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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

前第１四半期連結
累計期間

第66期
当第１四半期連結
累計期間

第65期

会計期間

自平成23年
４月１日
至平成23年
６月30日

自平成24年
４月１日
至平成24年
６月30日

自平成23年
４月１日
至平成24年
３月31日

売上高（百万円） 7,712 8,429 52,079

経常利益又は経常損失（△）

（百万円）
△453 △404 1,877

四半期純損失（△）又は当期純利

益（百万円）
△492 △437 1,823

四半期包括利益又は包括利益

（百万円）
△498 △458 1,838

純資産額（百万円） 9,707 11,410 12,044

総資産額（百万円） 31,785 33,752 36,576

１株当たり四半期純損失金額

（△）又は１株当たり当期純利益

金額（円）

△3.39 △2.50 10.86

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（％） 30.5 33.8 32.9

　（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株当たり四半期純利益金額については、第65期第１四半期及び第66期第１四半期は１株当

たり四半期純損失金額であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

潜在株式調整後１株当たり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１四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、主要な関係会社に異動はありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第１四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

また、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重要な変更はありません。 

　

２【経営上の重要な契約等】

　当第１四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、当四半期報告書提出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１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災からの復興需要の高まりを背景に、企業の生産活

動や個人消費が緩やかな回復傾向を見せたものの、依然厳しさの残る雇用情勢、電力供給の制約、円高、欧州政府債務

危機などによる世界景気の減速懸念などの問題もあり、先行きが不透明な状況で推移しました。

建設業界におきましては、民間設備投資については持ち直しつつあり、公共建設投資については他社との激しい受

注競争が続くものの、復興事業の進展に伴い、当社が得意とする基礎工事の発注量が増加しました。

このような事業環境において、当社グループは、中期経営計画StepⅡ（平成23年度～平成25年度）のもと、営業力強

化と組織力強化を事業戦略の柱に据え、激変する建設市場でも確かな収益力を背景に安定した経営基盤を構築すると

ともに、将来の成長戦略への転換に向けた準備を進めております。

　その結果、当第１四半期連結累計期間の業績は以下のとおりとなりました。

　

①受注高、売上高

当社が得意とするのり面工事、地盤改良工事の受注が増加したことと、東日本大震災の復興需要の受注により、受注

高は13,035百万円（前年同四半期比13.6%増）、売上高は8,429百万円（前年同四半期比9.3％増)となりました。

　

②利益（損失）

売上高の増加に伴う完成工事総利益の増加により、営業損失は362百万円（前年同四半期は営業損失434百万円）、

経常損失は404百万円（前年同四半期は経常損失453百万円）となり、四半期純損失は437百万円（前年同四半期は四

半期純損失492百万円）と前年同四半期に比べ改善されました。

　当社グループの売上高は、通常の受注形態として第３四半期以降に完成する工事の割合が大きく、業績に季節的変動

があります。

　

（２）財政状態の分析

　当第１四半期連結累計期間末における財政状態は、総資産が33,752百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,824

百万円減少しております。これは主に、流動資産で、現金預金が2,696百万円、未成工事支出金が1,339百万円増加し、受

取手形・完成工事未収入金等が6,866百万円減少したことによるものであります。 

  負債合計は、22,341百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,190百万円減少しております。これは主に、未成工事受

入金が976百万円増加し、支払手形・工事未払金等が2,518百万円、賞与引当金が217百万円、長期借入金が300百万円減

少したことによるものであります。

  純資産合計は11,410百万円となり、前連結会計年度末に比べ634百万円減少しております。これは主に、当第１四半

期連結累計期間が437百万円の純損失となったこと、175百万円の配当を実施したことによるものであります。
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（３）キャッシュ・フローの状況　

　当第１四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フローの状況については、同期間の四半期連結キャッシュ・

フロー計算書を作成していないため、記載を省略しております。

　

（４）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第１四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。

　なお、当社グループは、中期経営計画StepⅡ（平成23年度～平成25年度）の中で経営理念、経営ビジョン、経営目標を

以下のように掲げております。

　

