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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71期

第２四半期
連結累計期間

第72期
第２四半期
連結累計期間

第71期

会計期間
自 平成27年３月21日
至 平成27年９月20日

自 平成28年３月21日
至 平成28年９月20日

自 平成27年３月21日
至 平成28年３月20日

完成工事高 (千円) 18,319,289 19,559,653 41,544,921

経常利益 (千円) 891,426 1,271,114 3,165,366

親会社株主に帰属する
四半期（当期）純利益

(千円) 522,341 819,340 1,969,055

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 446,818 974,173 1,325,169

純資産額 (千円) 19,098,822 20,698,517 19,977,132

総資産額 (千円) 28,325,482 29,957,520 31,190,838

１株当たり四半期（当期）純利益金額 (円) 20.60 32.42 77.79

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 (％) 67.4 69.1 64.0

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 3,241,585 2,331,875 2,688,520

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △647,533 △253,564 △1,393,430

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △246,125 △250,771 △246,640

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 4,885,681 5,413,742 3,586,203
 

 

回次
第71期

第２四半期
連結会計期間

第72期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成27年６月21日
至 平成27年９月20日

自 平成28年６月21日
至 平成28年９月20日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 15.07 19.10
 

(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．完成工事高には、消費税等は含まれていない。

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いな

い。

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」としている。

 

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、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ない。

 なお、重要事象等は存在していない。

 

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】

（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、新興国経済の減速や英国のＥＵ離脱問題等により株式市場

や為替市場に不安定な動きがみられるものの、個人消費は雇用・所得環境の着実な改善を背景に底堅く推移して

おり、景気は緩やかな回復基調で推移した。

　建設業界においては、政府建設投資が減少したが、民間設備投資は企業収益が改善する中で、緩やかな増加基

調を続けており、受注環境は比較的堅調に推移した。その一方で、技能労働者不足による生産能力の低下、労務

費のコストアップ問題等が長期化してきており、当社グループを取り巻く経営環境の先行きは依然として楽観で

きない状況にある。

このような経営環境のもと、当社グループは総力をあげて当社グループの独自の技術・商品を活用した積極的

な営業活動、経営の効率化を推進してきた。この結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、受注工事高が前年

同四半期比6.3％増の266億４千２百万円、完成工事高が前年同四半期比6.8％増の195億５千９百万円、営業利益

が前年同四半期比47.3％増の11億７千２百万円、経常利益が前年同四半期比42.6％増の12億７千１百万円、親会

社株主に帰属する四半期純利益が前年同四半期比56.9％増の８億１千９百万円となった。

なお、当社グループの完成工事高は、通常の営業形態として、上半期に比べ下半期、特に第４四半期連結会計

期間に偏る傾向がある。

 

（2）財政状態の分析

当第２四半期連結会計期間末の総資産残高は、前連結会計年度末比12億３千３百万円（4.0％）減の299億５千

７百万円となった。資産の部については、売上債権の回収により、現金預金が17億３千２百万円増加したが、受

取手形・完成工事未収入金が25億４千９百万円減少した。

負債の部については、前連結会計年度末比19億５千４百万円（17.4％）減の92億５千９百万円となった。未成

工事受入金が５億５百万円増加したが、工事未払金が10億１百万円減少した。

純資産の部については、前連結会計年度末比７億２千１百万円（3.6％）増の206億９千８百万円となった。親

会社株主に帰属する四半期純利益を計上した結果、利益剰余金が５億６千６百万円増加した。
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（3）キャッシュ・フローの分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、23億３千１百万円の増加（前年同四半期比９億９百万円の減少）と

なった。これは主に売上債権及びたな卸資産の減少によるものである。

投資活動によるキャッシュ・フローは、２億５千３百万円の減少（前年同四半期比３億９千３百万円の増加）

となった。これは主に投資有価証券の取得による支出によるものである。

財務活動によるキャッシュ・フローは、２億５千万円の減少（前年同四半期比４百万円の減少）となった。こ

れは主に配当金の支払いによるものである。

この結果、現金及び現金同等物の当第２四半期連結累計期間末残高は、前連結会計年度末比18億２千７百万円

の増加（前年同四半期末比５億２千８百万円の増加）の54億１千３百万円となった。

 

（4）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、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新

たに生じた課題はない。

 

（5）研究開発活動

当第２四半期連結累計期間における研究開発費は６千５百万円である。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 60,000,000

計 60,000,000
 

 

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28年９月20日)

提出日現在発行数(株)
(平成28年11月２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 26,927,652 26,927,652
東京証券取引所
(市場第一部）

