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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72期

第２四半期累計期間
第73期

第２四半期累計期間
第72期

会計期間
自　平成26年４月１日
至　平成26年９月30日

自　平成27年４月１日
至　平成27年９月30日

自　平成26年４月１日
至　平成27年３月31日

売上高 (千円) 3,624,772 3,998,988 11,080,198

経常利益(△は経常損失) (千円) △165,389 △174,390 895,386

四半期(当期)純利益
(△は四半期(当期)純損失)

(千円) △120,334 △126,965 545,151

持分法を適用した場合の投資利益 (千円) ― ― ―

資本金 (千円) 866,350 866,350 866,350

発行済株式総数 (株) 5,205,000 5,205,000 5,205,000

純資産額 (千円) 5,842,422 6,159,817 6,511,976

総資産額 (千円) 8,468,927 8,726,253 10,173,823

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

(円) △23.29 △24.57 105.50

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

１株当たり配当額 (円) ― ― 45.00

自己資本比率 (％) 69.0 70.6 64.0

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 572,247 802,228 736,768

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △61,961 △44,966 △74,746

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △281,145 △233,301 △282,739

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 3,331,942 4,006,044 3,482,084
 

　

回次
第72期

第２四半期会計期間
第73期

第２四半期会計期間

会計期間
自　平成26年７月１日
至　平成26年９月30日

自　平成27年７月１日
至　平成27年９月30日

１株当たり四半期純損失金額
（△）

(円) △9.53 △6.42
 

(注) １．売上高には、消費税等は含んでおりません。

２．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。

３．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。

４．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる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。
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２ 【事業の内容】

当第２四半期累計期間において、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】

当第２四半期累計期間において、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】

(1) 業績の状況

当第２四半期累計期間につきましては、港湾設備を中心としたインフラ再点検・維持保全投資の動きは継続して

おり、整備案件は底堅く出件されました。受注面では、開発製品の海生生物付着防止（防汚)の大型工事獲得もあり

ましたが、受注高は前年同期には132百万円及ばず、5,732百万円となりました。一方、売上高は、前期からの継続

大型工事の消化に伴い、前年同期比374百万円増の3,998百万円となりました。なお、受注残高は期首より1,733百万

円増加し前年同期並の3,773百万円となりました。

損益面では、売上高が第３四半期及び第４四半期会計期間に偏る事業特性から、当第２四半期累計期間の経常損

失及び四半期純損失は、それぞれ前年同期と同水準の174百万円及び126百万円となりました。

セグメント別の概況は以下のとおりであります。

港湾事業につきましては、受注高は前年同期には及ばず248百万円減の2,882百万円となりましたが、インフラ維

持保全投資の流れは継続しており、売上高は前期からの繰越工事の完成を加え前年同期と同水準の2,187百万円とな

りました。

地中事業につきましては、保守点検業務を中心として、受注高は前年同期に比べ91百万円減の1,294百万円、売上

高は同58百万円増の719百万円となりました。

陸上事業につきましては、受注高は、防汚大型工事の受注があり前年同期に比べ388百万円増の982百万円、売上

高は同51百万円増の516百万円となりました。

その他につきましては、受注高は前年同期に比べ180百万円減の572百万円となりましたが、売上高は繰越大型工

事の完成により前年同期に比べ239百万円増の575百万円となりました。

 

(2) キャッシュ・フローの状況

当第２四半期会計期間末の現金及び現金同等物（以下「資金」という）は前事業年度末に比べ523百万円増の

4,006百万円となりました。

当第２四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況と増減の主な要因は以下のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動で獲得した資金は802百万円（前年同期は572百万円の資金獲得）となりました。資金の主な増加要因は

売上債権の減2,427百万円であり、資金の主な減少要因は税引前四半期純損失174百万円、仕入債務の減615百万円、

未成工事支出金及びその他のたな卸資産の増360百万円、法人税等の支払278百万円であります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動に使用した資金は44百万円（前年同期は61百万円の資金使用）となりました。この内主なものは事業活

動に必要な有形固定資産の取得であります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動に使用した資金は233百万円（前年同期は281百万円の資金使用）で、主に配当金の支払いによるもので

あります。
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(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期累計期間において、当社が対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はありません。

 
(4) 研究開発活動

当第２四半期累計期間における研究開発活動の金額は、79百万円であります。
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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 19,020,000

計 19,020,000
 

 

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27年９月30日)

提出日現在発行数(株)
(平成27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 5,205,000 5,205,000
東京証券取引所
ＪＡＳＤＡＱ
(スタンダード)

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1,000株であります。

計 5,205,000 5,205,000 ― ―
 

 

(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。

 

