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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83期

第１四半期
連結累計期間

第84期
第１四半期
連結累計期間

第83期

会計期間
自 2019年４月１日
至 2019年６月30日

自 2020年４月１日
至 2020年６月30日

自 2019年４月１日
至 2020年３月31日

売上高 (百万円) 50,605 48,158 226,371

経常利益 (百万円) 2,222 1,819 13,283

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(百万円) 1,571 1,235 9,795

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) △2,487 4,062 △1,713

純資産額 (百万円) 156,285 156,315 156,111

総資産額 (百万円) 292,831 292,393 294,919

１株当たり四半期(当期)純利益 (円) 40.93 32.67 258.01

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 (％) 53.4 53.6 53.1

(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い

ません。

２ 売上高には、消費税等は含まれていません。

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、潜在株式がないため記載していません。

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】

「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います。

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重

要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは発生していません。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 【経営者による財政状態、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判断したものです。

(1) 財政状態及び経営成績の状況

①経営成績

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の拡大にともない、個人消費や輸出

が大幅に落ち込むなど、内外需ともに極めて厳しい状況が続きました。そのような中、建設業界においては、各種政

策を下支えに公共投資は底堅さを維持した一方、景気悪化を背景に民間投資が慎重な動きを示したことなどから、受

注環境は徐々に厳しさを増す状況で推移しました。

当社グループ(当社及び連結子会社)におきましては、当第１四半期連結累計期間の売上高は前年同期間に比べ4.8％

減少した48,158百万円となりました。損益面では、建築事業の売上総利益率が改善したものの、土木事業の売上総利

益率が悪化したこと等により、売上総利益は同0.9％減少した5,210百万円、営業利益は同28.2％減少した1,029百万

円、経常利益は同18.1％減少した1,819百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益は同21.3％減少した1,235百万円

となりました。

セグメントの経営成績は次のとおりです。

(土木事業)

受注高は前年同期間に比べ66.0％減少した11,464百万円、売上高は同1.3％減少した23,403百万円、営業利益は同

69.6％減少した434百万円となりました。

(建築事業)

受注高は前年同期間に比べ8.5％増加した10,274百万円、売上高は同7.3％減少した22,656百万円、営業損失は99

百万円(前年同期間は907百万円の営業損失)となりました。

(投資開発事業)

売上高は前年同期間に比べ9.9％減少した1,134百万円、営業利益は同14.4％減少した661百万円となりました。

(その他)

売上高は前年同期間に比べ19.2％減少した963百万円、営業利益は同79.0％減少した28百万円となりました。
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②財政状態

当第１四半期連結会計期間末の資産合計は292,393百万円、負債合計は136,078百万円、純資産合計は156,315百万円

となりました。また、当社グループの自己資本比率は53.6％(前連結会計年度末は53.1％)となりました。

(資産)

有価証券が増加しましたが、現金預金、受取手形・完成工事未収入金等が減少したこと等により、前連結会計年

度末に比べ2,525百万円減少した292,393百万円となりました。

(負債)

支払手形・工事未払金等が減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ2,729百万円減少した136,078百万円

となりました。

(純資産)

配当金の支払い等により利益剰余金が減少しましたが、その他有価証券評価差額金が増加したこと等により、前

連結会計年度末に比べ203百万円増加した156,315百万円となりました。

(2) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当第１四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題に重要な変更

及び新たに生じた課題はありません。

(3) 研究開発活動

当社グループの当第１四半期連結累計期間における研究開発に要した費用の総額は381百万円となりました。

　なお、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。

３ 【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。
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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 96,000,000

計 96,000,000

② 【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(2020年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(2020年８月７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 39,665,226 39,665,226
東京証券取引所
市場第一部

単元株式数は100株です。

計 39,665,226 39,665,226 ― ―

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

② 【その他の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) 【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
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

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)

2020年６月５日(注) △6,000 39,665 ― 19,838 ― 25,322

(注) 2020年５月22日開催の取締役会決議により、2020年６月５日付で自己株式を消却したため、当社の発行済株式

総数は6,000千株減少し、39,665千株となっています。

(5) 【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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(6) 【議決権の状況】

2020年５月22日開催の取締役会決議により、2020年６月５日付で自己株式を消却したため、当社の発行済株式総

数は6,000,000株減少し、39,665,226株となっています。

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(2020年３月31日)に基づく株主名簿による記載をしています。従って、

