消費に消費増税の反動影響がみられたことなどから、緩やかな

回復の動きに足踏み感が出てきた。また、四国地域においても、ほぼ全国と同様の状況で推移した。

こうした中、当社グループの当第３四半期連結累計期間の業績は、工事進捗遅れや工事損失の計上などにより、

売上高は 53,497百万円(前年同四半期比 3.1％減少)となり、営業利益は 702百万円(同 43.1％減少)、経常利益は

1,045百万円(同 43.3％減少)、親会社株主に帰属する四半期純利益は 456百万円(同 61.3％減少)となった。

　

セグメントの業績は、次のとおりである。

　

(設備工事業)

当建設業界においては、公共投資や民間投資など全体として高水準を維持する一方、人手不足等による工事原

価の上昇など厳しい状況も続いた。

こうした中、積極的な営業活動の展開と業務全般に亘る合理化・効率化により、完成工事高は 49,535百万円

(前年同四半期比 3.5％減少)、セグメント利益は 49百万円(同 87.4％減少)となった。

　

(リース事業)

連結子会社 ㈱ヨンコービジネスが、工事用機械、車両、備品等のリース事業を行っている。

事業環境が厳しい中、新規顧客の開拓に注力した結果、売上高は 2,647百万円(同 2.9％増加)、セグメント利

益は 107百万円(同 49.3％減少)となった。

　

(太陽光発電事業)

当社及び連結子会社 ㈱ヨンコーソーラーが、太陽光発電事業による電気の販売を行っている。

天候不順などにより、売上高は 1,519百万円(同 3.7％減少)、セグメント利益は 600百万円(同 13.1％減少)と

なった。

　

(その他)

ＣＡＤソフトウェアの販売、指定管理業務を中心に、その他の売上高は 772百万円(同 15.2％増加)、セグメン

ト損失は 29百万円(前年同四半期はセグメント損失 35百万円)となった。
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<資産>

資産合計は、85,619百万円(前連結会計年度比 5,822百万円減少)となった。

流動資産の減少(同 4,795百万円減少)は、受取手形・完成工事未収入金等が 3,997百万円減少したことなどが

主な要因である。

固定資産の減少(同 1,027百万円減少)は、保有株式の時価評価等により投資有価証券が 583百万円減少したこ

となどが主な要因である。

<負債>

負債合計は、39,643百万円(同 5,323百万円減少)となった。

流動負債の減少(同 4,778百万円減少)は、支払手形・工事未払金等が 2,913百万円減少したことなどが主な要

因である。

固定負債の減少(同 544百万円減少)は、長期借入金が 720百万円減少したことなどが主な要因である。

<純資産>

純資産合計は、45,976百万円(同 499百万円減少)となった。

親会社株主に帰属する四半期純利益を 456百万円計上したものの、配当金の支払いにより 666百万円減少した

ことや、その他有価証券評価差額金が 483百万円減少したことなどが主な要因である。
 

この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の 50.8％から 53.7％となった。

 

(2) 経営方針、経営戦略等及び対処すべき課題等

当第３四半期連結累計期間において、当社グループの経営方針、経営戦略等及び対処すべき課題等に重要な変更

及び新たな策定はない。

 

(3) 研究開発活動

当第３四半期連結累計期間の研究開発活動の金額は 62百万円(設備工事業 11百万円、その他 51百万円)である。

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ない。

 

(4) 主要な設備

前連結会計年度末において計画中であった主要な設備の新設について、当第３四半期連結累計期間に完了したも

のは、次のとおりである。

 
(設備工事業)

会社名
名称

(所在地)

投資金額(百万円)

備考建物・
構築物

機械、運搬具
及び

工具器具備品
合計

有元温調㈱
本店建替
(兵庫県神戸市垂水
区)

261 7 269
2019年９月完成

(延床面積：892.90㎡)

 

 
当第３四半期連結累計期間において、新たに確定した主要な設備の新設計画は、次のとおりである。

 
(設備工事業)

会社名
名称

(所在地)
内容

投資予定金額(百万円)
資金調達方法 備考

総額 既支払額

㈱四電工
新居浜営業所、西条
営業所統合移転新築
(愛媛県西条市)

土地 500 50 自己資金 2020年６月取得予定

 

 

EDINET提出書類

株式会社四電工(E00181)

四半期報告書

 4/18



 

(5) 経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略上の対応方針

当社グループの事業に関して、業績及び財政状態に重要な影響を及ぼす可能性のあるリスクは、以下の事柄があ

ると認識している。
 

① 主要取引先である四国電力㈱の設備投資の動向

② 一般建設投資の動向(建設市場の状況、競争環境など)

③ 完成工事原価の変動(材料価格、労務費など)

④ 取引先の倒産等による債務不履行

⑤ 退職給付債務の変動(年金資産の運用利回りなど)

⑥ 投資有価証券の価格変動(金利、株価など)

⑦ 法的規制(法令改廃、行政処分など)
 