(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27年７月１日～
平成27年９月30日

― 5,205,000 ― 866,350 ― 753,385
 

 

EDINET提出書類

株式会社ナカボーテック(E00260)

四半期報告書

 6/19



 

(6) 【大株主の状況】

平成27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(％)

三井金属鉱業株式会社 東京都品川区大崎１－11－１ 1,562 30.00

ナカボーテック社員持株会 東京都中央区新川２－５－２ 407 7.82

ナカボーテック取引先持株会 東京都中央区新川２－５－２ 369 7.08

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内１－６－６ 135 2.59

中川　哲央 東京都国立市 128 2.47

有限会社福田製作所 富山県小矢部市谷坪野618 104 1.99

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区丸の内１－１－２ 100 1.92

合同会社ワイズ 東京都世田谷区等々力５－21－15 100 1.92

三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内１－４－１ 100 1.92

川部　英子 神奈川県横浜市青葉区 72 1.38

計 ― 3,078 59.13
 

(注)　当第２四半期会計期間末現在における、三井住友信託銀行株式会社の所有株式数のうち信託業務に係る株式は

ありません。
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

   平成27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) 普通株式      38,000 ― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式   5,129,000 5,129 ―

単元未満株式  普通株式      38,000 ― ―

発行済株式総数 5,205,000 ― ―

総株主の議決権 ― 5,129 ―
 

 

② 【自己株式等】

  平成27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(％)

株式会社ナカボーテック
東京都中央区新川２－５
－２

38,000 ― 38,000 0.73

計 ― 38,000 ― 38,000 0.73
 

 

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】

 

１．四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63

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２四半期会計期間(平成27年７月１日から平成27年

９月30日まで)及び第２四半期累計期間(平成27年４月１日から平成27年９月30日まで)に係る四半期財務諸表について

有限責任あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。

 

３．四半期連結財務諸表について

当社は子会社はありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１ 【四半期財務諸表】

(1) 【四半期貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前事業年度

(平成27年３月31日)
当第２四半期会計期間
(平成27年９月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金預金 885,077 347,161

  受取手形 666,041 622,825

  完成工事未収入金 3,805,171 1,674,949

  売掛金 457,126 203,283

  商品及び製品 281,126 465,062

  未成工事支出金 147,501 299,618

  材料貯蔵品 52,212 76,368

  繰延税金資産 173,776 223,523

  関係会社預け金 2,597,006 3,658,883

  その他 65,914 92,794

  貸倒引当金 △492 △4,003

  流動資産合計 9,130,463 7,660,467

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物（純額） 189,253 186,311

   その他（純額） 213,624 243,814

   有形固定資産合計 402,877 430,125

  無形固定資産 31,101 29,843

  投資その他の資産   

   繰延税金資産 285,196 288,314

   その他 325,444 329,372

   貸倒引当金 △1,260 △11,870

   投資その他の資産合計 609,381 605,816

  固定資産合計 1,043,360 1,065,785

 資産合計 10,173,823 8,726,253

負債の部   

 流動負債   

  支払手形 1,006,965 672,802

  工事未払金 678,784 365,713

  買掛金 119,607 163,013

  未成工事受入金 40,286 46,696

  完成工事補償引当金 16,571 24,957

  工事損失引当金 27,482 50,138

  賞与引当金 320,000 220,000

  その他 527,902 133,895

  流動負債合計 2,737,597 1,677,217

 固定負債   

  退職給付引当金 820,980 799,718

  役員退職慰労引当金 70,685 57,580

  資産除去債務 26,620 26,872

  その他 5,964 5,046

  固定負債合計 924,249 889,218

 負債合計 3,661,847 2,566,435
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           (単位：千円)

          
前事業年度

(平成27年３月31日)
当第２四半期会計期間
(平成27年９月30日)

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 866,350 866,350

  資本剰余金 753,385 753,385

  利益剰余金 4,852,830 4,493,359

  自己株式 △21,175 △21,175

  株主資本合計 6,451,390 6,091,919

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 74,419 67,897

  繰延ヘッジ損益 △13,834 ―

  評価・換算差額等合計 60,585 67,897

 純資産合計 6,511,976 6,159,817

負債純資産合計 10,173,823 8,726,253
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(2) 【四半期損益計算書】

【第２四半期累計期間】

           (単位：千円)

          前第２四半期累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自　平成27年４月１日
　至　平成27年９月30日)

