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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42期

第１四半期
連結累計期間

第43期
第１四半期
連結累計期間

第42期

会計期間
自 平成27年４月１日
至 平成27年６月30日

自 平成28年４月１日
至 平成28年６月30日

自 平成27年４月１日
至 平成28年３月31日

売上高 (千円) 13,674,504 14,687,717 72,576,673

経常利益 (千円) 503,300 608,998 4,936,105

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(千円) 283,986 522,077 3,865,810

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 308,180 456,909 3,826,550

純資産額 (千円) 39,251,997 42,798,063 42,810,238

総資産額 (千円) 83,350,108 93,446,436 92,049,071

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 6.05 11.13 82.41

自己資本比率 (％) 46.5 45.2 45.9
 

(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）において営まれる事業の内容につ

いて、重要な変更はありません。

　また、主要な関係会社の異動は以下のとおりです。

（不動産管理事業）

当第１四半期連結会計期間において、当社の連結子会社である日神管理株式会社が、同じく当社の連結子会社であ

る日神住宅サポート株式会社を吸収合併しております。また日神管理株式会社は、日神管財株式会社に商号を変更し

ております。

なお、これに伴い、当第１四半期連結会計期間において、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）　セグメント情報」の「３．報告セ

グメントの変更等に関する事項」をご参照ください。
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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。

　なお、重要事象等は存在しておりません。

 

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が判断したものであります。

 

(1) 経営成績の分析

当第１四半期連結会計期間の連結売上高は、各社とも堅調に推移した結果、14,687百万円（前年同期比7.4％

増）となりました。

利益面では、多田建設株式会社の利益率が下がったこと等により、売上総利益は2,237百万円（前年同期比0.7％

減）と若干減少しましたが、販売費及び一般管理費の減少により営業利益は667百万円（前年同期比16.3％増）を確

保しました。

　営業利益の増加を受け、経常利益は608百万円（前年同期比21.0％増）となり、また、法人税等の減少により、親

会社株主に帰属する四半期純利益は522百万円（前年同期比83.8％増）となりました。

　報告セグメントにて区分した場合の売上高及びセグメント損益は以下のとおりです。

なお、当第１四半期連結会計期間より、報告セグメントとして記載する事業セグメントを変更しており、当第１

四半期連結累計期間の比較・分析は変更後の区分に基づいております。

 

① 不動産事業

新築分譲マンションの販売は、当第１四半期連結会計期間において完成物件がなかったことから前期在庫物件の

販売のみとなりましたが、売上高は5,115百万円（前年同期比20.1％増）となりました。また、販売費及び一般管理

費の伸びを抑制できたことにより、セグメント利益は76百万円（前年同期109百万円の損失）となりました。

 

② 建設事業

多田建設株式会社の建設工事は前年並みに推移しましたが、建築資材費や人件費の上昇により、売上高は7,740

百万円（前年同期比1.1％減）、セグメント利益は412百万円（前年同期比19.0％減）となりました。
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③ 不動産管理事業

平成28年４月１日付で、日神管理株式会社を存続会社とし、日神住宅サポート株式会社を消滅会社とする吸収合

併を行い、商号を日神管財株式会社に変更しております。このため、当第１四半期連結会計期間より日神管財株式

会社を対象としております。

不動産管理事業は、マンション共用部分の管理、ビル管理、賃貸物件の管理受託、これら管理業務に伴うリ

フォームや大規模修繕等の工事及び賃貸物件の販売を行っております。

賃貸物件の販売により、売上高は1,693百万円（前年同期比20.3％増）となりましたが、合併に伴う費用の発生

等があったため、セグメント利益は155百万円（前年同期比0.0％増）となりました。

 
④ ゴルフ場事業

米国のゴルフ場２社は、引き続きゴルフ場資産の全てをゴルフ場運営会社に一括してリースしていることから、

ゴルフ場事業から除外しており、株式会社平川カントリークラブのみを対象としております。

　同社が運営している平川カントリークラブでは、外部のコース管理受託が終了したため、売上高は172百万円（前

年同期比18.5％減）、セグメント損失は３百万円（前年同期０百万円の利益）となりました。

なお、営業外収益として名義書換料収入を計上しており、経常損益は黒字となっています。

 

⑤ その他

米国のゴルフ場２社はゴルフ場資産を全て一括して賃貸しております。日神ファイナンス株式会社は、少額の新

規貸付を若干行っておりますが、縮小均衡を目指しております。

　前年同期に計上した米国のゴルフ場の宅地分譲及び日神ファイナンス株式会社の担保不動産の販売が当第１四半

期連結会計期間はなかったため、売上高は11百万円（前年同期比68.6％減）、セグメント損失は11百万円（前年同

期８百万円の損失）となりました。

 

