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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72期

第３四半期連結
累計期間

第73期
第３四半期連結

累計期間
第72期

会計期間
自平成27年４月１日
至平成27年12月31日

自平成28年４月１日
至平成28年12月31日

自平成27年４月１日
至平成28年３月31日

売上高 （千円） 11,497,007 9,886,959 19,758,360

経常利益 （千円） 895,847 892,442 1,872,104

親会社株主に帰属する四半期（当

期）純利益
（千円） 514,358 500,825 1,228,108

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 499,931 566,595 1,089,555

純資産額 （千円） 5,050,901 6,044,686 5,640,525

総資産額 （千円） 13,454,626 13,480,327 14,506,966

１株当たり四半期（当期）純利益 （円） 65.55 63.84 156.52

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益
（円） － － －

自己資本比率 （％） 37.33 44.60 38.66

 

回次
第72期

第３四半期連結
会計期間

第73期
第３四半期連結

会計期間

会計期間
自平成27年10月１日
至平成27年12月31日

自平成28年10月１日
至平成28年12月31日

１株当たり四半期純利益 （円） 30.59 24.52

　（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、消費税等は含んでおりません。

　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。
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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。また、主要な関係会社における異動もありません。
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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、新たな事業等のリスクの発生、または、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。

 

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が判断したものであります。

 

(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、個人消費や企業収益の改善に足踏みが見られ、さらに米国の

新政権による政策運営の動向等の影響で海外経済の不確実性が高まるなど、依然として先行き不透明な状況で推移

しました。

当社グループと関係が深い建設業界におきましては、引き続き、資機材価格や常態化しつつある建設労働者不足

による労務費の高止まり、そして、厳しい受注競争等の影響が見られました。

東北地方の被災地におきましては、今年度から５年間の「復興・創生期間」がスタートし、復興の出口が見え始

めてきている中で、震災復興需要を含む公共投資は、緩やかな減少傾向を辿るなど、総じて厳しい受注環境で推移

いたしました。

この結果、当第３四半期連結累計期間の受注高は、142億58百万円（前年同期比　1.7％減）、売上高は、98億86

百万円（前年同期比　14.0％減）、繰越高は、151億67百万円（前年同期比　1.7％増）となりました。利益につき

ましては、営業利益は、８億63百万円（前年同期比　1.4％減）、経常利益は、８億92百万円（前年同期比　0.4％

減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は、５億円（前年同期比　2.6％減）となりました。

なお、当社の売上高は通常の営業形態として、第４四半期に完成する工事の割合が大きいため、四半期の業績に

季節的変動があります。

 

セグメントの業績は次のとおりであります。

ア．建築事業

建築事業においては、受注高は、83億16百万円（前年同期比　5.1％増）、売上高は、56億93百万円（前年同

期比　23.5％減）となりました。繰越高は、97億74百万円（前年同期比　4.2％増）となりました。営業利益

は、６億４百万円（前年同期比　21.1％減）となりました。

イ．土木緑地事業

土木緑地事業においては、受注高は、36億25百万円（前年同期比　12.2％減）、売上高は、24億96百万円（前

年同期比　1.8％増）となりました。繰越高は、45億67百万円（前年同期比　1.1％増）となりました。営業利益

は、３億52百万円（前年同期比　32.5％増）となりました。

ウ．環境関連事業

環境関連事業においては、受注高は、13億90百万円（前年同期比　14.0％減）、売上高は、７億70百万円（前

年同期比　1.8％増）となりました。繰越高は、８億25百万円（前年同期比　18.8％減）となりました。営業利

益は、１億51百万円（前年同期比　234.0％増）となりました。

エ．不動産事業

不動産事業においては、受注高及び売上高は、43百万円（前年同期比　66.5％減）となりました。営業利益

は、26百万円（前年同期比　7.3％減）となりました。

オ．その他事業

その他事業においては、受注高及び売上高は、８億83百万円（前年同期比　23.0％増）となりました。営業利

益は、１億５百万円（前年同期比　13.7％増）となりました。
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(2)財政状態の分析

 資産、負債及び純資産の状況

　当第３四半期連結会計期間末の資産合計は、134億80百万円となり、前連結会計年度末に比べ10億26百万円減少

いたしました。主な要因は、未成工事支出金14億44百万円等の増加に対し、受取手形・完成工事未収入金等23億

35百万円等の減少によるものであります。

　当第３四半期連結会計期間末の負債合計は、74億35百万円となり、前連結会計年度末に比べ14億30百万円減少

いたしました。主な要因は、未成工事受入金14億８百万円、短期借入金１億74百万円等の増加に対し、支払手

形・工事未払金等20億27百万円、未払法人税等１億86百万円、賞与引当金３億37百万円、その他の流動負債４億

５百万円等の減少によるものであります。

　当第３四半期連結会計期間末の純資産合計は、60億44百万円となり、前連結会計年度末に比べ４億４百万円増

加いたしました。主な要因は、利益剰余金３億43百万円の増加によるものであります。

 

