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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32期

第２四半期
連結累計期間

第33期
第２四半期
連結累計期間

第32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) 927,167 328,864 1,785,092

経常利益又は経常損失(△) (千円) 14,114 △157,577 △112,569

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(当期)純損失(△)

(千円) 7,993 △89,600 △58,604

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 8,078 △183,819 25,519

純資産額 (千円) 299,349 833,259 1,017,078

総資産額 (千円) 825,665 2,360,735 2,190,845

１株当たり四半期
純利益金額又は
１株当たり四半期(当期)
純損失金額(△)

(円) 4.33 △33.16 △27.74

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 (％) 36.3 29.5 39.2

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △124,052 △202,489 △495,677

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 2,794 52,546 120,128

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 135,000 △21,599 319,166

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 261,770 110,514 282,049
 

 

回次
第32期

第２四半期
連結会計期間

第33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又は
１株当たり四半期純損失金額(△)

(円) 2.29 △21.01
 

(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．第32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(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。

４．第33期第２四半期連結累計期間及び第32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、潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期(当期)純損失の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】

(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。

当社グループは、当第２四半期連結累計期間におきましては、153,169千円の営業損失を計上しており、前連結会

計年度まで３期連続して営業キャッシュ・フローのマイナスを計上していることから、継続企業の前提に重要な疑

義を生じさせるような事象又は状況が存在しているものと認識しております。

このような状況に対して、「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 (8)事業等のリスク

に記載した重要事象等についての分析・検討内容及び当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策」に記

載のとおり、当該状況を解消し、改善するための対応策を講じていることから、継続企業の前提に関する重要な不

確実性は認められないものと判断しております。

 

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】

文中における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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政界経済の回復や円安傾向により輸出企業を中心に業績が回

復、設備投資が持ち直す等緩やかな回復基調が継続しております。しかしながら、海外情勢については、不透明な

中国経済や欧州経済、また米国政権や北朝鮮情勢等の懸念も存在しており、引き続き予断を許さない状況でありま

す。このような状況の中、当社グループは引き続き再生可能エネルギー事業及び省エネルギー事業を主たる事業と

して積極的に事業を推進し、一部の工事案件が期初計画より着工時期が遅れたこと、系統連系時期が変更となった

ことにより、売上及び売上総利益が期初計画未達となり営業損失計上となりました。

以上の結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は328百万円(前年同期比598百万円減、64.5％減)、営業

損失153百万円(前年同期 営業利益７百万円)、経常損失157百万円(前年同期 経常利益14百万円)、親会社株主に帰

属する四半期純損失89百万円(前年同期 親会社株主に帰属する四半期純利益７百万円)となりました。

 

セグメントの業績については、次のとおりであります。

(省エネルギー関連事業)

省エネルギー関連事業におきましては、一部案件の期ずれが発生し、売上高220百万円(前年同期比119百万円

増、118.0％増)、セグメント利益は△63百万円(前年同期 セグメント利益△49百万円)となりました。

(再生可能エネルギー事業)

再生可能エネルギー事業におきましては、太陽光発電設備の設置工事及び設備販売を中心に営業推進して参り

ましたが、設備の系統連系が予定より遅れ、当第２四半期連結会計期間に売上計上できない案件が発生し、計画

を下回る実績となりました。この結果、売上高108百万円(前年同期比717百万円減、86.9％減)、セグメント利益

は△83百万円(前年同期比 135百万円減)となりました。

当第２四半期連結会計期間に売上計上できず期ずれした案件、３案件の売上高合計850百万円につきましては、

当第３四半期に計上予定であります。
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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は前連結会計年度末より169百万円増加し、2,360百万円となりました。こ

れは主に未成事業支出金の増加478百万円、現金及び預金の減少171百万円、投資有価証券の減少126百万円等による

ものであります。

当第２四半期連結会計期間末の負債は前連結会計年度末より353百万円増加し、1,527百万円となりました。これ

は主に前受金の増加485百万円、未払金の減少71百万円、繰延税金負債の減少37百万円等によるものであります。

当第２四半期連結会計期間末の純資産は前連結会計年度末より183百万円減少し、833百万円となりました。これ

は主に投資有価証券の売却に伴うその他有価証券評価差額金の減少72百万円、親会社株主に帰属する四半期純損失

89百万円を計上したこと等によるものであります。

 