(2) 財政状態の分析

当第１四半期連結会計期間末の財政状態は次のとおりです。

 

① 総資産

　主に受取手形・完成工事未収入金等とたな卸資産の増加が現金及び預金の減少を上回った結果、総資産は

93,446百万円（前年度末比1.5％増）となりました。

 
② 負債

　主に短期借入金の増加が支払手形・工事未払金等の減少を上回った結果、負債合計は50,648百万円（前年度末

比2.9％増）となりました。

 

③ 純資産

　親会社株主に帰属する四半期純利益522百万円を計上し、純資産合計は42,798百万円（前年度末比0.0％減）と

なりました。

 

(3) 業務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ける特記すべき活動はありません。
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(4) 研究開発活動

当第１四半期連結累計期間における特記すべき活動はありません。

 

(5) 従業員数

当第１四半期連結累計期間において、連結会社又は提出会社の従業員数の著しい増減はありません。

 

(6）生産、受注及び販売の実績

当第１四半期連結累計期間において、生産、受注及び販売実績の著しい変動はありません。

 

(7）主要な設備

当第１四半期連結累計期間において、主要な設備の著しい変動及び設備計画の著しい変動はありません。
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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 74,000,000

計 74,000,000
 

 

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28年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成28年８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 46,951,260 46,951,260
東京証券取引所
市場第一部

単元株式数は100株でありま
す。

計 46,951,260 46,951,260 ― ―
 

 

(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28年４月１日～
平成28年６月30日

― 46,951,260 ― 10,111,411 ― 426,578
 

 

(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】

① 【発行済株式】

 平成28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)
普通株式 44,900
 

(自己保有株式)
―

権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式

完全議決権株式(その他) 普通株式 46,853,000
 

468,530 同上

単元未満株式 普通株式 53,360
 

― 同上

発行済株式総数 46,951,260 ― ―

総株主の議決権 ― 468,530 ―
 

(注) １.「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式6,300株（議決権の数63個）が含まれて

おります。

２．当第１四半期会計期間末日現在の「発行済株式」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28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。

 

② 【自己株式等】

平成28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）
　日神不動産株式会社

東京都新宿区新宿
五丁目８－１

44,900 ― 44,900 0.10

計 ― 44,900 ― 44,900 0.10
 

 

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いて役員の異動はありません。

 

EDINET提出書類

日神不動産株式会社(E03984)

四半期報告書

 7/21



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。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

 

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28年４月１日から平成

28年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成28年４月１日から平成28年６月30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：千円)

          
前連結会計年度

(平成28年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成28年６月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 30,669,703 25,302,595

  受取手形・完成工事未収入金等 ※1  10,060,823 ※1  11,455,436

  販売用不動産 16,536,145 17,788,165

  不動産事業支出金 18,748,641 23,179,175

  未成工事支出金 98,177 64,536

  商品 10,122 10,780

  短期貸付金 110,600 1,800

  未収入金 827,032 789,247

  その他 2,204,901 2,289,384

  貸倒引当金 △58,946 △55,465

  流動資産合計 79,207,201 80,825,655

 固定資産   

  有形固定資産 10,285,333 10,172,809

  無形固定資産 115,670 105,074

  投資その他の資産 ※2  2,440,865 ※2  2,342,896

  固定資産合計 12,841,870 12,620,780

 資産合計 92,049,071 93,446,436

負債の部   

 流動負債   

  支払手形・工事未払金等 11,622,808 7,586,516

  短期借入金 11,733,858 19,414,358

  1年内償還予定の社債 158,000 66,000

  未払法人税等 1,180,830 83,097

  引当金   

   賞与引当金 333,295 137,060

   完成工事補償引当金 87,298 85,688

   工事損失引当金 ― 4,334

  その他 3,563,661 4,192,721

  流動負債合計 28,679,752 31,569,776

 固定負債   

  社債 395,000 395,000

  長期借入金 16,767,187 15,336,710

  引当金   

   役員退職慰労引当金 302,780 300,240

   債務保証損失引当金 309,258 298,544

  退職給付に係る負債 1,558,041 1,551,913

  その他 1,226,812 1,196,186

  固定負債合計 20,559,080 19,078,595

 負債合計 49,238,832 50,648,372
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           (単位：千円)

          
前連結会計年度

(平成28年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成28年６月30日)

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 10,111,411 10,111,411

  資本剰余金 427,432 427,432

  利益剰余金 32,030,731 32,083,746

  自己株式 △25,082 △25,103

  株主資本合計 42,544,493 42,597,487

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 79,094 66,700

  為替換算調整勘定 △362,690 △422,330

  退職給付に係る調整累計額 △3,046 △2,285

  その他の包括利益累計額合計 △286,643 △357,915

 非支配株主持分 552,387 558,491

 純資産合計 42,810,238 42,798,063

負債純資産合計 92,049,071 93,446,436
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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27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

