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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65期

第２四半期
連結累計期間

第66期
第２四半期
連結累計期間

第65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） 9,586 12,886 21,650

経常利益又は経常損失（△） （百万円） △60 687 520

親会社株主に帰属する

四半期（当期）純利益又は

親会社株主に帰属する

四半期純損失（△）

（百万円） △87 574 534

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） △109 573 514

純資産額 （百万円） 6,168 7,224 6,792

総資産額 （百万円） 19,459 21,545 19,865

１株当たり四半期（当期）

純利益金額又は１株当たり

四半期純損失金額（△）

（円） △4.95 32.44 30.17

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 （％） 31.7 33.5 34.2

営業活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） △792 △553 700

投資活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） △154 △44 △127

財務活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） 1,047 294 △417

現金及び現金同等物の

四半期末（期末）残高
（百万円） 1,819 1,573 1,875

 

回次
第65期

第２四半期
連結会計期間

第66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） 5.46 29.24

（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．第65期第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半

期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため、第66期第２四半期連結累計期間及び第65期の潜在株式

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おりません。
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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２四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（当社及び連結子会社）が判

断したものであります。

 

(1）業績の状況

　当第２四半期連結累計期間における日本経済は、政府の継続した経済政策や日本銀行の金融緩和政策により、企

業収益や雇用環境の改善など緩やかな回復基調が続いたものの、米国の新政権における経済政策の動向、欧州にお

ける政情不安など先行き不透明な状況も懸念されます。

 

　当建設業界におきましては、公共インフラ老朽化対策、震災復興関連事業、東京オリンピック・パラリンピック

関連事業など公共事業が順調に推移するとともに、民間建設投資も耐震補強事業やマンション事業を中心に市場の

成長基調が継続しました。その一方で、人手不足や労務費の高騰など、工程の確保や工事の採算性に影響する要因

も存在しておりますが、改正品確法（公共工事の品質確保の促進に関する法律）に基づく労務単価や諸経費率の見

直し策によって、徐々に改善の兆しがみられています。

 

　このような経営環境のもと、当社グループは、改正品確法の施行、本格的な維持修繕の時代への突入、2020年東

京オリンピック・パラリンピックの開催決定等、建設業界の環境の変化に鑑み、次の10年の成長戦略として新たに

策定した第４次中期経営計画「ＶＩＳＩＯＮ２０１６」を平成28年度よりスタートさせております。本計画に示し

た経営目標を達成するため、「確かな経営基盤の構築、高品質を提供できる技術力の保有により、プレストレス

ト・コンクリート建設業界のリーディングカンパニーとなり、真に社会に信頼され、必要とされる企業に成長す

る」ことを目指し、技術提案力・積算力などの総合的な営業力の強化、新分野や新工法に関する技術開発の強化、

生産・施工の省人・省力化及び安全・品質管理の高度化への取り組み強化など、総力を挙げて行ってまいりまし

た。

 

　以上の結果、当第２四半期連結累計期間の業績につきましては、受注高は12,027百万円(前年同四半期比16.5％

増)、売上高は12,886百万円(前年同四半期比34.4％増)となりました。損益面では、営業利益は704百万円(前年同

四半期は営業損失44百万円)、経常利益は687百万円(前年同四半期は経常損失60百万円)、親会社株主に帰属する四

半期純利益は574百万円(前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純損失87百万円)となりました。

 

　セグメント別の業績は、次のとおりであります。

①土木事業

　受注活動におきましては、多様化する総合評価落札方式への対応強化の徹底や連結子会社の主力事業である

ＰＣマクラギ事業の営業強化など、グループの総力を挙げて受注高の確保に努めました。上半期は、高速道路会社

（ＮＥＸＣＯ）の大規模更新事業や、地方自治体発注工事へ積極的に受注活動を展開しました。売上高及び利益に

つきましては、ＮＥＸＣＯを中心とした前期からの繰越工事を順調に進捗させるとともに、徹底した原価低減及び

設計変更に係る契約変更協議を強化しました。

　この結果、受注高は8,501百万円(前年同四半期比43.2％増)、売上高は10,088百万円(前年同四半期比47.7％

増）、セグメント利益は1,668百万円(前年同四半期比146.8％増)となりました。

 

②建築事業

　受注活動におきましては、当社の主力分野でありますマンション事業や住宅分野での耐震補強事業及びＰＣａＰ

Ｃ事業の営業強化に努めました。また、売上高は前年同四半期と同程度を維持しましたが、利益につきましては、

耐震補強事業の発注遅れなどの影響を受けました。

　この結果、受注高は3,275百万円(前年同四半期比20.6％減）、売上高は2,679百万円(前年同四半期比1.6％増)、

セグメント利益は313百万円(前年同四半期比33.0％減)となりました。
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③不動産賃貸事業