当社グループは、これらの想定される事業リスクについて、影響度と顕在化の可能性の観点から分類した上で対

応方針を策定しており、リスク顕在化の未然防止を図るとともにリスク発生時の影響を最小限に留めるよう的確な

対応に努める所存である。

 

３ 【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ない。

 

 

EDINET提出書類

株式会社四電工(E00181)

四半期報告書

 5/18



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 20,000,000

計 20,000,000
 

 

② 【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(2019年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(2020年２月７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 8,127,735 8,127,735
東京証券取引所
(市場第一部)

単元株式数は100株である。

計 8,127,735 8,127,735 － －
 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項なし。

 

② 【その他の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) 【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)

2019年12月31日  － 8,127,735 － 3,451 － 4,209
 

 

(5) 【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、記載事項はない。
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2019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)
(自己保有株式)
普通株式 286,400
 

－ －

完全議決権株式(その他) 普通株式 7,766,000
 

77,660 －

単元未満株式 普通株式 75,335
 

－ １単元(100株)未満株式

発行済株式総数 8,127,735 － －

総株主の議決権 － 77,660 －
 

(注)　「単元未満株式」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が 30株及び当社保有の自己株式が 47株含

まれている。

　

② 【自己株式等】

2019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)
株式会社四電工

高松市花ノ宮町２丁目３番９号 286,400 － 286,400 3.52

計 － 286,400 － 286,400 3.52
 

 

 

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」(2007年内閣府令第

64号)に準拠して作成し、「建設業法施行規則」(1949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３四半期連結会計期間(2019年10月１日から2019年

12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(2019年４月１日から2019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：百万円)

          
前連結会計年度
(2019年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2019年12月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金預金 9,041 7,073

  受取手形・完成工事未収入金等 18,394 14,397

  リース投資資産 3,367 3,360

  有価証券 34 －

  未成工事支出金 5,281 8,216

  その他のたな卸資産 1,585 1,687

  関係会社預け金 5,600 3,600

  その他 1,059 1,291

  貸倒引当金 △67 △125

  流動資産合計 44,297 39,501

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物・構築物 18,734 18,857

   機械、運搬具及び工具器具備品 19,900 20,051

   土地 11,949 11,717

   その他 12 50

   減価償却累計額 △21,592 △22,286

   有形固定資産合計 29,004 28,389

  無形固定資産   

   のれん 2,603 2,529

   その他 568 565

   無形固定資産合計 3,172 3,095

  投資その他の資産   

   投資有価証券 11,240 10,657

   その他 3,745 3,996

   貸倒引当金 △17 △20

   投資その他の資産合計 14,968 14,633

  固定資産合計 47,145 46,118

 資産合計 91,442 85,619
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           (単位：百万円)

          
前連結会計年度
(2019年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2019年12月31日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形・工事未払金等 13,001 10,088

  短期借入金 380 380

  未払金 ※２  4,850 ※２  4,527

  未払法人税等 1,188 234

  工事損失引当金 21 159

  その他 10,208 9,482

  流動負債合計 29,651 24,872

 固定負債   

  社債 100 234

  長期借入金 11,647 10,926

  役員退職慰労引当金 222 265

  退職給付に係る負債 3,179 3,166

  その他 167 177

  固定負債合計 15,315 14,771

 負債合計 44,967 39,643

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 3,451 3,451

  資本剰余金 4,221 4,221

  利益剰余金 39,322 39,066

  自己株式 △661 △663

  株主資本合計 46,334 46,075

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 1,149 666

  退職給付に係る調整累計額 △1,008 △766

  その他の包括利益累計額合計 141 △99

 純資産合計 46,475 45,976

負債純資産合計 91,442 85,619
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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 2018年４月１日
　至 2018年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年12月31日)

売上高   

 完成工事高 51,304 49,495

 その他の事業売上高 3,888 4,002

 売上高合計 55,193 53,497

売上原価   

 完成工事原価 45,685 43,512

 その他の事業売上原価 2,666 2,879

 売上原価合計 48,352 46,392

売上総利益   

 完成工事総利益 5,618 5,983

 その他の事業総利益 1,222 1,122

 売上総利益合計 6,841 7,105

販売費及び一般管理費 5,606 6,402

営業利益 1,234 702

営業外収益   

 受取利息 17 15

 受取配当金 157 170

 有価証券売却益 329 －

 物品売却益 103 76

 不動産賃貸料 63 57

 その他 32 96

 営業外収益合計 705 416

営業外費用   

 支払利息 36 38

 有価証券売却損 39 －

 弔慰金 12 20

 その他 9 14

 営業外費用合計 96 73

経常利益 1,843 1,045

特別利益   

 固定資産売却益 0 8

 その他 － 0

 特別利益合計 0 8

特別損失   

 固定資産売却損 3 1

 減損損失 － 141

 固定資産除却損 6 0

 その他 － 0

 特別損失合計 10 143

税金等調整前四半期純利益 1,833 910

法人税等 654 453

四半期純利益 1,179 456

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,179 456
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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 2018年４月１日
　至 2018年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年12月31日)

