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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74期

第２四半期
連結累計期間

第75期
第２四半期
連結累計期間

第74期

会計期間

自平成25年
　４月１日
至平成25年
　９月30日

自平成26年
　４月１日
至平成26年
　９月30日

自平成25年
　４月１日
至平成26年
　３月31日

売上高 （千円） 4,877,927 4,714,251 12,459,718

経常利益 （千円） 136,029 170,798 553,393

四半期（当期）純利益 （千円） 66,086 88,481 332,180

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 106,143 134,153 357,309

純資産額 （千円） 3,953,225 4,287,153 4,204,391

総資産額 （千円） 7,484,289 7,420,168 9,625,162

１株当たり四半期（当期）純利益

金額
（円） 9.00 12.05 45.25

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 （％） 52.82 57.78 43.68

営業活動による

キャッシュ・フロー
（千円） △205,178 734,063 △1,251,555

投資活動による

キャッシュ・フロー
（千円） △14,639 △113,533 △37,674

財務活動による

キャッシュ・フロー
（千円） △51,344 △51,185 △51,363

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高
（千円） 3,882,704 3,382,617 2,813,273

 

回次
第74期

第２四半期
連結会計期間

第75期
第２四半期
連結会計期間

会計期間

自平成25年
　７月１日
至平成25年
　９月30日

自平成26年
　７月１日
至平成26年
　９月30日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 3.20 8.40

（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、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）は含んでおりません。

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、当企業グループ（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】
（注）　「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、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企業グループが判断したものでありま

す。

(1）業績の状況

連結経営成績

当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、消費増税前の駆け込み需要の反動から、耐久消費財を中心

に需要が落ち込んだものの、米国を始めとする先進国の堅調な推移と歩調を合わせ、引続き緩やかな回復基調にあ

りました。

建設業界におきましては、被災地以外の各地において公共工事は増加し、民間でも設備投資が回復する一方

で、足元での需要急増に伴う技能労働者不足から労務費が高騰し、資材価格も上昇傾向にありました。また、運輸

業界におきましても、国内輸送は好調であったものの燃料費の上昇による採算悪化が続き、好不調の要因が混在す

る経営環境でありました。

このような状況の下で、当企業グループは主力たる建設事業において、採算確保を全力で図りつつ、受注獲得

に努めてまいりました。当第２四半期連結累計期間における建設事業の受注高は、前年同期比21億73百万円減の63

億49百万円となり、通期受注計画110億円に対する進捗率は57.7％となっております。

売上高につきましては、建設事業においては期首繰越工事の施工進捗、当期中の工事受注高ともに順調に推移

しましたが、施工管理人員の関係もあり前年同期比減収となり、運輸事業におきましても一部積載物の荷動きが悪

く、当第２四半期連結累計期間の売上高は、前年同期比１億63百万円減の47億14百万円となりました。

次に、利益につきましては両事業ともに減収ではありましたが、建設事業において採算改善がなされたことか

ら、当第２四半期連結累計期間の営業利益は１億64百万円で前年同期比39百万円の増益、経常利益は１億70百万円

で前年同期比34百万円の増益となりました。また、所有不動産の有効活用を目的として、旧建物の固定資産除却損

23百万円を計上し、四半期純利益につきましては88百万円と前年同期に比べ22百万円の増益となりました。

 

　セグメントの業績は、次のとおりであります。

 売　　上　　高 セグメント利益（営業利益）

・建設事業 46億17百万円（前年同期比  3.2％減） １億60百万円（前年同期比 43.4％増）

・運輸事業 97百万円（前年同期比 11.3％減） ４百万円（前年同期比 67.8％減）

 

 

連結財政状態

（資産）

当第２四半期連結会計期間末における流動資産は57億18百万円となり、前連結会計年度末に比べ、22億10百万円

減少いたしました。これは主に前連結会計年度末の債権の回収が進展したことにより受取手形・完成工事未収入金

等が28億88百万円減少したことに加え、現金預金が６億69百万円増加したことによるものであります。固定資産は

17億１百万円となり、前連結会計年度末に比べ、５百万円増加いたしました。これは主に建物・構築物が96百万円

減少し、投資有価証券が46百万円増加し、繰延税金資産が60百万円減少したことによるものであります。

この結果、資産合計は74億20百万円となり、前連結会計年度末に比べ、22億４百万円減少いたしました。
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（負債）