(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。)の残高は前連結会計年度末

より171百万円減少し、110百万円となりました。

 

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果減少した資金は、202百万円(前年同期は124百万円の減少)となりました。これは主に前受金の

増加(485百万円)、税金等調整前四半期純損失(94百万円)、たな卸資産の増加(500百万円)、仕入債務の減少(83百

万円)等によるものであります。

 

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果増加した資金は、52百万円(前年同期は２百万円の増加)となりました。これは主に投資有価証

券の売却による収入(83百万円)、有形固定資産の取得による支出(29百万円)によるものであります。

 

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果減少した資金は、21百万円(前年同期は135百万円の増加)となりました。これは短期借入れによ

る収入(77百万円)及び短期借入金の返済による支出(103百万円)によるものであります。

 

(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、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

ありません。

 

(5) 経営方針・経営戦略等

当第２四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はあ

りません。

 

(6) 研究開発活動

当第２四半期連結累計期間において特記すべき事項はありません。

 

(7) 経営成績に重要な影響を与える要因および経営戦略の現状と見通し

当社グループを取り巻く経営環境は国策として推進されております再生可能エネルギー設備への積極投資を背景

に市場環境が変化しており、前連結会計年度末時点の想定通り推移しております。

当第２四半期連結累計期間においては、一部の工事案件の期ずれにより営業損失計上の結果となりましたが、こ

れは案件の期ずれにより生じているものであるため、経営戦略の現状と見通しに関しましても、現状のところ重要

な変更はありません。

 

(8) 事業等のリスクに記載した重要事象等についての分析・検討内容及び当該重要事象等を解消し、又は改善するた

めの対応策
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当社グループには、「１．事業等のリスク」に記載のとおり、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような

事象又は状況が存在しているものの、以下の対応策を行うことにより、継続企業の前提に関して重要な不確実性は

認められないものと判断しております。

①　営業利益及びキャッシュ・フローの確保

前連結会計年度に引き続き、各案件の精査を行い、継続的に原価の低減を図り、利益率の向上を進めてまいり

ます。また、バイオマス燃料事業(ＰＫＳ事業)の推進等を含め、安定的な売上・利益を確保する体制の構築を進

めてまいります。

②　案件精査、利益率確保のための体制

案件の精査、見積の正確性を高めるため、営業担当、技術部門、工事管理部門参加のプロジェクト会議を立ち

上げております。本プロジェクト会議は、月に１回の定例会議と大型案件が発生した場合の臨時会議を行い、案

件ごとの想定原価審査、工程の確認等により利益率確保に努めてまいります。

③　諸経費の削減

随時、販管費の見直しを実施し、販管費の削減を推進し、利益確保に努めてまいります。

④　資金調達

財務体質改善のために、将来的な増資の可能性も考慮しつつ、借入金を含めた資金調達の協議を進めておりま

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 10,000,000

計 10,000,000
 

(注) 平成29年６月26日開催の定時株主総会において定款の一部変更が行われ、発行可能株式総数は同日より

5,080,000株増加し、10,000,000株となっております。

 

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 2,702,173 2,702,173
東京証券取引所
市場第二部

(注) １、２

計 2,702,173 2,702,173 ― ―
 

(注) １．株主として権利内容に制限のない、標準となる株式であります。

２．単元株式数は100株であります。

 

(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29年４月１日～
平成29年９月30日

― 2,702,173 ― 997,449 ― 804,629
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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

(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

中村 健治 東京都渋谷区 664,400 24.6

西島　修 埼玉県入間市 200,000 7.4

株式会社ＷｅｓｔＢｌｕｅ 中央区銀座６丁目16番12号　丸高ビル８階 200,000 7.4

日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町１丁目２番10号 49,800 1.8

みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町１丁目５番１号 37,300 1.4

西出 佳世子 東京都中野区 27,200 1.0

ＪＰモルガン証券株式会社
東京都千代田区丸の内２丁目７－３
東京ビルディング

24,100 0.9

植村　治男 大阪府大阪市旭区 24,000 0.9

松井証券株式会社 東京都千代田区麹町１丁目４番地 23,600 0.9

大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内１丁目９番１号 22,900 0.8

計 ― 1,273,300 47.1
 

（注）中村健治の所有株式数には、堀篤との株式の消費貸借契約に基づく貸株100,000株を含めて表記しております。

なお、当該貸株は当四半期報告書提出日現在では返却されており、中村健治の所有株式数は上表の所有株式数

となっております。

 