当第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)

売上高 13,674,504 14,687,717

売上原価 11,420,800 12,449,840

売上総利益 2,253,703 2,237,876

販売費及び一般管理費 1,679,576 1,570,355

営業利益 574,126 667,521

営業外収益   

 受取利息 3,809 781

 受取配当金 5,788 5,849

 受取手数料 20,500 24,000

 貸倒引当金戻入額 1,609 8,146

 債務保証損失引当金戻入額 6,129 4,227

 その他 12,869 22,180

 営業外収益合計 50,707 65,185

営業外費用   

 支払利息 115,004 117,098

 その他 6,528 6,610

 営業外費用合計 121,533 123,709

経常利益 503,300 608,998

税金等調整前四半期純利益 503,300 608,998

法人税、住民税及び事業税 186,901 73,282

法人税等調整額 32,322 7,535

法人税等合計 219,223 80,817

四半期純利益 284,076 528,180

非支配株主に帰属する四半期純利益 90 6,103

親会社株主に帰属する四半期純利益 283,986 522,077
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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27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

当第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)

四半期純利益 284,076 528,180

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 10,781 △12,394

 為替換算調整勘定 10,704 △59,639

 退職給付に係る調整額 2,707 761

 その他の包括利益合計 24,194 △71,271

四半期包括利益 308,270 456,909

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 308,180 450,805

 非支配株主に係る四半期包括利益 90 6,103
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【注記事項】

(継続企業の前提に関する事項)

該当事項はありません。

 

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

(1) 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、当社の連結子会社であった日神住宅サポート株式会社が、連結子会社であ

る日神管理株式会社との吸収合併により消滅したため、連結の範囲から除外しております。

なお合併に伴い、存続会社の商号を日神管財株式会社に変更しております。

 

(2) 持分法の適用範囲の重要な変更

該当事項はありません。

 

(会計方針の変更等)

(会計方針の変更)　

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応

報告第32号　平成28年６月17日）を当第１四半期連結会計期間に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附

属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

　この結果、当第１四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表への影響額は軽微であります。

 

(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)

該当事項はありません。

 

(追加情報)

（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　平成28年３月28日）を当第

１四半期連結会計期間から適用しております。

 
（連結納税制度の適用）

当社及び一部の連結子会社は、当第１四半期連結会計期間より、連結納税制度を適用しております。

 
(四半期連結貸借対照表関係)

 

※１　手形の割引高及び裏書譲渡高

 
前連結会計年度

(平成28年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成28年６月30日)

受取手形割引高 1,982,454千円 1,071,950千円

受取手形裏書譲渡高 486,157 116,000 
 

 

※２ 資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額

 

 
前連結会計年度

(平成28年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成28年６月30日)

投資その他の資産 1,069,574千円 1,064,995千円
 

 

　３　保証債務

(1) 販売顧客の金融機関等からの借入に対し債務保証を行っております。

 
前連結会計年度

(平成28年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成28年６月30日)

販売顧客 758,082千円 685,055千円
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(2) 連結子会社である日神ファイナンス株式会社は、賃借人と保証委託契約を締結し、契約上家賃の６月分相当額

を上限として家賃保証をしております。

 
前連結会計年度

(平成28年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成28年６月30日)

保証委託契約に基づく保証債務額 19,757千円 19,439千円
 

 

(3) 連結子会社である多田建設株式会社は、以下の会社の住宅販売に係る手付金等の保証会社の保証残高について

連帯保証しております。

 
前連結会計年度

(平成28年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成28年６月30日)

明和地所㈱ 203,507千円 227,433千円

㈱アーネストワン 7,300 133,260

その他 201,338 57,714

合計 412,145千円 418,407千円
 

 

(四半期連結損益計算書関係)

前第１四半期連結累計期間（自 平成27年４月１日　至 平成27年６月30日）及び当第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）

当社の属するマンション業界は、マンション事業の特色として顧客への引渡が第２四半期及び第４四半期に集中

する傾向があり、例年、第１四半期の売上高は通期売上高と比較し大幅に低くなっております。

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

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おける減価償却費（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ります。

 
前第１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
至 平成27年６月30日)

当第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)

減価償却費 99,501千円 106,491千円

のれんの償却額 29,354 ―
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(株主資本等関係)

前第１四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27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27年６月24日
定時株主総会

普通株式 281,437 6 平成27年３月31日 平成27年６月25日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第１四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１四半期連結会計期間の末日