上記の自己株式の消却は反映されていません。

① 【発行済株式】

2020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 ― ―

7,836,800

完全議決権株式(その他)
普通株式

376,412 ―
37,641,200

単元未満株式
普通株式

― １単元(100株)未満の株式
187,226

発行済株式総数 45,665,226 ― ―

総株主の議決権 ― 376,412 ―

② 【自己株式等】

2020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）
株式会社奥村組

大阪市阿倍野区松崎町
二丁目２番２号

7,836,800 ― 7,836,800 17.16

計 ― 7,836,800 ― 7,836,800 17.16

(注) 2020年６月５日付で自己株式を消却したため、当第１四半期会計期間末日現在の自己名義所有株式数及び所有

株式数の合計は1,836,800株、発行済株式総数に対する所有株式数の割合は4.63％となっています。

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」 (2007年内閣府令第

64号)に準拠して作成し、「建設業法施行規則」(1949年建設省令第14号)に準じて記載しています。

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(2020年４月１日から2020年

６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(2020年４月１日から2020年６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います。
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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
(2020年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2020年６月30日)

資産の部

流動資産

現金預金 26,179 13,864

受取手形・完成工事未収入金等 121,748 103,428

有価証券 3,000 26,000

販売用不動産 592 529

未成工事支出金 5,410 5,549

不動産事業支出金 3,102 3,239

仕掛品 1,096 1,329

材料貯蔵品 66 75

その他 10,658 10,197

貸倒引当金 △190 △111

流動資産合計 171,664 164,101

固定資産

有形固定資産

土地 33,604 34,405

その他（純額） 25,951 26,394

有形固定資産合計 59,556 60,800

無形固定資産

のれん 467 460

その他 682 671

無形固定資産合計 1,149 1,131

投資その他の資産

投資有価証券 57,429 60,906

退職給付に係る資産 4,067 4,056

その他 3,031 3,373

貸倒引当金 △1,980 △1,976

投資その他の資産合計 62,548 66,359

固定資産合計 123,254 128,291

資産合計 294,919 292,393

決算短信（宝印刷） 2020年07月30日 17時45分 8ページ（Tess 1.50(64) 20191218_01）



― 9 ―

(単位：百万円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2020年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 43,944 37,435

短期借入金 8,946 7,432

1年内返済予定のノンリコース借入金 － 63

未払法人税等 1,938 243

未成工事受入金 12,598 15,001

引当金 4,000 1,726

工事損失引当金 1,127 996

資産除去債務 87 87

その他 40,345 44,852

流動負債合計 112,990 107,839

固定負債

長期借入金 6,015 7,115

ノンリコース借入金 9,221 9,158

資産除去債務 58 60

その他 10,521 11,903

固定負債合計 25,817 28,238

負債合計 138,807 136,078

純資産の部

株主資本

資本金 19,838 19,838

資本剰余金 26,248 26,240

利益剰余金 105,554 87,810

自己株式 △19,761 △4,631

株主資本合計 131,880 129,257

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 23,233 25,873

繰延ヘッジ損益 46 198

退職給付に係る調整累計額 1,364 1,294

その他の包括利益累計額合計 24,644 27,367

非支配株主持分 △413 △309

純資産合計 156,111 156,315

負債純資産合計 294,919 292,393
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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 2019年４月１日
　至 2019年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年６月30日)

売上高

完成工事高 48,153 46,060

不動産事業等売上高 2,451 2,098

売上高合計 50,605 48,158

売上原価

完成工事原価 43,986 41,794

不動産事業等売上原価 1,361 1,152

売上原価合計 45,348 42,947

売上総利益

完成工事総利益 4,166 4,265

不動産事業等総利益 1,090 945

売上総利益合計 5,257 5,210

販売費及び一般管理費 3,822 4,180

営業利益 1,434 1,029

営業外収益

受取利息 15 10

受取配当金 723 698

その他 152 173

営業外収益合計 891 882

営業外費用

支払利息 42 70

為替差損 56 －

支払手数料 3 22

その他 0 0

営業外費用合計 103 92

経常利益 2,222 1,819

特別利益

固定資産売却益 0 －

特別利益合計 0 －

特別損失

投資有価証券評価損 － 26

固定資産除却損 0 22

特別損失合計 0 48

税金等調整前四半期純利益 2,222 1,770

法人税、住民税及び事業税 256 217

法人税等調整額 397 366

法人税等合計 653 584

四半期純利益 1,569 1,186

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △1 △49

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,571 1,235
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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 2019年４月１日
　至 2019年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年６月30日)

四半期純利益 1,569 1,186

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △3,970 2,639

繰延ヘッジ損益 － 305

退職給付に係る調整額 △86 △69

その他の包括利益合計 △4,056 2,875

四半期包括利益 △2,487 4,062

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △2,485 3,958

非支配株主に係る四半期包括利益 △1 103

決算短信（宝印刷） 2020年07月30日 17時45分 11ページ（Tess 1.50(64) 20191218_01）



― 12 ―

【注記事項】

(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いません。

　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。)及びのれん

の償却額は、次のとおりです。

前第１四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年６月30日)