単元株式数
100株

計 26,927,652 26,927,652 ― ―
 

 
(2) 【新株予約権等の状況】

　該当事項はない。

 

(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】

　該当事項はない。

 

(4) 【ライツプランの内容】

　該当事項はない。

 

(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９月20日 ― 26,927,652 ― 5,000,000 ― 4,499,820
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(6) 【大株主の状況】

  平成28年９月20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(％)

ヤマト社員持株会 群馬県前橋市古市町118番地 1,718 6.38

株式会社群馬銀行 群馬県前橋市元総社町194番地 1,251 4.65

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社（信託口）

東京都中央区晴海１丁目８番11号 1,240 4.61

株式会社東和銀行 群馬県前橋市本町２丁目12番６号 1,219 4.53

株式会社三晃空調 大阪府大阪市北区西天満３丁目13番20号 1,000 3.71

株式会社北越銀行 新潟県長岡市大手通２丁目２番地14 874 3.25

損害保険ジャパン日本興亜株式
会社

東京都新宿区西新宿１丁目26番１号 751 2.79

みどり共栄会 群馬県前橋市古市町118番地 704 2.62

株式会社横浜銀行
神奈川県横浜市西区みなとみらい３丁目１番
１号

594 2.21

東亜産業株式会社 群馬県高崎市問屋町１丁目３番地７ 549 2.04

計 ― 9,903 36.78
 

(注) １　上記のほか当社所有の自己株式1,657千株（6.15％）がある。

２　上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりである。

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 991千株
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

   平成28年９月20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

1,657,200
― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

25,243,500
252,435 ―

単元未満株式 普通株式  26,952 ― ―

発行済株式総数 26,927,652 ― ―

総株主の議決権 ― 252,435 ―
 

(注) １ 発行済株式はすべて普通株式である。

２ 「完全議決権株式（その他）」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が3,000株（議決権30個）含

まれている。

３ 「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式が18株含まれている。

 

② 【自己株式等】

  平成28年９月20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）
株式会社ヤマト

群馬県前橋市古市町
118番地

1,657,200 ― 1,657,200 6.15

計 ― 1,657,200 ― 1,657,200 6.15
 

 

２ 【役員の状況】

該当事項はない。
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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28年６月21日から平成

28年９月20日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成28年３月21日から平成28年９月20日まで)に係る四半期連結財務

諸表について、有限責任 あずさ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28年３月20日)
当第２四半期連結会計期間

(平成28年９月20日)

資産の部   

 流動資産   

  現金預金 3,972,703 5,705,242

  受取手形・完成工事未収入金 ※２  12,503,248 9,953,641

  有価証券 － 54,605

  未成工事支出金等 ※３  2,274,515 ※３  1,743,452

  その他 775,669 483,255

  貸倒引当金 △36,669 △31,364

  流動資産合計 19,489,466 17,908,832

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物・構築物（純額） 2,706,422 2,623,590

   その他（純額） 2,726,879 2,675,914

   有形固定資産合計 5,433,301 5,299,505

  無形固定資産 125,864 126,151

  投資その他の資産   

   投資有価証券 5,800,267 6,189,612

   その他 341,937 433,418

   貸倒引当金 △0 △0

   投資その他の資産合計 6,142,204 6,623,030

  固定資産合計 11,701,371 12,048,687

 資産合計 31,190,838 29,957,520

負債の部   

 流動負債   

  工事未払金 5,699,754 4,698,057

  未払法人税等 843,873 272,244

  未成工事受入金 1,751,694 2,257,257

  賞与引当金 769,691 450,047

  引当金 61,828 42,392

  その他 1,359,004 756,011

  流動負債合計 10,485,846 8,476,011

 固定負債   

  役員退職慰労引当金 217,471 218,931

  退職給付に係る負債 239,478 216,368

  その他 270,909 347,690

  固定負債合計 727,859 782,991

 負債合計 11,213,705 9,259,002
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           (単位：千円)

          
前連結会計年度

(平成28年３月20日)
当第２四半期連結会計期間

(平成28年９月20日)

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 5,000,000 5,000,000

  資本剰余金 4,499,820 4,499,820

  利益剰余金 9,947,692 10,514,327

  自己株式 △503,986 △504,068

  株主資本合計 18,943,526 19,510,079

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 793,558 987,084

  退職給付に係る調整累計額 240,047 201,353

  その他の包括利益累計額合計 1,033,605 1,188,438

 純資産合計 19,977,132 20,698,517

負債純資産合計 31,190,838 29,957,520
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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27年３月21日
　至 平成27年９月20日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年３月21日
　至 平成28年９月20日)

