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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70期

第２四半期
連結累計期間

第71期
第２四半期
連結累計期間

第70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 (千円) 23,273,329 19,336,160 46,397,110

経常利益 (千円) 89,453 999,557 1,471,707

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(千円) 37,873 1,097,918 952,258

四半期包括利益又は包括利益 (千円) △214,555 1,470,122 1,328,488

純資産額 (千円) 28,870,654 30,727,695 30,203,650

総資産額 (千円) 42,778,359 43,716,463 43,678,103

１株当たり四半期(当期)純利益
金額

(円) 1.95 58.06 49.31

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 (％) 67.5 70.3 69.2

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △1,259,267 2,136,938 △987,660

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △117,961 △1,082,080 △298,431

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △811,463 △1,198,165 △930,887

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 7,601,964 7,668,847 7,786,986
 

 

回次
第70期

第２四半期
連結会計期間

第71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) 6.63 13.72
 

(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。

 
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）において営まれている事業の内容

について、重要な変更はありません。

　また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

　「第２　事業の状況」における各事項の記載については、消費税等抜きの金額で表示しております。

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が判断したものであります。

(1) 業績の状況

当社グループは、第11次中期経営計画の２年目を迎え、「安定的成長（ＲＯＥの安定的向上）を支える確固たる

事業基盤の構築」に向けて、コア事業の更なる強化と事業領域の拡大、生産性の向上等構造改善と利益の拡大、次

世代を展望した人財力の強化、成長を支えるガバナンスの確保の４項目を重点方針としてグループ一丸となって取

り組んでおります。

　この結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、受注高197億18百万円（前年同四半期比1.1％減）、売上高193億

36百万円（前年同四半期比16.9％減）となりましたが、利益面では国内内線工事の一部案件の採算が改善したこと

など前年同四半期と比べ売上総利益率が3.8ポイント改善したことにより営業利益５億72百万円（前年同四半期は営

業利益２億22百万円）となり、貸倒引当金戻入額２億３百万円などにより経常利益９億99百万円（前年同四半期は

経常利益89百万円）、繰延税金資産の計上による税金費用の減少により親会社株主に帰属する四半期純利益10億97

百万円（前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純利益37百万円）を計上する結果となりました。

 

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

（日本）

　当第２四半期連結累計期間の売上高は139億31百万円（前年同四半期比6.5％減）となり、営業利益は11億38百万

円（前年同四半期は、営業利益６億18百万円）となりました。

（東南アジア）

　当第２四半期連結累計期間の売上高は44億５百万円（前年同四半期比44.8％減）となり、営業利益は９百万円

（前年同四半期は、営業利益１億87百万円）となりました。

（その他アジア）

　当第２四半期連結累計期間の売上高は10億44百万円（前年同四半期比147.3％増）となり、営業損失は41百万円

（前年同四半期は、営業損失１億12百万円）となりました。
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(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合計は、前連結会計年度末に比べ38百万円増加し、437億16百万円となりま

した。主な要因は、短期の貸倒引当金の目的使用や戻入による17億41百万円や時価の上昇による投資有価証券５億

15百万円、投資不動産の純額５億31百万円の増加に対し、受取手形・完成工事未収入金等23億84百万円の減少など

によるものです。

　負債合計は、前連結会計年度末に比べ４億85百万円減少し、129億88百万円となりました。主な要因は、未成工事

受入金５億79百万円の増加に対し、支払手形・工事未払金等２億77百万円や短期借入金２億37百万円、賞与引当金

３億29百万円の減少などによるものです。

　純資産合計は、前連結会計年度末に比べ５億24百万円増加し、307億27百万円となりました。主な要因は、利益剰

余金６億22百万円の増加などによるものです。

 