当第２四半期連結会計期間末における流動負債は28億75百万円となり、前連結会計年度末に比べ、22億６百万円

減少いたしました。これは主に前連結会計年度末における支払債務の決済進展により、支払手形・工事未払金等が

20億91百万円減少したことによるものであります。固定負債は２億57百万円となり、前連結会計年度末に比べ、81

百万円減少いたしました。これは役員退職慰労引当金が67百万円減少したことに加え、退職給付に係る負債が25百

万円減少したことによるものであります。

この結果、負債合計は31億33百万円となり、前連結会計年度末に比べ、22億87百万円減少いたしました。

 

（純資産）

当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は42億87百万円となり、前連結会計年度末に比べ、82百万円増

加いたしました。これは主に利益剰余金の増加37百万円及びその他有価証券評価差額金が45百万円増加したことに

よるものであります。

この結果、自己資本比率は57.8％（前連結会計年度末は43.7％）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末における現金及び現金同等物（以下 「資金」という。）は、33億82百万円とな

り、前連結会計年度末より５億69百万円増加いたしました。

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。

 

①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、７億34百万円の資金の増加となりました。その主な要因は、売上債権の

減少28億88百万円、未成工事受入金の増加１億26百万円及び税金等調整前四半期純利益１億47百万円等により資

金が増加する一方、仕入債務が20億91百万円減少したこと等により資金が減少したことによるものであります。

（前第２四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは２億５百万円の資金の減少）

 

②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、１億13百万円の資金の減少となりました。その要因は、投資有価証券の

売却による収入22百万円により資金が増加する一方、定期預金の預入による支出１億円、有形固定資産の取得に

よる支出19百万円、及び無形固定資産の取得による支出12百万円等により資金が減少したことによるものであり

ます。

（前第２四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは14百万円の資金の減少）

 

③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、51百万円の資金の減少となりました。その要因は、配当金の支払額51百

万円によるものであります。

（前第２四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは51百万円の資金の減少）

 

(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、当企業グループの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。

(4）研究開発活動

　特記事項はありません。
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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 26,000,000

計 26,000,000

 

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26年９月30日）

提出日現在
発行数（株）

（平成26年11月12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 7,500,000 同左
㈱東京証券取引所

（市場第二部）

単元株式数

1,000株

計 7,500,000 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
（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26年７月１日～

平成26年９月30日
－ 7,500,000 － 723,000 － 472,625
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（６）【大株主の状況】

  平成26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（％）

富士京不動産株式会社 兵庫県姫路市別所町北宿816番地２ 2,413,000 32.17

ソネック取引先持株会 兵庫県高砂市曽根町2257番地の１ 985,000 13.13

ソネック社員持株会 兵庫県高砂市曽根町2257番地の１ 398,500 5.31

渡辺　健一 兵庫県姫路市 215,000 2.87

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区丸の内一丁目１番２号 200,000 2.67

株式会社みなと銀行 神戸市中央区三宮町二丁目１番１号 200,000 2.67

株式会社ソネック 兵庫県高砂市曽根町2257番地の１ 158,493 2.11

山本　組子 兵庫県高砂市 100,000 1.33

渡邊　弘 兵庫県姫路市 89,000 1.19

ヤング開発株式会社 兵庫県高砂市米田町島２ 75,000 1.00

計 － 4,833,993 64.45

 

（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成26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）

－ 単元株式数1,000株
普通株式 158,000

完全議決権株式（その他） 普通株式 7,336,000 7,336 同上

単元未満株式 普通株式 6,000 －
１単元（1,000株）未

満の株式

発行済株式総数  7,500,000 － －

総株主の議決権 － 7,336 －

 

②【自己株式等】

平成26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（％）

株式会社ソネック
兵庫県高砂市曽根町

2257番地の１
158,000 － 158,000 2.11

計 － 158,000 － 158,000 2.11

 