完成工事高 18,319,289 19,559,653

完成工事原価 16,710,904 17,570,679

完成工事総利益 1,608,385 1,988,973

販売費及び一般管理費 ※２  812,726 ※２  816,634

営業利益 795,658 1,172,338

営業外収益   

 受取利息 4,028 3,205

 受取配当金 76,764 80,824

 受取賃貸料 11,969 12,843

 その他 19,040 16,928

 営業外収益合計 111,803 113,802

営業外費用   

 支払利息 6,275 4,761

 賃貸費用 6,277 6,407

 その他 3,482 3,857

 営業外費用合計 16,035 15,026

経常利益 891,426 1,271,114

特別利益   

 投資有価証券売却益 3,986 －

 特別利益合計 3,986 －

特別損失   

 固定資産処分損 10,661 －

 会員権評価損 － 9,499

 減損損失 － 3,485

 特別損失合計 10,661 12,985

税金等調整前四半期純利益 884,751 1,258,128

法人税、住民税及び事業税 219,728 235,047

法人税等調整額 142,681 203,740

法人税等合計 362,410 438,787

四半期純利益 522,341 819,340

親会社株主に帰属する四半期純利益 522,341 819,340
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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27年３月21日
　至 平成27年９月20日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年３月21日
　至 平成28年９月20日)

四半期純利益 522,341 819,340

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 △79,774 193,526

 退職給付に係る調整額 4,251 △38,693

 その他の包括利益合計 △75,522 154,832

四半期包括利益 446,818 974,173

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 446,818 974,173
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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27年３月21日
　至 平成27年９月20日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年３月21日
　至 平成28年９月20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 884,751 1,258,128

 減価償却費 134,933 181,013

 受取利息及び受取配当金 △80,793 △84,030

 支払利息 6,275 4,761

 売上債権の増減額（△は増加） 3,014,172 2,549,607

 たな卸資産の増減額（△は増加） 425,682 531,063

 仕入債務の増減額（△は減少） △391,328 △1,001,696

 未成工事受入金の増減額（△は減少） 444,814 505,562

 その他 △665,988 △875,225

 小計 3,772,519 3,069,183

 利息及び配当金の受取額 80,221 83,552

 利息の支払額 △6,284 △4,764

 法人税等の支払額 △604,870 △816,095

 営業活動によるキャッシュ・フロー 3,241,585 2,331,875

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 △679,216 △46,024

 投資有価証券の取得による支出 △60,153 △188,940

 その他 91,836 △18,600

 投資活動によるキャッシュ・フロー △647,533 △253,564

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 配当金の支払額 △201,777 △250,689

 その他 △44,348 △82

 財務活動によるキャッシュ・フロー △246,125 △250,771

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,347,926 1,827,539

現金及び現金同等物の期首残高 2,537,754 3,586,203

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１  4,885,681 ※１  5,413,742
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【注記事項】

(会計方針の変更)

　（企業結合に関する会計基準等の適用）

「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。以下「企業結合会計基準」とい

う。）、「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。以下「連結会計基準」と

いう。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号　平成25年９月13日。以下「事業分離等会計

基準」という。）等を、第１四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持

分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上

する方法に変更した。また、第１四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処

理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表に反映

させる方法に変更する。加えて、四半期純利益等の表示の変更を行っている。当該表示の変更を反映させるため、

前第２四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

ている。

企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項（４）、連結会計基準第44－５項（４）及

び事業分離等会計基準第57－４項（４）に定める経過的な取扱いに従っており、第１四半期連結会計期間の期首時

点から将来にわたって適用している。

なお、当第２四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表に与える影響額はない。

 
　（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の適用）

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いる。

なお、この変更による当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える

影響は軽微である。

 
（会計上の見積りの変更）

　（退職給付に係る負債の過去勤務費用及び数理計算上の差異の費用処理年数の変更）

従来、過去勤務費用及び数理計算上の差異の費用処理年数を15年としていたが、従業員の平均残存勤務期間が短

縮したため、第１四半期連結会計期間より費用処理年数を10年に変更している。

この変更により、従来の方法によった場合と比較して、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税

金等調整前四半期純利益は、それぞれ44百万円増加している。

 
(追加情報)

(法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正)

「所得税法等の一部を改正する法律」（平成28年法律第15号）及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」