(3) キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比

べ、１億18百万円減少し、76億68百万円となりました。

　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主な要因は、次のとおりでありま

す。

　営業活動によるキャッシュ・フローは、21億36百万円の収入（前年同四半期は、12億59百万円の支出）となりま

した。主な要因は、当第２四半期連結累計期間の税金等調整前四半期純利益が10億５百万円となった他、売上債権

の減少23億90百万円や未成工事受入金の増加５億75百万円、貸倒引当金の減少額17億41百万円などによるもので

す。

　投資活動によるキャッシュ・フローは、10億82百万円の支出（前年同四半期は、１億17百万円の支出）となりま

した。主な要因は、無形固定資産の取得による支出３億86百万円や投資不動産の取得による支出５億52百万円など

により資金が減少したことによるものです。

　財務活動によるキャッシュ・フローは、11億98百万円の支出（前年同四半期は、８億11百万円の支出）となりま

した。主な要因は、短期借入金の返済による支出２億35百万円や自己株式の取得による支出４億71百万円、配当金

の支払額４億74百万円などにより資金が減少したことによるものです。
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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 80,000,000

計 80,000,000
 

 

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10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 20,000,000 20,000,000
東京証券取引所
(市場第二部)

権利内容に何ら限定のない
当社における標準となる株
式であり、単元株式数は、
100株であります。

計 20,000,000 20,000,000 ― ―
 

 

(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。
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(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29年８月１日(注) ― 20,000,000 ― 1,190,250 △2,007,002 ―

 

(注) 会社法第448条第１項の規定に基づき、資本準備金を減少し、その他資本剰余金へ振り替えたものであります。

 

(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(％)

公益財団法人八幡記念育英奨学会 広島市中区大手町４丁目６－16 2,301 11.50

株式会社サンテック 東京都千代田区二番町３番地13 1,540 7.70

双栄興業株式会社 東京都千代田区九段南３丁目９－12 1,170 5.85

神　戸　道　雄 兵庫県宝塚市 924 4.62

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町１丁目５－５ 858 4.29

株式会社埼玉りそな銀行 さいたま市浦和区常盤７丁目４番１号 858 4.29

株式会社広島銀行 広島市中区紙屋町１丁目３－８ 858 4.29

八　幡　信　孝 東京都千代田区 777 3.88

八　幡　欣　也 東京都杉並区 552 2.76

サンテック従業員投資会 東京都千代田区二番町３番地13 422 2.11

計 ― 10,263 51.31
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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)
(自己保有株式)
普通株式

1,540,600
― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

18,430,000
184,300 ―

単元未満株式
普通株式

29,400
― ―

発行済株式総数 20,000,000 ― ―

総株主の議決権 ― 184,300 ―
 

(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式が34株含まれております。

 

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(％)

 (自己保有株式)
株式会社サンテック

東京都千代田区二番町
３番地13

1,540,600 ― 1,540,600 7.70

計 ― 1,540,600 ― 1,540,600 7.70
 

 

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、東邦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 7,786,986 7,668,847

  受取手形・完成工事未収入金等 18,337,080 15,952,263

  未成工事支出金 306,745 445,071

  繰延税金資産 286,901 442,346

  その他 1,596,407 914,794

  貸倒引当金 △1,766,891 △25,601

  流動資産合計 26,547,231 25,397,722

 固定資産   

  有形固定資産   

   土地 3,757,621 3,757,621

   その他（純額） 2,336,335 2,303,461

   有形固定資産合計 6,093,956 6,061,082

  無形固定資産   

   のれん 789,693 714,484

   その他 404,083 648,140

   無形固定資産合計 1,193,777 1,362,625

  投資その他の資産   

   投資有価証券 4,058,216 4,573,753

   投資不動産（純額） 4,548,843 5,080,533

   繰延税金資産 525,410 522,468

   その他 802,028 809,758

   貸倒引当金 △91,360 △91,480

   投資その他の資産合計 9,843,138 10,895,034

  固定資産合計 17,130,872 18,318,741

 資産合計 43,678,103 43,716,463
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           (単位：千円)