「経営理念」

・基礎工事における総合技術力と効率的な経営で、安全・安心な国土造りに貢献する会社

「経営ビジョン」

・信頼される技術力に培われた、環境・防災工事を主力とした基礎工事のエキスパート

「経営目標」

①営業面（中期経営計画StepⅡの最終年度である平成25年度の目標）

・のり面工事トップ

・地盤改良 受注高10％増加（平成22年度比）

②財務面（中期経営計画StepⅡの最終年度である平成25年度の目標）

・自己資本比率35％以上

③その他

・営業利益率3.0%以上を維持

・配当の継続

　

（５）研究開発活動　

　当第１四半期連結累計期間における当社グループの研究開発活動の金額は、43百万円であります。

　なお、当第１四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。

 

（６）経営成績に重要な影響を与える要因及び経営成績の現状と見直し

　当社グループの経営成績に重要な影響を与える民間設備投資については緩やかな持ち直し傾向が認められます。同

じく公共建設投資については東日本大震災の復興需要等により、堅調に推移すると予想されるものの、被災地以外で

は縮減傾向にあり、また中長期的には財政改革の旗印のもと、国・地方公共団体は抑制基調の予算編成を続けるもの

と思われます。

　このような事業環境の中で、当社グループは、内部統制（コンプライアンス、リスク管理）の強化、基礎工事の量の確

保、収益性の維持、キャッシュフロー重視の経営を経営方針に掲げ、業務提携先である株式会社不動テトラとのシナ

ジー効果を発揮しつつ、事業を進める所存です。

　

（７）経営者の問題認識と今後の方針について

  経営者の問題認識と今後の方針については、「（１）業績の状況、（４）事業上及び財務上の対処すべき課題」に

記載のとおりです。
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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 180,000,000

計 180,000,000

　（注）1 「発行可能株式総数」欄には、平成24年６月30日現在の当社定款に記載されている株式の総数を記載しており

           ます。

　　　　2　平成24年６月28日開催の第65期定時株主総会において、当社の発行する普通株式について、４株を１株の割

　　　　　 合で併合する旨、及び効力発生日(平成24年10月１日）をもって、発行可能株式総数を50,000千株とする旨が

　　　　　 承認可決されております。

　　　　　  

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現在
発行数（株）
（平成24年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成24年８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 175,677,164 175,677,164
東京証券取引所

（市場第一部）

株主としての

権利内容に制

限のない標準

となる株式で

あり、単元株式

数は1,000株で

ある。

計 175,677,164 175,677,164 － －

　（注）平成24年６月28日開催の第65期定時株主総会において、株式併合の効力発生日（平成24年10月1日）をもって、

　　　　単元株式数を1,000株から100株に変更する旨が承認可決されております。

 　　　　　

（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
（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24年４月１日～

平成24年６月30日
　　　　　  － 　175,677,164 － 6,052 － 1,753

　

（６）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四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１四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24年３月31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24年３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）

（自己保有株式）

普通株式

275,000

－ －　

完全議決権株式（その他）
普通株式（注）１

174,863,000

　　　　　（注）１

174,863
－

単元未満株式
普通株式（注）２

539,164
－ －

発行済株式総数 175,677,164 － －

総株主の議決権 － 174,863 －

　（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2,000株（議決権2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665株が含まれております。

②【自己株式等】

 平成24年３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（％）

（自己保有株式）

日特建設株式会社

東京都中央区銀座

８丁目14番14号
275,000 － 275,000 0.16

計 － 275,000 － 275,000 0.16

　（注）　株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が1,000株（議決権1個）あります。な

お、当該株式数は上記「発行済株式」の「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式に含まれております。

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、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１四半期連結会計期間（平成24年４月１日から平成

24年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24年６月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、監査法人保森会計事務所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24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

資産の部

流動資産

現金預金 9,163 11,859

受取手形・完成工事未収入金等 ※3
 17,174

※3
 10,307

商品及び製品 9 18

販売用不動産 0 0

未成工事支出金 1,228 2,567

材料貯蔵品 189 191

繰延税金資産 845 845

その他 230 228

貸倒引当金 △46 △32

流動資産合計 28,794 25,987

固定資産

有形固定資産

建物・構築物（純額） 1,131 1,119

機械、運搬具及び工具器具備品（純額） 177 176

土地 5,340 5,340

リース資産（純額） 12 8

建設仮勘定 0 32

その他（純額） 2 2

有形固定資産合計 6,664 6,679

無形固定資産 204 202

投資その他の資産

投資有価証券 440 408

その他 608 602

貸倒引当金 △135 △128

投資その他の資産合計 913 882

固定資産合計 7,781 7,764

資産合計 36,576 33,752

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 ※3
 13,152

※3
 10,633

短期借入金 600 600

未成工事受入金 2,183 3,160

リース債務 22 18

完成工事補償引当金 32 30

工事損失引当金 57 48

賞与引当金 367 149

その他 ※3
 1,094 1,174

流動負債合計 17,509 15,816

EDINET提出書類

日特建設株式会社(E00142)