減価償却費 315百万円 408百万円

のれんの償却額 7 7

(株主資本等関係)

前第１四半期連結累計期間(自 2019年４月１日　至 2019年６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

2019年６月27日
定時株主総会

普通株式 5,941 153 2019年３月31日 2019年６月28日 利益剰余金

当第１四半期連結累計期間(自 2020年４月１日　至 2020年６月30日)

　１．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

2020年６月26日
定時株主総会

普通株式 3,858 102 2020年３月31日 2020年６月29日 利益剰余金

　 ２．株主資本の金額の著しい変動

当社は、2020年５月22日開催の取締役会決議に基づき、2020年６月５日付で、自己株式6,000,000株の消却を実

施しています。この結果、当第１四半期連結累計期間において資本剰余金が８百万円、利益剰余金が15,121百万

円、自己株式が15,129百万円減少し、当第１四半期連結会計期間末において、資本剰余金が26,240百万円、利益

剰余金が87,810百万円、自己株式が4,631百万円となっています。
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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 2019年４月１日 至 2019年６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：百万円)

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)３土木事業 建築事業 投資開発事業 計

売上高

外部顧客への売上高 23,700 24,453 1,258 49,412 1,192 50,605 － 50,605

セグメント間の内部
　売上高又は振替高

－ － 9 9 173 182 △182 －

計 23,700 24,453 1,268 49,422 1,366 50,788 △182 50,605

セグメント利益
又は損失(△)

1,427 △907 772 1,293 137 1,430 4 1,434

(注)１ 「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、建設資機材等の製造及び販売に

関する事業等を含んでいます。

２ セグメント利益又は損失(△)の調整額４百万円はセグメント間取引消去等です。

３ 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います。

　 当第１四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年６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：百万円)

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)３土木事業 建築事業 投資開発事業 計

売上高

外部顧客への売上高 23,403 22,656 1,134 47,194 963 48,158 － 48,158

セグメント間の内部
　売上高又は振替高

－ － 8 8 55 63 △63 －

計 23,403 22,656 1,143 47,203 1,018 48,221 △63 48,158

セグメント利益
又は損失(△)

434 △99 661 996 28 1,025 4 1,029

(注)１ 「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、建設資機材等の製造及び販売に

関する事業等を含んでいます。

２ セグメント利益又は損失(△)の調整額４百万円はセグメント間取引消去等です。

３ 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います。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりです。

項目
前第１四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年６月30日)

１株当たり四半期純利益(円) 40.93 32.67

(算定上の基礎)

親会社株主に帰属する四半期純利益(百万円) 1,571 1,235

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(百万円)

1,571 1,235

普通株式の期中平均株式数(千株) 38,379 37,828

(注) 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いません。

(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
2020年８月５日

株式会社 奥村組

取 締 役 会 御 中

有限責任監査法人トーマツ

大阪事務所

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 生 越 栄美子 印

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 城 卓 男 印

監査人の結論

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奥村組

の2020年４月１日から2021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（2020年４月１日から2020年６月

30日まで）及び第１四半期連結累計期間（2020年４月１日から2020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。

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、株式会社奥村組及び連結子会社の2020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全ての重要

な点において認められなかった。

監査人の結論の根拠

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。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立

しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。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。

四半期連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

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。

四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが

適切であるかどうかを評価し、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基づいて

継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書にお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。

監査人は、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従って、四半期レビューの過程を通

じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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・ 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する質問、分析的手続その他の四半期レビュ

ー手続を実施する。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。

・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認

められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、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、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められな

いかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書

において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の

注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められて

いる。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、

企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、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

成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結

財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと

信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。

・ 四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監

査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で

監査人の結論に対して責任を負う。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見

事項について報告を行う。

　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに

監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講

じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

　会社及び連結子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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【表紙】

【提出書類】 確認書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の８第１項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2020年８月７日

【会社名】 株式会社奥村組

【英訳名】 ＯＫＵＭＵＲＡ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 奥 村 太加典

【最高財務責任者の役職氏名】 ―

【本店の所在の場所】 大阪市阿倍野区松崎町二丁目２番２号

【縦覧に供する場所】 株式会社奥村組東日本支社

　(東京都港区芝五丁目６番１号)

株式会社奥村組名古屋支店

　(名古屋市中村区竹橋町29番８号)

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町２番１号）

決算短信（宝印刷） 2020年07月30日 17時45分 19ページ（Tess 1.50(64) 20191218_01）



１ 【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

当社代表取締役社長奥村太加典は、当社の第84期第１四半期(自 2020年４月１日 至 2020年６月30日)の四半期

報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認しました。

　

２ 【特記事項】

特記すべき事項はありません。
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