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26年７月１日から平

成26年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成26年４月１日から平成26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：千円）

 
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成26年９月30日)

資産の部   

流動資産   

現金預金 2,819,273 3,488,617

受取手形・完成工事未収入金等 4,970,826 2,082,035

未成工事支出金 68,484 120,072

不動産事業支出金 403 403

材料貯蔵品 1,044 1,475

繰延税金資産 67,237 55,571

その他 63,224 31,451

貸倒引当金 △61,210 △61,210

流動資産合計 7,929,284 5,718,417

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 417,145 320,349

機械、運搬具及び工具器具備品 263,083 266,172

土地 721,959 736,410

減価償却累計額 △547,763 △458,251

有形固定資産合計 854,423 864,681

無形固定資産 14,894 25,337

投資その他の資産   

投資有価証券 642,262 688,309

会員権 69,400 69,400

繰延税金資産 117,398 56,610

その他 43,657 43,572

貸倒引当金 △46,160 △46,160

投資その他の資産合計 826,559 811,732

固定資産合計 1,695,877 1,701,750

資産合計 9,625,162 7,420,168
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成26年９月30日)

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 4,593,767 2,502,523

未払法人税等 262,499 8,102

未成工事受入金 96,512 223,028

完成工事補償引当金 9,000 10,000

工事損失引当金 19,600 -

賞与引当金 39,700 52,200

その他 60,368 79,432

流動負債合計 5,081,448 2,875,287

固定負債   

役員退職慰労引当金 94,001 26,379

退職給付に係る負債 245,181 219,507

その他 140 11,840

固定負債合計 339,323 257,727

負債合計 5,420,771 3,133,014

純資産の部   

株主資本   

資本金 723,000 723,000

資本剰余金 472,625 472,625

利益剰余金 2,986,587 3,023,679

自己株式 △46,217 △46,217

株主資本合計 4,135,995 4,173,086

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 68,396 114,067

その他の包括利益累計額合計 68,396 114,067

純資産合計 4,204,391 4,287,153

負債純資産合計 9,625,162 7,420,168
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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25年４月１日
　至　平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年９月30日)

売上高 4,877,927 4,714,251

売上原価 4,528,417 4,328,266

売上総利益 349,510 385,985

販売費及び一般管理費 ※ 224,147 ※ 221,457

営業利益 125,362 164,528

営業外収益   

受取利息 2,034 2,036

受取配当金 4,310 5,684

受取賃貸料 1,690 1,668

還付加算金 3,678 －

その他 1,652 1,399

営業外収益合計 13,367 10,789

営業外費用   

賃貸費用 2,372 4,198

その他 328 320

営業外費用合計 2,700 4,519

経常利益 136,029 170,798

特別利益   

投資有価証券売却益 － 716

特別利益合計 － 716

特別損失   

固定資産除却損 1,135 23,834

減損損失 21,880 －

特別損失合計 23,015 23,834

税金等調整前四半期純利益 113,014 147,680

法人税、住民税及び事業税 77,885 5,335

法人税等調整額 △30,958 53,862

法人税等合計 46,927 59,198

少数株主損益調整前四半期純利益 66,086 88,481

四半期純利益 66,086 88,481
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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25年４月１日
　至　平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 66,086 88,481

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 40,057 45,671

その他の包括利益合計 40,057 45,671

四半期包括利益 106,143 134,153

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 106,143 134,153

少数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25年４月１日
　至　平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26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 113,014 147,680