（平成28年法律第13号）が平成28年３月31日に公布され、平成28年４月１日以後に開始する連結会計年度から法人

税率等の引下げ等が行われることとなった。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実

効税率は、従来の32.8％から平成29年３月21日に開始する連結会計年度及び平成30年３月21日に開始する連結会計

年度に解消が見込まれる一時差異については30.7％に、平成31年３月21日に開始する連結会計年度以降に解消が見

込まれる一時差異については30.5％に変更となる。

この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）が18,200千円、その他有価証

券評価差額金が22,046千円、退職給付に係る調整累計額が4,636千円、法人税等調整額が8,482千円それぞれ増加し

ている。
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(四半期連結貸借対照表関係)

 

 　１ 受取手形裏書譲渡高

 

 
前連結会計年度

(平成28年３月20日)
当第２四半期連結会計期間

(平成28年９月20日)

受取手形裏書譲渡高 101,485千円 208,264千円
 

 

※２ 連結会計年度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いる。

なお、前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形が、連結会計年度末残

高に含まれている。

 

 
前連結会計年度

(平成28年３月20日)
当第２四半期連結会計期間

(平成28年９月20日)

受取手形  70,691千円 ―千円
 

 

※３ 未成工事支出金等の内訳

 

 
前連結会計年度

(平成28年３月20日)
当第２四半期連結会計期間

(平成28年９月20日)

未成工事支出金 2,096,488千円 1,565,789千円

材料貯蔵品 178,027千円 177,662千円
 

 

(四半期連結損益計算書関係)

 

　１ 売上高の季節的変動

前第２四半期連結累計期間(自 平成27年３月21日 至 平成27年９月20日)及び当第２四半期連結累計期間(自 

平成28年３月21日 至 平成28年９月20日)

当社グループの完成工事高は、契約により工事の完成引渡しが第４四半期連結会計期間に集中しているため、第

１四半期連結会計期間から第３四半期連結会計期間における完成工事高に比べ、第４四半期連結会計期間の完成工

事高が著しく多くなるといった季節的変動がある。

 

※２　販売費及び一般管理費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27年３月21日
至 平成27年９月20日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年３月21日
至 平成28年９月20日)

従業員給料手当 258,559千円 233,563千円

賞与引当金繰入額 58,338千円 59,386千円

退職給付費用 23,710千円 11,275千円

役員退職慰労引当金繰入額 9,647千円 13,400千円

貸倒引当金繰入額 △7,981千円 △5,305千円
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

 

※１ 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は、次のと

おりである。

 

 
前第２四半期連結累計期間
(自 平成27年３月21日
至 平成27年９月20日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年３月21日
至 平成28年９月20日)

現金預金勘定 5,213,181千円 5,705,242千円

預入期間が３か月を超える定期預金 △327,500千円 △291,500千円

現金及び現金同等物 4,885,681千円 5,413,742千円
 

 

(株主資本等関係)

前第２四半期連結累計期間(自 平成27年３月21日 至 平成27年９月20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16日
定時株主総会

普通株式 203,078 8 平成27年３月20日 平成27年６月17日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第２四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２四半期連結会計期間の末日

後となるもの

該当事項はない。

 

３．株主資本の金額の著しい変動

該当事項はない。

 

当第２四半期連結累計期間(自 平成28年３月21日 至 平成28年９月20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15日
定時株主総会

普通株式 252,705 10 平成28年３月20日 平成28年６月16日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第２四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２四半期連結会計期間の末日

後となるもの

該当事項はない。

 

３．株主資本の金額の著しい変動

該当事項はない。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

　前第２四半期連結累計期間(自 平成27年３月21日 至 平成27年９月20日)

当社グループは設備工事業単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略している。

 

　当第２四半期連結累計期間(自　平成28年３月21日　至　平成28年９月20日)

当社グループは設備工事業単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略している。

 

(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２四半期連結累計期間
(自 平成27年３月21日
至 平成27年９月20日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年３月21日
至 平成28年９月20日)

１株当たり四半期純利益金額    20円 60銭 32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） 522,341 819,340

   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）

522,341 819,340

   普通株式の期中平均株式数（千株) 25,350 25,270
 

(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)

当社及び一部の連結子会社は、従来採用していた厚生年金基金制度が平成28年9月25日に解散の認可を受けたこと

に伴い、これに代わる制度として、確定給付型の退職金制度を同日より施行している。この移行に伴う会計処理に

ついては「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準適用指針第1号）を適用する予定である。

 

２ 【その他】

　該当事項なし。
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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
 

平成28年11月２日

株式会社　ヤマト

取締役会  御中

 

有限責任 あずさ監査法人
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   宮　一　行　男    印

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   川 村 英 紀    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ヤマト

の平成28年３月21日から平成29年３月20日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間(平成28年６月21日から平成28

年９月20日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成28年３月21日から平成28年９月20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、株式会社ヤマト及び連結子会社の平成28年９月20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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