四半期報告書

 8/17



（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

固定負債

長期借入金 2,486 2,186

リース債務 45 41

繰延税金負債 25 14

退職給付引当金 4,040 4,003

その他 425 279

固定負債合計 7,022 6,524

負債合計 24,531 22,341

純資産の部

株主資本

資本金 6,052 6,052

資本剰余金 2,022 2,022

利益剰余金 3,989 3,376

自己株式 △66 △66

株主資本合計 11,997 11,384

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 46 26

その他の包括利益累計額合計 46 26

純資産合計 12,044 11,410

負債純資産合計 36,576 33,752
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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１四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年６月30日)

売上高

完成工事高 7,691 8,406

その他の事業売上高 20 22

売上高合計 7,712 8,429

売上原価

完成工事原価 6,962 7,581

その他の事業売上原価 10 8

売上原価合計 6,972 7,589

売上総利益

完成工事総利益 728 824

その他の事業総利益 10 14

売上総利益合計 739 839

販売費及び一般管理費 ※1
 1,174

※1
 1,202

営業損失（△） △434 △362

営業外収益

受取利息 1 0

受取配当金 15 5

特許関連収入 8 5

その他 2 1

営業外収益合計 27 13

営業外費用

支払利息 31 26

支払保証料 9 22

その他 6 6

営業外費用合計 46 55

経常損失（△） △453 △404

税金等調整前四半期純損失（△） △453 △404

法人税、住民税及び事業税 38 33

法人税等合計 38 33

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △492 △437

四半期純損失（△） △492 △437
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【四半期連結包括利益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △492 △437

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △5 △20

その他の包括利益合計 △5 △20

四半期包括利益 △498 △458

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △498 △458
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【会計方針の変更等】

　　　（減価償却方法の変更）

　①法人税法の改正による変更

　当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取得し

た有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

　 これによる当第１四半期連結累計期間の損益への影響はありません。

　

②機械装置の減価償却方法の変更

　従来、当社及び連結子会社が保有する機械装置の減価償却方法は定率法によっておりましたが、当第１四半期連結

会計期間より定額法に変更しております。

　この変更は、当連結会計年度において予定されている機械設備投資を契機に、当社グループの機械装置の使用実態

を検討した結果、定額法による減価償却の方法を採用する方が事業の実態をより適切に反映することができると判

断したことによるものであります。

　この変更により、従来の方法によった場合に比べ、当第１四半期連結累計期間の減価償却費は6百万円減少し、営業

損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失はそれぞれ4百万円減少しております。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

１　保証債務

(1）当社の販売物件購入に対する借入金について保証を行っております。

　

 
前連結会計年度

（平成24年３月31日）
当第１四半期連結会計期間
（平成24年６月30日）

　 13件　　　49百万円 13件　　　47百万円

 

(2）住宅資金融資規定により、従業員が銀行から借入れた住宅資金に対し、その債務の保証を行っております。

　

 
前連結会計年度

（平成24年３月31日）
当第１四半期連結会計期間
（平成24年６月30日）

 　　88百万円 　　　85百万円

 

　

　

２　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行３行と貸出コミットメント契約を締結しております。

貸出コミットメント契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

　

 
前連結会計年度

（平成24年３月31日）
当第１四半期連結会計期間
（平成24年６月30日）

貸出コミットメントの総額 3,000百万円 3,000百万円

借入実行残高 － －

差引額 3,000 3,000

　

　

　

 ※ ３　当第１四半期連結会計期間末日の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おります。

なお、当第１四半期連結会計期間末日は金融機関の休日であったため、次の満期手形が当第１四半期連結会計

期間末残高に含まれております。

　　