(3)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。

 

(4)研究開発活動

　 当第３四半期連結累計期間において、該当事項はありません。

 

(5)経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し

　 当第３四半期連結累計期間において、経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通しについて

重要な変更はありません。

 

(6)経営者の問題認識と今後の方針について

  当第３四半期連結累計期間において、経営者の問題認識と今後の方針について重要な変更はありません。
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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 29,000,000

計 29,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末現在
発行数(株）

（平成28年12月31日）

提出日現在発行数
(株)

（平成29年２月14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 7,850,000 7,850,000

東京証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）

単元株式数

1,000株

計 7,850,000 7,850,000 － －

 

（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10月１日～

平成28年12月31日
－ 　7,850,000 － 583,300 － 213,355

 

（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28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28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　　　5,000 － 単元株式数　1,000株

完全議決権株式（その他）  普通株式　7,836,000 7,836 同上

単元未満株式  普通株式　　　9,000 － －

発行済株式総数           7,850,000 － －

総株主の議決権 － 7,836 －

　（注）　「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が3,000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３個が含まれております。

②【自己株式等】

平成28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（％）

常磐開発株式会社

福島県いわき市

常磐湯本町辰ノ口

１番地

5,000 － 5,000 0.06

計 － 5,000 － 5,000 0.06

 

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における、役員の異動はありません。
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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28年10月１日から平

成28年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成28年４月１日から平成28年12月31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３四半期連結会計期間

(平成28年12月31日)

資産の部   

流動資産   

現金預金 3,967,861 3,522,978

受取手形・完成工事未収入金等 5,691,785 ※１ 3,355,971

販売用不動産 175,298 168,781

未成工事支出金 399,381 1,843,740

繰延税金資産 216,520 215,376

その他 446,118 418,510

貸倒引当金 △12,440 △8,452

流動資産合計 10,884,526 9,516,905

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 1,094,719 1,127,576

機械、運搬具及び工具器具備品 676,934 715,011

土地 1,209,077 1,217,477

リース資産 33,993 33,993

減価償却累計額 △1,164,334 △1,211,190

建設仮勘定 － 212,139

有形固定資産合計 1,850,392 2,095,007

無形固定資産   

その他 15,735 15,371

無形固定資産合計 15,735 15,371

投資その他の資産   

投資有価証券 1,400,303 1,492,895

リース債権 136,454 130,648

退職給付に係る資産 72,882 83,054

その他 172,279 177,390

貸倒引当金 △25,608 △30,945

投資その他の資産合計 1,756,312 1,853,042

固定資産合計 3,622,440 3,963,421

資産合計 14,506,966 13,480,327
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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３四半期連結会計期間

(平成28年12月31日)

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 4,592,851 2,565,505

短期借入金 956,000 1,130,000

1年内返済予定の長期借入金 208,055 161,872

未払法人税等 485,939 299,180

未成工事受入金 751,245 2,159,753

賞与引当金 421,170 83,406

完成工事補償引当金 15,702 11,302

工事損失引当金 126,393 126,393

その他 784,630 379,410

流動負債合計 8,341,988 6,916,825

固定負債   

長期借入金 224,385 199,496

繰延税金負債 78,924 113,331

再評価に係る繰延税金負債 83,523 83,523

退職給付に係る負債 38,371 39,429

長期未払金 33,817 22,435

その他 65,430 60,600

固定負債合計 524,452 518,816

負債合計 8,866,441 7,435,641

純資産の部   

株主資本   

資本金 583,300 583,300

資本剰余金 731,204 731,204

利益剰余金 3,986,562 4,330,470

自己株式 △1,163 △1,838

株主資本合計 5,299,903 5,643,135

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 535,492 615,902

土地再評価差額金 △255,360 △255,360

退職給付に係る調整累計額 27,945 8,665

その他の包括利益累計額合計 308,076 369,206

非支配株主持分 32,545 32,343

純資産合計 5,640,525 6,044,686

負債純資産合計 14,506,966 13,480,327
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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27年４月１日
　至　平成27年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成28年４月１日
　至　平成28年12月31日)