(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) ― ― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式         

2,701,400
27,014

株主としての権利内容に制限のな
い、標準となる株式

単元未満株式
普通株式         

773
― ―

発行済株式総数 2,702,173 ― ―

総株主の議決権 ― 27,014 ―
 

(注)　「単元未満株式」には自己株式１株が含まれております。
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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(％)

株式会社省電舎ホール
ディングス

東京都港区芝大門２－２
－11

― ― ― 0.0

計 ― ― ― ― 0.0
 

　

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、アスカ監査法人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   

  現金及び預金 297,050 125,515

  受取手形及び売掛金 207,164 207,348

  仕掛品 1,036 1,295

  原材料 28,906 50,216

  未成事業支出金 577,011 1,055,939

  その他 220,009 194,678

  貸倒引当金 △10,091 △10,191

  流動資産合計 1,321,088 1,624,803

 固定資産   

  有形固定資産   

   機械装置及び運搬具 403,068 403,792

   その他 61,983 60,312

   有形固定資産合計 465,052 464,104

  無形固定資産   

   のれん 113,369 101,001

   その他 80 80

   無形固定資産合計 113,449 101,081

  投資その他の資産   

   投資有価証券 226,333 99,966

   破産更生債権等 173,465 173,465

   長期貸付金 10,000 10,000

   その他 108,952 114,808

   貸倒引当金 △227,495 △227,495

   投資その他の資産合計 291,255 170,745

  固定資産合計 869,756 735,932

 資産合計 2,190,845 2,360,735

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 43,286 32,195

  短期借入金 306,710 275,937

  1年内返済予定の長期借入金 37,512 43,440

  未払金 115,216 43,626

  前受金 219,494 705,439

  リース債務 6,582 6,582

  未払法人税等 7,317 19,111

  メンテナンス費用引当金 286 84

  その他 13,265 15,093

  流動負債合計 749,672 1,141,511

 固定負債   

  長期借入金 267,196 270,136

  リース債務 53,001 49,303

  繰延税金負債 103,896 66,525

  固定負債合計 424,093 385,964

 負債合計 1,173,766 1,527,476
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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)

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 997,449 997,449

  資本剰余金 1,095,428 1,095,428

  利益剰余金 △1,321,568 △1,411,168

  自己株式 △1 △1

  株主資本合計 771,307 681,707

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 86,687 14,320

  その他の包括利益累計額合計 86,687 14,320

 新株予約権 140 140

 非支配株主持分 158,942 137,090

 純資産合計 1,017,078 833,259

負債純資産合計 2,190,845 2,360,735
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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 927,167 328,864

売上原価 705,574 231,415

売上総利益 221,592 97,449

販売費及び一般管理費 ※  214,435 ※  250,619

営業利益又は営業損失（△） 7,157 △153,169

営業外収益   

 受取利息 0 164

 受取配当金 12 20

 契約解除収入 7,014 －

 その他 1,570 118

 営業外収益合計 8,598 302

営業外費用   

 支払利息 1,166 3,735

 その他 474 974

 営業外費用合計 1,641 4,709

経常利益又は経常損失（△） 14,114 △157,577

特別利益   

 投資有価証券売却益 － 62,739

 特別利益合計 － 62,739

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（△）

14,114 △94,837

法人税、住民税及び事業税 6,121 21,686

法人税等調整額 － △5,071

法人税等合計 6,121 16,614

四半期純利益又は四半期純損失（△） 7,993 △111,452

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） － △21,852

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（△）

7,993 △89,600
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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)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 7,993 △111,452

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 84 △72,366

 その他の包括利益合計 84 △72,366

四半期包括利益 8,078 △183,819

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 8,078 △161,966

 非支配株主に係る四半期包括利益 － △21,852
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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又は税金等調整前四
半期純損失（△）