　受注活動におきましては、テナント獲得の競争激化は依然継続しているものの、入居率の安定化を目指し営業活

動を展開いたしました。

　この結果、受注高は238百万円(前年同四半期比0.6％減)、売上高は118百万円(前年同四半期比1.7％減)、セグメ

ント利益は63百万円(前年同四半期比15.1％増)となりました。

 

(2）キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ302百万円減少し、1,573百

万円となりました。

　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、次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加等により553百万円の支出（前年同四半期は792百万円の

支出）となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得等により44百万円の支出（前年同四半期は154百万

円の支出）となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の増加等により294百万円の収入（前年同四半期は1,047百万

円の収入）となりました。

 

(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、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ありません。

　なお、当第２四半期連結累計期間における土木事業及び建築事業の研究開発費総額は40百万円であり、不動産賃

貸事業及びその他につきましては、研究開発活動は行っておりません。
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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 53,000,000

計 53,000,000
 

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９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 18,602,244 同左
東京証券取引所
（市場第二部）
福岡証券取引所

単元株式数
100株

計 18,602,244 同左 － －

 

（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

（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

－ 18,602,244 － 2,379 － 1,711
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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(％)

太平洋セメント株式会社 東京都港区台場二丁目３番５号 3,221 17.32

住友電気工業株式会社 大阪市中央区北浜四丁目５番33号 2,383 12.81

日本マスタートラスト信託銀

行株式会社（退職給付信託

口・九州電力株式会社口）

東京都港区浜松町二丁目11番３号 2,309 12.42

西日本鉄道株式会社 福岡市中央区天神一丁目11番17号 773 4.16

みずほ信託銀行株式会社退職

給付信託神鋼鋼線工業口再信

託受託者資産管理サービス信

託銀行株式会社

東京都中央区晴海一丁目８番12号

晴海アイランド トリトンスクエア オフィ

スタワーＺ棟

722 3.88

日鉄住金SGワイヤ株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 423 2.27

株式会社渡辺藤吉本店 福岡市博多区店屋町７番18号 267 1.44

株式会社福岡銀行 福岡市中央区天神二丁目13番１号 261 1.40

株式会社西日本シティ銀行 福岡市博多区博多駅前三丁目１番１号 252 1.35

富士ピー・エス社員持株会 福岡市中央区薬院一丁目13番８号 240 1.29

計 － 10,854 58.35

　　（注）上記のほか、当社所有の自己株式881千株があります。
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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） 普通株式 881,400 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 17,719,000 177,190 －

単元未満株式 普通株式 1,844 －
１単元（100株）

未満の株式

発行済株式総数 18,602,244 － －

総株主の議決権 － 177,190 －

（注）１．「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株（議決権の

数10個）含まれております。

２．「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式４株が含まれております。

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(％)

株式会社富士ピー・エス
福岡市中央区薬院

一丁目13番８号
881,400 － 881,400 4.74

計 － 881,400 － 881,400 4.74

 

 

２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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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、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：百万円）

 
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   

現金預金 1,875 1,573

受取手形・完成工事未収入金等 ※ 9,689 ※ 11,062

製品 221 274

未成工事支出金 1,221 1,504

材料貯蔵品 177 143

未収入金 367 346

その他 20 377

貸倒引当金 △1 △2

流動資産合計 13,571 15,279

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物（純額） 1,487 1,446

機械、運搬具及び工具器具備品（純額） 877 906

土地 3,439 3,439

リース資産（純額） 5 5

建設仮勘定 5 15

有形固定資産合計 5,815 5,812

無形固定資産   

のれん 92 83

その他 100 83

無形固定資産合計 192 166

投資その他の資産   

投資有価証券 147 153

その他 153 144

貸倒引当金 △15 △11

投資その他の資産合計 285 286

固定資産合計 6,293 6,266

資産合計 19,865 21,545
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  （単位：百万円）

 
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 4,697 4,204

電子記録債務 1,664 2,404

短期借入金 2,626 3,126

未払法人税等 94 143

未成工事受入金 710 713

預り金 1,319 1,841

完成工事補償引当金 19 20

工事損失引当金 11 1

その他 528 565

流動負債合計 11,670 13,019

固定負債   

長期借入金 144 81

繰延税金負債 17 17

退職給付に係る負債 957 934

その他 282 267

固定負債合計 1,402 1,300

負債合計 13,072 14,320

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,379 2,379

資本剰余金 1,711 1,711

利益剰余金 2,995 3,428

自己株式 △335 △335

株主資本合計 6,751 7,184

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 4 7

退職給付に係る調整累計額 37 33

その他の包括利益累計額合計 41 40

純資産合計 6,792 7,224

負債純資産合計 19,865 21,545
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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：百万円）