四半期純利益 1,179 456

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 △161 △483

 退職給付に係る調整額 139 242

 その他の包括利益合計 △22 △240

四半期包括利益 1,157 216

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 1,157 216

 非支配株主に係る四半期包括利益 － －
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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)

 

 
当第３四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日 至 2019年12月31日)

税金費用の計算 税金費用については、当第３四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

引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算している。ただし、当該

見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる

場合には、法定実効税率を使用する方法によっている。
 

 

(四半期連結貸借対照表関係)

　

 １ 保証債務

連結会社以外の会社の金融機関等からの借入に対して、次のとおり債務保証を行っている。

 
前連結会計年度
(2019年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2019年12月31日)

㈱宇多津給食サービス 251百万円 228百万円

㈱大洲給食ＰＦＩサービス 78百万円 71百万円

㈱仁尾太陽光発電 695百万円 630百万円

㈱桑野太陽光発電 340百万円 312百万円

㈱大洲学校ＰＦＩサービス 63百万円 63百万円

㈱西条学校空調ＰＦＩサービス 130百万円 130百万円

計 1,558百万円 1,436百万円
 

　

　　　　関係会社の金融機関との工事履行保証等に対して、次のとおり債務保証を行っている。

 
前連結会計年度
(2019年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2019年12月31日)

㈱松山学校空調ＰＦＩサービス 8百万円 9百万円

㈱徳島県警ＰＦＩサービス 169百万円 169百万円

計 177百万円 178百万円
 

 

※２ 未払金のうち、ファクタリングシステムによる営業上の取引に係る債務は、次のとおりである。

 
前連結会計年度
(2019年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2019年12月31日)

 4,398百万円 3,945百万円
 

 

(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いない。

なお、第３四半期連結累計期間に係る減価償却費(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、次のとおりである。

 
前第３四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年12月31日)

減価償却費 1,473百万円 1,472百万円

のれんの償却額 31百万円 278百万円
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(株主資本等関係)

前第３四半期連結累計期間(自 2018年４月１日 至 2018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
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2018年６月28日
定時株主総会

普通株式 352 45 2018年３月31日 2018年６月29日 利益剰余金

2018年10月31日
取締役会

普通株式 274 35 2018年９月30日 2018年11月28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末後と

なるもの

該当事項なし。

 

当第３四半期連結累計期間(自 2019年４月１日 至 2019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
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2019年６月27日
定時株主総会

普通株式 352 45 2019年３月31日 2019年６月28日 利益剰余金

2019年10月31日
取締役会

普通株式 313 40 2019年９月30日 2019年11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末後と

なるもの

該当事項なし。
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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 2018年４月１日 至 2018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設備工事業 リース事業

太陽光発電
事業

計

売上高 51,329 2,572 1,577 55,479 670 56,149 △956 55,193

セグメント利益
又は損失(△)

397 211 691 1,300 △35 1,264 △29 1,234
 

(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、ＣＡＤソフト販売、指定管理

業務、工事材料の販売等を含んでいる。

２．売上高及びセグメント利益又は損失(△)の調整額は、セグメント間の内部取引消去等である。

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いる。

　

当第３四半期連結累計期間(自 2019年４月１日 至 2019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設備工事業 リース事業

太陽光発電
事業

計

売上高 49,535 2,647 1,519 53,701 772 54,474 △976 53,497

セグメント利益
又は損失(△)

49 107 600 757 △29 728 △25 702
 

(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、ＣＡＤソフト販売、指定管理

業務、工事材料の販売等を含んでいる。

２．売上高及びセグメント利益又は損失(△)の調整額は、セグメント間の内部取引消去等である。

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いる。

　

(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。

 

項目
前第３四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年12月31日)

１株当たり四半期純利益金額 150.41円 58.24円

(算定上の基礎)   

親会社株主に帰属する四半期純利益 (百万円) 1,179 456

普通株主に帰属しない金額 (百万円) － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益
 (百万円)

1,179 456

普通株式の期中平均株式数 (千株) 7,843 7,841
 

(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。
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２ 【その他】

第69期(2019年４月１日から2020年３月31日まで)中間配当については、2019年10月31日開催の取締役会において、

2019年９月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、次のとおり中間配当を行う

ことを決議し、配当を行っている。

① 配当金の総額 313百万円

② １株当たりの金額 40円

③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日 2019年11月29日
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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
 

 

 

2020年２月３日
 

株式会社 四 電 工

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  久 保 誉 一 ㊞

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士  池 田 哲 也 ㊞

 

 

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四電工

の2019年４月１日から2020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(2019年10月１日から2019年12月31

日まで)及び第３四半期連結累計期間(2019年４月１日から2019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、株式会社四電工及び連結子会社の2019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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