14,114 △94,837

 減価償却費 489 30,615

 のれん償却額 － 12,367

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,310 100

 メンテナンス費用引当金の増減額（△は減少） △73 △202

 受取利息及び受取配当金 △13 △184

 支払利息 1,166 3,735

 為替差損益（△は益） 4 △6

 投資有価証券売却損益（△は益） － △62,739

 リース資産減損勘定の取崩額 △144 －

 売上債権の増減額（△は増加） 212,836 △184

 たな卸資産の増減額（△は増加） △128,314 △500,497

 仕入債務の増減額（△は減少） △129,178 △83,440

 前受金の増減額（△は減少） 15,504 485,945

 その他の資産の増減額（△は増加） 17,774 △366

 その他の負債の増減額（△は減少） △32,312 19,105

 未払消費税等の増減額（△は減少） △78,927 0

 未収消費税等の増減額（△は増加） 5,001 2,066

 小計 △103,383 △188,522

 利息及び配当金の受取額 13 183

 利息の支払額 △1,166 △3,735

 法人税等の支払額 △19,516 △10,414

 営業活動によるキャッシュ・フロー △124,052 △202,489

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 △569 △29,667

 有形固定資産の売却による収入 3,364 －

 投資有価証券の売却による収入 － 83,714

 貸付けによる支出 － △1,500

 投資活動によるキャッシュ・フロー 2,794 52,546

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 短期借入れによる収入 150,000 77,750

 短期借入金の返済による支出 △15,000 △103,488

 長期借入れによる収入 － 29,600

 長期借入金の返済による支出 － △20,732

 ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △4,728

 財務活動によるキャッシュ・フロー 135,000 △21,599

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4 6

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 13,737 △171,534

現金及び現金同等物の期首残高 248,033 282,049

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  261,770 ※  110,514
 

EDINET提出書類

株式会社省電舎ホールディングス(E05452)

四半期報告書

15/23



【注記事項】

(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)

給料及び手当 63,132千円 93,435千円

貸倒引当金繰入額 △1,310千円 100千円
 

 

(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)

現金及び預金 　261,770千円 125,515千円

預入期間３か月超の定期預金 ― △15,001千円

現金及び現金同等物 261,770千円 110,514千円
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(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

該当事項はありません。

 

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。

 

３．株主資本の金額の著しい変動

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

該当事項はありません。

 

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。

 

３．株主資本の金額の著しい変動

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：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

省エネルギー
関連事業

再生可能
エネルギー

事業
計

売上高      

 外部顧客への売上高 101,261 825,905 927,167 ― 927,167

 セグメント間の
 内部売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 101,261 825,905 927,167 ― 927,167

セグメント利益又は
セグメント損失(△)

△49,761 52,277 2,515 4,642 7,157
 

(注) １．セグメント利益又はセグメント損失(△)の調整額は、セグメント間取引消去によるものであります。

２．セグメント利益又はセグメント損失(△)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。

 

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：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

省エネルギー
関連事業

再生可能
エネルギー

事業
計

売上高      

 外部顧客への売上高 220,799 108,065 328,864 ― 328,864

 セグメント間の
 内部売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 220,799 108,065 328,864 ― 328,864

 セグメント損失(△) △63,044 △83,166 △146,210 △6,959 △153,169
 

(注) １．セグメント損失(△)の調整額は、セグメント間取引消去によるものであります。

２．セグメント損失(△)は四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

 

２．報告セグメントの変更等に関する事項

当第１四半期連結会計期間より、報告セグメントごとの業績をより適切に評価するために販売費及び一般管理費

の配賦基準等を見直し、報告セグメントの利益又は損失の算定方法を変更しております。

当第２四半期連結累計期間の比較情報として開示した前第２四半期連結累計期間のセグメント情報については、

変更後の利益又は損失の算定方法により作成しており、前連結会計年度の第２四半期連結累計期間に開示したセグ

メント情報の利益または損失の算定方法との間に相違がみられます。
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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。

 

項目
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) 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33銭 △33円16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(△)
　　(千円)

7,993 △89,600

   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
   又は普通株式に係る親会社株主に帰属する
　　四半期純損失金額(△)(千円)

7,993 △89,600

   普通株式の期中平均株式数(株) 1,842,272 2,702,172

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当
たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株
式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも
のの概要

― ―

 

(注) １．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、潜在株式が存在しな

いため、記載しておりません。

２．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、潜在株式は存在する

ものの、１株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。
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(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。
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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14日

株式会社省電舎ホールディングス

取締役会　御中

 

アスカ監査法人
 

 

指定社員

業務執行社員
 公認会計士   若尾　典邦   　印

 

 

指定社員

業務執行社員
 公認会計士   石渡　裕一朗   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省電舎

ホールディングスの平成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、株式会社省電舎ホールディング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いません。
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