 
前連結会計年度

（平成24年３月31日）
当第１四半期連結会計期間
（平成24年６月30日）

受取手形 206百万円 240百万円

支払手形 327百万円 358百万円

設備関係支払手形（その他） 2百万円 －百万円
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（四半期連結損益計算書関係）

※ １　

　このうち、主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自  平成23年４月１日
至  平成23年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自  平成24年４月１日
至  平成24年６月30日）

従業員給料手当 549百万円 569百万円

賞与引当金繰入額 58 57

退職給付費用 66 63

減価償却費 21 18

貸倒引当金繰入額 15 △15

 

　

２　当社グループの売上高は、通常の受注形態として第３四半期以降に完成する工事の割合が大きく、業績に季節

的変動があります。

　

　

　

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　　当第１四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１四

半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く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１四半期連結累計期間
（自  平成23年４月１日
至  平成23年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自  平成24年４月１日
至  平成24年６月30日）

減価償却費 55百万円 40百万円

　

　

　

　

（株主資本等関係）

　前第１四半期連結累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年６月30日）

配当に関する事項

配当金支払額　

決議　　　　　　 株式の種類 配当の総額 配当金の原資
１株当たり

の配当額
基準日 効力発生日

平成23年6月29日

定時株主総会　
乙種優先株式　 61百万円 利益剰余金   6.10円　 平成23年3月31日平成23年6月30日

平成23年6月29日

定時株主総会　
普通株式 135百万円 利益剰余金   1.00円　 平成23年3月31日平成23年6月30日

　

　当第１四半期連結累計期間（自　平成24年４月１日　至　平成24年６月30日）

配当に関する事項

配当金支払額　

決議　　　　　　 株式の種類 配当の総額 配当金の原資
１株当たり

の配当額
基準日 効力発生日

平成24年6月28日

定時株主総会　
普通株式 175百万円 利益剰余金   1.00円　 平成24年3月31日平成24年6月29日
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日  至 平成23年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間

（自 平成24年４月１日  至 平成24年６月30日）

        当社グループの報告セグメントは、当社及び連結子会社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であ

り、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するため、定期的に検討を行う対象となっております。

   　   当社グループは、建設事業のほかに、商品資材販売等事業、及び保険代理業の事業活動を展開しておりますが、それ

らは開示情報としての重要性に乏しく、建設事業の単一セグメントとなるため記載を省略しております。　

　

　　

（１株当たり情報）

　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１四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成24年４月１日
至　平成24年６月30日）

　１株当たり四半期純損失金額 3.39円 2.50円

（算定上の基礎）   

四半期純損失金額（百万円） 492 437

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純損失（百万円） 492 437

普通株式の期中平均株式数（千株） 145,077 175,400

　（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、１株当たり四半期純損失金額であり、また、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）

自己株式の取得について

　当社は平成24年７月２日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同

法第156条の規定に基づき、自己株式を取得することを決議し、取得いたしました。

　本件の概要は以下のとおりであります。

　

１．自己株式の取得を行う理由

　経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行及び株主への利益還元を図ることを目的としております。

　

２．取得に係る事項の内容

　

①  取得対象株式の種類  当社普通株式

②  取得の方法  東京証券取引所における信託方式による市場買付

③  取得し得る株式総数  5,000,000株（上限）

　 　  発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合：2.85％

④  株式取得価額の総額  500,000,000円（上限）

⑤  取得期間  平成24年７月３日～平成24年８月31日

　　　

３．その他

　上記市場買付を実施したことにより、平成24年７月３日から平成24年７月５日（約定ベース）の間に当社普通

株式5,000,000株（取得価額の総額 470,677,000円）を取得いたしました。

  　

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24年８月８日

日特建設株式会社

取締役会　御中

監査法人　保森会計事務所

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 三　枝　　哲　印

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 津　倉　　眞　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」に掲げられている日特建設株式会社

の平成24年４月１日から平成25年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成24年４月１日から平成

24年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24年６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、日特建設株式会社及び連結子会社の平成24年６月30日現在の財政状態及

び同日をもって終了する第１四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。
　
強調事項

　重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成24年７月２日開催の取締役会において、自己株式の取得を決議し、

平成24年７月３日から平成24年７月５日の間に取得している。

　当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。　
　
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。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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