減価償却費 10,981 10,260

減損損失 21,880 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △50 －

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） 1,000 1,000

工事損失引当金の増減額（△は減少） 24,800 △19,600

賞与引当金の増減額（△は減少） 12,500 12,500

退職給付引当金の増減額（△は減少） 524 －

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △9,267 △67,621

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） － △25,674

受取利息及び受取配当金 △6,345 △7,721

投資有価証券売却損益（△は益） － △716

売上債権の増減額（△は増加） 218,038 2,888,791

未成工事支出金等の増減額（△は増加） △15,949 △52,018

仕入債務の増減額（△は減少） △439,650 △2,091,244

未成工事受入金の増減額（△は減少） △309,678 126,515

その他 118,757 61,436

小計 △259,444 983,588

利息及び配当金の受取額 6,352 7,719

法人税等の還付額 59,249 －

法人税等の支払額 △11,336 △257,244

営業活動によるキャッシュ・フロー △205,178 734,063

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 － △100,000

有形固定資産の取得による支出 △7,163 △19,840

無形固定資産の取得による支出 △4,550 △12,675

投資有価証券の取得による支出 △2,852 △3,724

投資有価証券の売却による収入 － 22,657

その他 △73 49

投資活動によるキャッシュ・フロー △14,639 △113,533

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △51,344 △51,185

財務活動によるキャッシュ・フロー △51,344 △51,185

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △271,163 569,344

現金及び現金同等物の期首残高 4,153,867 2,813,273

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 3,882,704 ※ 3,382,617
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

　保証債務

下記の得意先の分譲マンション販売にかかる手付金等受領額に対して、信用保証会社へ保証を行っております。

 
前連結会計年度

（平成26年３月31日）
当第２四半期連結会計期間
（平成26年９月30日）

ヤング開発㈱ 75,600千円 82,700千円

 

（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25年４月１日

　　至 平成25年９月30日）

　当第２四半期連結累計期間
（自 平成26年４月１日

　　至 平成26年９月30日）

役員報酬 21,669千円 16,770千円

従業員給料手当 83,581 83,735

賞与引当金繰入額 13,284 12,849

退職給付費用 5,342 5,827

役員退職慰労引当金繰入額 2,499 2,040

貸倒引当金繰入額 △50 －

 

（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下記

のとおりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自 平成26年４月１日
至 平成26年９月30日）

現金預金勘定 3,888,704千円 3,488,617千円

保証金として差し入れている現金預金

（定期預金）
△6,000 △6,000

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 － △100,000

現金及び現金同等物 3,882,704 3,382,617
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　平成25年４月１日　至　平成25年９月30日）

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25年６月25日

定時株主総会
普通株式 51,390 ７  平成25年３月31日  平成25年６月26日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　平成26年４月１日　至　平成26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26年６月25日

定時株主総会
普通株式 51,390 7  平成26年３月31日  平成26年６月26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

 
 
（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26年11月11日

取締役会
普通株式 22,024 3  平成26年９月30日  平成26年12月３日 利益剰余金

 

（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25年４月１日　至　平成25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）

 建設事業 運輸事業
合　計
（注）

売上高    

(1）外部顧客への売上高 4,768,488 109,438 4,877,927

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － －

計 4,768,488 109,438 4,877,927

セグメント利益 111,621 13,741 125,362

（注）セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

 

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

    「建設事業」セグメントにおいて、固定資産の減損損失を21,880千円計上しております。
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Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　平成26年４月１日　至　平成26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）

 建設事業 運輸事業
合　計
（注）

売上高    

(1）外部顧客への売上高 4,617,202 97,049 4,714,251

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － －

計 4,617,202 97,049 4,714,251

セグメント利益 160,105 4,422 164,528

（注）セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

 

（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25年４月１日
至　平成25年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成26年４月１日
至　平成26年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額 9円00銭 12円05銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（千円） 66,086 88,481

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額（千円） 66,086 88,481

普通株式の期中平均株式数（株） 7,341,507 7,341,507

（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。

 

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

 

２【その他】

　平成26年11月11日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

　（イ）中間配当による配当金の総額・・・・・・・・・22,024千円

　（ロ）１株当たりの金額・・・・・・・・・・・・・・３円00銭

　（ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日・・・・・平成26年12月３日

（注）平成26年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。
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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26年11月11日

株式会社ソネック    

 

 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 仲　尾　　彰　記　　　印

    

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 伊　東　　昌　一　　　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ソネッ

クの平成26年４月１日から平成27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26年７月１日から平成

26年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成26年４月１日から平成26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、株式会社ソネック及び連結子会社の平成26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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