          
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 8,177,567 7,900,126

  短期借入金 1,185,764 948,467

  未払法人税等 243,234 44,124

  未成工事受入金 1,015,103 1,594,614

  完成工事補償引当金 22,000 22,000

  工事損失引当金 62,875 39,951

  賞与引当金 339,341 9,800

  その他 1,088,197 944,881

  流動負債合計 12,134,083 11,503,966

 固定負債   

  繰延税金負債 654,409 812,427

  役員退職慰労引当金 4,296 5,904

  執行役員退職慰労引当金 21,448 17,798

  退職給付に係る負債 13,127 15,502

  その他 647,088 633,169

  固定負債合計 1,340,369 1,484,801

 負債合計 13,474,453 12,988,768

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 1,190,250 1,190,250

  資本剰余金 2,007,002 2,007,002

  利益剰余金 26,418,047 27,040,975

  自己株式 △589,139 △1,060,226

  株主資本合計 29,026,160 29,178,001

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 1,067,279 1,424,086

  繰延ヘッジ損益 △4,256 -

  為替換算調整勘定 147,314 154,495

  退職給付に係る調整累計額 △32,847 △28,887

  その他の包括利益累計額合計 1,177,490 1,549,694

 純資産合計 30,203,650 30,727,695

負債純資産合計 43,678,103 43,716,463
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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 23,273,329 19,336,160

売上原価 21,043,331 16,755,112

売上総利益 2,229,997 2,581,048

販売費及び一般管理費 ※1  2,007,808 ※1  2,008,195

営業利益 222,189 572,852

営業外収益   

 受取利息 10,382 5,253

 受取配当金 38,600 40,506

 受取地代家賃 167,404 193,372

 貸倒引当金戻入額 116 203,286

 為替差益 - 34,435

 その他 72,025 97,621

 営業外収益合計 288,528 574,476

営業外費用   

 支払利息 10,035 11,939

 不動産賃貸費用 75,978 75,290

 為替差損 283,719 -

 その他 51,531 60,542

 営業外費用合計 421,264 147,771

経常利益 89,453 999,557

特別利益   

 固定資産売却益 9 4,204

 投資有価証券売却益 32,771 1,930

 その他 - 22

 特別利益合計 32,781 6,157

特別損失   

 固定資産除却損 46,347 323

 投資有価証券売却損 - 186

 その他 4,930 3

 特別損失合計 51,277 514

税金等調整前四半期純利益 70,957 1,005,200

法人税等 33,083 △92,717

四半期純利益 37,873 1,097,918

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 37,873 1,097,918
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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 37,873 1,097,918

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 △24,271 356,806

 繰延ヘッジ損益 △8,667 4,256

 為替換算調整勘定 △233,234 7,181

 退職給付に係る調整額 13,743 3,959

 その他の包括利益合計 △252,429 372,203

四半期包括利益 △214,555 1,470,122

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 △214,555 1,470,122

 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：千円)

          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 70,957 1,005,200

 減価償却費 200,906 198,356

 のれん償却額 75,208 75,208

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △216,440 △1,741,170

 工事損失引当金の増減額（△は減少） △112,927 △22,923

 賞与引当金の増減額（△は減少） △218,076 △329,541

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 592 1,608

 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,190 △3,650

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 1,042 2,375

 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △8,316 △11,946

 受取利息及び受取配当金 △48,982 △45,760

 支払利息 10,035 11,939

 為替差損益（△は益） 95,180 △21,611

 投資有価証券売却損益（△は益） △32,771 △1,744

 有形固定資産売却損益（△は益） △9 △4,201

 有形固定資産除却損 46,347 323

 売上債権の増減額（△は増加） 973,395 2,390,878

 未成工事支出金の増減額（△は増加） △254,452 △139,755

 仕入債務の増減額（△は減少） △878,530 △283,511

 未成工事受入金の増減額（△は減少） 447,033 575,929

 その他の資産の増減額（△は増加） △1,035,884 724,265

 その他の負債の増減額（△は減少） △287,821 △16,621

 小計 △1,170,321 2,363,648

 利息及び配当金の受取額 48,982 45,760

 利息の支払額 △10,035 △11,939

 法人税等の支払額 △127,892 △260,530

 営業活動によるキャッシュ・フロー △1,259,267 2,136,938

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 △111,042 △152,165

 有形固定資産の売却による収入 10 6,589

 無形固定資産の取得による支出 △100,058 △386,117

 投資有価証券の取得による支出 △1,906 △1,933

 投資有価証券の売却による収入 59,873 3,406

 投資不動産の取得による支出 △14,366 △552,602

 貸付けによる支出 △2,290 -

 貸付金の回収による収入 1,451 741

 その他の収入 50,366 -

 投資活動によるキャッシュ・フロー △117,961 △1,082,080
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           (単位：千円)