 
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 9,586 12,886

売上原価 8,395 10,840

売上総利益 1,190 2,045

販売費及び一般管理費 ※ 1,234 ※ 1,341

営業利益又は営業損失（△） △44 704

営業外収益   

有価証券売却益 2 －

物品売却益 2 4

その他 6 4

営業外収益合計 12 8

営業外費用   

支払利息 14 12

支払保証料 6 10

その他 7 1

営業外費用合計 28 24

経常利益又は経常損失（△） △60 687

税金等調整前四半期純利益又は

税金等調整前四半期純損失（△）
△60 687

法人税、住民税及び事業税 27 113

法人税等調整額 － －

法人税等合計 27 113

四半期純利益又は四半期純損失（△） △87 574

非支配株主に帰属する四半期純利益 － －

親会社株主に帰属する四半期純利益又は

親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
△87 574
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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：百万円）

 
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)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △87 574

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △10 3

退職給付に係る調整額 △10 △4

その他の包括利益合計 △21 △0

四半期包括利益 △109 573

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △109 573

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：百万円）

 
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又は

税金等調整前四半期純損失（△）
△60 687

減価償却費 210 195

のれん償却額 9 9

工事損失引当金の増減額（△は減少） 5 △10

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △47 △28

支払利息 14 12

売上債権の増減額（△は増加） 605 △1,373

未成工事支出金の増減額（△は増加） △456 △283

その他のたな卸資産の増減額（△は増加） △134 △19

未収入金の増減額（△は増加） 1 21

仕入債務の増減額（△は減少） △1,019 247

未成工事受入金の増減額（△は減少） 270 3

預り金の増減額（△は減少） 227 522

未払費用の増減額（△は減少） △139 2

未払又は未収消費税等の増減額 △189 △436

その他 △41 △29

小計 △742 △479

利息及び配当金の受取額 1 0

利息の支払額 △14 △12

法人税等の支払額 △36 △62

営業活動によるキャッシュ・フロー △792 △553

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 △161 △50

貸付けによる支出 △0 △0

貸付金の回収による収入 12 6

その他 △4 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △154 △44

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） 1,200 500

長期借入金の返済による支出 △63 △63

配当金の支払額 △88 △141

その他 △1 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,047 294

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 100 △302

現金及び現金同等物の期首残高 1,719 1,875

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 1,819 ※ 1,573
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

※　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、次の四半期連結会計期間末日満期手形が

四半期連結会計期間末日残高に含まれております。

 
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）

受取手形 －百万円 48百万円

 

（四半期連結損益計算書関係）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な科目及び金額は、次のとおりであります。

 
　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）

従業員給与手当 634百万円 717百万円

 

（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記載されている勘定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）

現金預金勘定 1,819百万円 1,573百万円

現金及び現金同等物 1,819 1,573

 

（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
（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

平成28年５月13日

　　取締役会
普通株式 88 5.00 平成28年３月31日 平成28年６月６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
（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

平成29年５月12日

　　取締役会
普通株式 141 8.00 平成29年３月31日 平成29年６月５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：百万円）

 報告セグメント
その他
（注）

合計 調整額
四半期連結
損益計算書
計上額 土木事業 建築事業

不動産
賃貸事業

計

売上高         

外部顧客への売上高 6,829 2,636 120 9,586 0 9,586 － 9,586

セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ － － － － － － －

計 6,829 2,636 120 9,586 0 9,586 － 9,586

セグメント利益 676 458 55 1,190 0 1,190 － 1,190

     　（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、海外事業及び建設

       　　　資機材のリース等であります。

 

２．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。

 

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：百万円）

 報告セグメント
その他
（注）

合計 調整額
四半期連結
損益計算書
計上額 土木事業 建築事業

不動産
賃貸事業

計

売上高         

外部顧客への売上高 10,088 2,679 118 12,886 － 12,886 － 12,886

セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ － － － － － － －

計 10,088 2,679 118 12,886 － 12,886 － 12,886

セグメント利益 1,668 313 63 2,045 － 2,045 － 2,045

     　（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、海外事業及び建設

       　　　資機材のリース等であります。

 

２．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金額又は１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
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又は

１株当たり四半期純損失金額（△）
△４円95銭 32円44銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益

金額又は親会社株主に帰属する

四半期純損失金額（△）（百万円）

△87 574

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

四半期純利益金額又は親会社株主に帰属

する四半期純損失金額（△）（百万円）

△87 574

普通株式の期中平均株式数（千株） 17,720 17,720

　　　　（注）前第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期

純損失であり、また、潜在株式が存在しないため、当第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後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。

 

 

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11月１日

株式会社富士ピー・エス

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 伊藤　次男　　印

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 上田　知範　　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富士

ピー・エスの平成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、株式会社富士ピー・エス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おりません。
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