後となるもの

　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28日
定時株主総会

普通株式 469,062 10 平成28年３月31日 平成28年６月29日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第１四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１四半期連結会計期間の末日

後となるもの

　該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

日神不動産株式会社(E03984)

四半期報告書

15/21



 

(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27年４月１日 至 平成27年６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

その他
(注)

合計

不動産事業 建設事業
不動産
管理事業

ゴルフ場
事業

計

売上高        

外部顧客に
対する売上高

4,232,583 7,822,444 1,370,865 211,765 13,637,659 36,844 13,674,504

セグメント間の内部
売上高又は振替高

28,456 3,146 36,817 105 68,525 83 68,609

計 4,261,040 7,825,590 1,407,683 211,870 13,706,185 36,928 13,743,113

セグメント利益
又は損失（△）

△109,096 509,057 155,414 586 555,961 △8,215 547,745
 

(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、賃貸ゴルフ場事業、信用保証業を含

んでおります。

 

２．報告セグメントの利益又は損失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 555,961

「その他」の区分の損失（△） △8,215

セグメント間取引消去 55,734

のれんの償却額 △29,354

四半期連結損益計算書の営業利益 574,126
 

 

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。

 

EDINET提出書類

日神不動産株式会社(E03984)

四半期報告書

16/21



 

Ⅱ 当第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)

合計

不動産事業 建設事業
不動産
管理事業

ゴルフ場
事業

計

売上高        

外部顧客に
対する売上高

5,087,304 7,738,157 1,678,257 172,476 14,676,195 11,522 14,687,717

セグメント間の内部
売上高又は振替高

28,600 2,440 15,294 105 46,439 71 46,511

計 5,115,904 7,740,597 1,693,551 172,581 14,722,634 11,594 14,734,228

セグメント利益
又は損失（△）

76,479 412,496 155,478 △3,914 640,539 △11,745 628,794
 

(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、賃貸ゴルフ場事業、信用保証業を含

んでおります。 

 

２．報告セグメントの利益又は損失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 640,539

「その他」の区分の損失（△） △11,745

セグメント間取引消去 38,727

四半期連結損益計算書の営業利益 667,521
 

 

３．報告セグメントの変更等に関する事項

日神管理株式会社と日神住宅サポート株式会社の合併に伴い、当第１四半期連結会計期間より、従来の報告セグ

メントの「賃貸管理事業」と「不動産管理事業」を統合し「不動産管理事業」としております。これにより報告セ

グメントを、従来の「不動産事業」「建設事業」「賃貸管理事業」「不動産管理事業」「ゴルフ場事業」の５区分

から「不動産事業」「建設事業」「不動産管理事業」「ゴルフ場事業」の４区分に変更しております。

なお、前第１四半期連結累計期間のセグメント情報については、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。

 
４．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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(金融商品関係)

四半期連結財務諸表規則第17条の２の規定に基づき、注記を省略しております。

 

(有価証券関係)

四半期連結財務諸表規則第17条の２の規定に基づき、注記を省略しております。

 

(デリバティブ取引関係)

該当事項はありません。

 

(企業結合等関係)

共通支配下の取引等

１ 取引の概要

（1）結合企業の名称及びその事業内容

日神管理株式会社　　　　　　不動産管理事業

日神住宅サポート株式会社　　賃貸管理事業

（2）企業結合日

平成28年４月１日

（3）企業結合の法的形式

　日神管理株式会社を存続会社とし、日神住宅サポート株式会社を消滅会社とする吸収合併方式です。

なお、本合併は当社の完全子会社同士の合併であるため、これに伴う当社に対する合併対価の交付はありませ

ん。

（4）結合後企業の名称

日神管財株式会社

（5）その他取引の概要に関する事項

　経営効率化及び事業拡大を図ることによる企業価値向上を目的としております。

 
２ 実施した会計処理の概要

　「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）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」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年９月13日）に基づき、共通支

配下の取引として処理しております。

 

(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、次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27年４月１日
至 平成27年６月30日)

当第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株当たり四半期純利益金額 6円05銭 11円13銭

    (算定上の基礎)   

   親会社株主に帰属する四半期純利益(千円) 283,986 522,077

   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)

283,986 522,077

    普通株式の期中平均株式数(株) 46,906,288 46,906,288
 

(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。
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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。

EDINET提出書類

日神不動産株式会社(E03984)

四半期報告書

20/21



独立監査人の四半期レビュー報告書
 

平成28年８月10日

日神不動産株式会社

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　日　下　靖　規　　　　印

 

   
 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士　大　村　広　樹 　　　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」に掲げられている日神不動産株式

会社の平成28年４月１日から平成29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28年４月１日から平

成28年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間（平成28年４月１日から平成28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、日神不動産株式会社及び連結子会社の平成28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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