          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)

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） △103,482 △235,856

 リース債務の返済による支出 △23,280 △16,699

 自己株式の取得による支出 △213,566 △471,087

 配当金の支払額 △471,133 △474,522

 財務活動によるキャッシュ・フロー △811,463 △1,198,165

現金及び現金同等物に係る換算差額 △337,599 25,168

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,526,291 △118,138

現金及び現金同等物の期首残高 10,128,256 7,786,986

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1  7,601,964 ※1  7,668,847
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【注記事項】

(四半期連結損益計算書関係)

※１  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)

従業員給料手当 950,010千円 933,275千円
 

 

(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)

現金預金 7,601,964千円 7,668,847千円

現金及び現金同等物 7,601,964千円 7,668,847千円
 

 

(株主資本等関係)

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)

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 471,261 24 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

該当事項はありません。

 

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．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29年６月27日
定時株主総会

普通株式 474,990 25 平成29年３月31日 平成29年６月28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

該当事項はありません。
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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28年４月１日 至 平成28年９月30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：千円)

 

報告セグメント
調整額
(注)１

四半期連結損
益計算書計上
額(注)２日本 東南アジア その他アジア 計

売上高       

  外部顧客への売上高 14,902,807 7,948,133 422,388 23,273,329 ― 23,273,329

  セグメント間の内部
  売上高又は振替高

― 35,195 ― 35,195 △35,195 ―

計 14,902,807 7,983,328 422,388 23,308,525 △35,195 23,273,329

セグメント利益又は
損失(△)

618,723 187,938 △112,262 694,400 △472,210 222,189
 

(注) １ セグメント利益又は損失の調整額△472,210千円は配賦不能営業費用であり、主なものは親会社管理部門に

係る費用であります。
２ 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おります。

３ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域

（1） 東 南アジア ： シンガポール、タイ、マレーシア、ブルネイ、ベトナム、ミャンマー、

　　　　　　　　　　　　 インドネシア

（2） その他アジア ： 中国、台湾

　

　　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)

　　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
調整額
(注)１

四半期連結損
益計算書計上
額(注)２日本 東南アジア その他アジア 計

売上高       

  外部顧客への売上高 13,928,753 4,390,243 1,017,162 19,336,160 ― 19,336,160

  セグメント間の内部
  売上高又は振替高

2,278 15,753 27,510 45,541 △45,541 ―

計 13,931,031 4,405,997 1,044,672 19,381,701 △45,541 19,336,160

セグメント利益又は
損失(△)

1,138,522 9,171 △41,599 1,106,094 △533,241 572,852
 

(注) １ セグメント利益又は損失の調整額△533,241千円は配賦不能営業費用であり、主なものは親会社管理部門に

係る費用であります。
２ 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おります。

３ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域

（1） 東 南アジア ： シンガポール、タイ、マレーシア、ブルネイ、ベトナム、ミャンマー、

　　　　　　　　　　　　 インドネシア

（2） その他アジア ： 中国、台湾、バングラデシュ
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(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 1円95銭 58円06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) 37,873 1,097,918

   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)

37,873 1,097,918

    普通株式の期中平均株式数(株) 19,426,779 18,909,494
 

(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。

 

２ 【その他】

該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

株式会社サンテック(E00173)

四半期報告書

17/19



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10日

株式会社サンテック

取締役会  御中

 

東邦監査法人
 

 

指定社員

業務執行社員
 公認会計士   小　　宮　　直　　樹　　印

 

 

指定社員

業務執行社員
 公認会計士   小　　林　　広　　治　　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サン

テックの平成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、株式会社サンテック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いません。
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