売上高 ※１,※２ 11,497,007 ※１,※２ 9,886,959

売上原価 9,761,041 8,130,379

売上総利益 1,735,966 1,756,580

販売費及び一般管理費 860,564 893,042

営業利益 875,402 863,537

営業外収益   

受取利息 1,635 181

受取配当金 27,419 31,354

受取賃貸料 6,310 7,773

その他 15,989 9,694

営業外収益合計 51,355 49,003

営業外費用   

支払利息 19,040 14,851

支払保証料 9,928 3,381

その他 1,940 1,865

営業外費用合計 30,910 20,098

経常利益 895,847 892,442

特別利益   

固定資産売却益 0 46

投資有価証券売却益 － 1,135

特別利益合計 0 1,181

特別損失   

固定資産除却損 338 180

特別損失合計 338 180

税金等調整前四半期純利益 895,508 893,444

法人税等 375,510 388,070

四半期純利益 519,998 505,373

非支配株主に帰属する四半期純利益 5,639 4,548

親会社株主に帰属する四半期純利益 514,358 500,825
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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27年４月１日
　至　平成27年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成28年４月１日
　至　平成28年12月31日)

四半期純利益 519,998 505,373

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △558 80,501

退職給付に係る調整額 △19,507 △19,280

その他の包括利益合計 △20,066 61,221

四半期包括利益 499,931 566,595

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 494,306 561,956

非支配株主に係る四半期包括利益 5,625 4,639
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【注記事項】

（会計方針の変更）

（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おります。

　これによる損益に与える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）

（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おります。

 

(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）を第１

四半期連結会計期間から適用しております。
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（四半期連結貸借対照表関係）

※１　四半期連結会計期間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をしておりま

す。なお、当第３四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、四半期連結会計期間末残高に

含まれている四半期連結会計期間末日満期手形は、次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（平成28年３月31日）
当第３四半期連結会計期間
（平成28年12月31日）

受取手形 －千円 76,513千円

 

（四半期連結損益計算書関係）

　　※１　工事進行基準による完成工事高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27年４月１日
至　平成27年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成28年４月１日
至　平成28年12月31日）

工事進行基準による完成工事高 8,084,698千円 5,741,180千円

 

※２　前第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）及び当第３四半期連結累計期間

（自平成28年４月１日　至平成28年12月31日）

　　　当社グループの売上高は通常の営業形態として主に第４四半期に完成する工事の割合が大きいため、第

３四半期連結累計期間の売上高は相対的に少なくなる傾向にあります。

 

（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27年４月１日
至　平成27年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成28年４月１日
至　平成28年12月31日）

減価償却費 64,898千円 69,635千円
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第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．配当に関する事項

(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 117,698 15 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

の末日後となるもの

該当事項はありません。

２．株主資本の著しい変動に関する事項

　該当事項はありません。

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成28年４月１日　至　平成28年12月31日）

１．配当に関する事項

(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24日

定時株主総会
 普通株式 156,917 20 平成28年３月31日 平成28年６月27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

の末日後となるもの

該当事項はありません。

２．株主資本の著しい変動に関する事項

　該当事項はありません。
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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）

合計
 建築事業

土木緑地
事業

環境関連
事業

不動産事業 計

売上高        

外部顧客への

売上高
7,439,443 2,453,601 756,816 129,244 10,779,105 717,902 11,497,007

セグメント間
の内部売上高
又は振替高

9,323 10,944 8,395 － 28,663 33,781 62,445

計 7,448,766 2,464,545 765,212 129,244 10,807,769 751,684 11,559,453

セグメント利益 766,198 266,175 45,509 28,136 1,106,020 93,109 1,199,129

（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、警備事業等を含んでおり

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 1,106,020

「その他」の区分の利益 93,109

セグメント間取引消去 △7,433

全社費用（注） △316,294

四半期連結損益計算書の営業利益 875,402

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。

 

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

該当事項はありません。
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Ⅱ.当第３四半期連結累計期間（自平成28年４月１日 至平成28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）

合計
 建築事業

土木緑地
事業

環境関連
事業

不動産事業 計

売上高        

外部顧客への

売上高
5,693,023 2,496,972 770,527 43,341 9,003,865 883,094 9,886,959

セグメント間
の内部売上高
又は振替高

195,891 50,998 15,300 18,352 280,543 24,916 305,460

計 5,888,915 2,547,970 785,827 61,694 9,284,408 908,011 10,192,419

セグメント利益 604,824 352,639 151,990 26,089 1,135,544 105,835 1,241,379

（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、警備事業等を含んでおり

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 1,135,544

「その他」の区分の利益 105,835

セグメント間取引消去 △49,209

全社費用（注） △328,632

四半期連結損益計算書の営業利益 863,537

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。

 

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

該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 なお、潜在株式調整後１株当たり四半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。

 
前第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）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成28年４月１日
至　平成28年12月31日）

　　１株当たり四半期純利益 65円55銭 63円84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） 514,358 500,825

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（千円）
514,358 500,825

普通株式の期中平均株式数（株） 7,846,312 7,845,053

 

（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２９年２月１４日

常磐開発株式会社

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 小野　信行　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 佐藤　森夫　　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」に掲げられている常磐開発株式会

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３四半期連結会計期間（平成28年10月１日から平成

28年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成28年４月１日から平成28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、常磐開発株式会社及び連結子会社の平成28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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