売上高   

 完成工事高 2,938,791 3,445,154

 製品等売上高 685,981 553,834

 売上高合計 ※２  3,624,772 ※２  3,998,988

売上原価   

 完成工事原価 2,560,739 2,975,732

 製品等売上原価 408,603 325,498

 売上原価合計 2,969,343 3,301,231

売上総利益   

 完成工事総利益 378,051 469,421

 製品等売上総利益 277,377 228,335

 売上総利益合計 655,428 697,757

販売費及び一般管理費 ※１  841,494 ※１  894,682

営業損失（△） △186,065 △196,924

営業外収益   

 受取利息 11,564 12,829

 受取賃貸料 4,260 4,570

 その他 4,872 5,146

 営業外収益合計 20,696 22,547

営業外費用   

 その他 19 12

 営業外費用合計 19 12

経常損失（△） △165,389 △174,390

特別損失   

 固定資産除却損 68 5

 特別損失合計 68 5

税引前四半期純損失（△） △165,457 △174,395

法人税、住民税及び事業税 △45,122 △47,430

法人税等合計 △45,122 △47,430

四半期純損失（△） △120,334 △126,965
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(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

           (単位：千円)

          前第２四半期累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自　平成27年４月１日
　至　平成27年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税引前四半期純損失（△） △165,457 △174,395

 減価償却費 37,735 34,170

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △437 14,119

 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） 414 8,386

 工事損失引当金の増減額（△は減少） 57,730 22,656

 賞与引当金の増減額（△は減少） △130,000 △100,000

 退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,257 △21,261

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 9,175 △13,105

 受取利息及び受取配当金 △13,327 △14,587

 固定資産除却損 68 5

 売上債権の増減額（△は増加） 2,764,969 2,427,281

 未成工事支出金の増減額（△は増加） △451,343 △152,116

 その他のたな卸資産の増減額（△は増加） △68,585 △208,092

 仕入債務の増減額（△は減少） △842,029 △615,563

 未成工事受入金の増減額（△は減少） 54,865 6,410

 その他 △172,644 △157,297

 小計 1,086,390 1,056,610

 利息及び配当金の受取額 13,327 14,587

 保険金の受取額 ― 9,238

 法人税等の支払額 △527,470 △278,207

 営業活動によるキャッシュ・フロー 572,247 802,228

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 投資有価証券の取得による支出 △2,939 △2,794

 有形固定資産の取得による支出 △46,941 △38,556

 無形固定資産の取得による支出 △11,220 △3,616

 資産除去債務の履行による支出 △860 ―

 投資活動によるキャッシュ・フロー △61,961 △44,966

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 ファイナンス・リース債務の返済による支出 △458 △917

 自己株式の取得による支出 △76 ―

 配当金の支払額 △280,609 △232,383

 財務活動によるキャッシュ・フロー △281,145 △233,301

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） 229,141 523,960

現金及び現金同等物の期首残高 3,102,801 3,482,084

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  3,331,942 ※  4,006,044
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【注記事項】

(四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

　　　（原価差額の繰延処理）

定期的な修繕が特定の四半期に行われるために発生する原価差異は、予定原価が年間を基礎に設定されてお

り、原価計算期間末までに解消が見込まれるため、当該原価差異を流動資産（その他）として繰り延べており

ます。

 

　　　（税金費用の計算）

税金費用につきましては、当第２四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適

用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法によってお

ります。　

 

(四半期貸借対照表関係)

保証債務

財形持家融資制度及び住宅資金斡旋制度に基づく従業員の銀行借入に対し、次のとおり保証を行っております。

前事業年度
(平成27年３月31日)

当第２四半期会計期間
(平成27年９月30日)

 4,067千円  3,304千円
 

　

(四半期損益計算書関係)

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費用及び金額は次のとおりであります。

 
　前第２四半期累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年９月30日)

　当第２四半期累計期間
(自 平成27年４月１日
至 平成27年９月30日)

従業員給料手当 286,991千円 288,927千円

賞与引当金繰入額 90,258 95,175 

退職給付引当金繰入額 26,481 29,270 

役員退職慰労引当金繰入額 9,175 8,660 

貸倒引当金繰入額 ― 14,613 
 

 
※２　前第２四半期累計期間(自　平成26年４月１日　至　平成26年９月30日)及び当第２四半期累計期間(自　平成27年

４月１日　至　平成27年９月30日)

当社の売上高は、主たる事業である建設事業において、契約により工事の完成引渡しが第４四半期会計期間に

集中していること、また、工事原価が第３四半期会計期間以降に多く発生する傾向があることにより、第１及び

第２四半期会計期間における売上高に比べ、第３及び第４四半期会計期間の売上高が多くなる傾向があります。
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(四半期キャッシュ・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２四半期累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成27年４月１日
至 平成27年９月30日)

現金預金勘定 494,119千円 347,161千円

関係会社預け金勘定 2,837,823 3,658,883 

計 3,331,942 4,006,044 

預金期間が３ヶ月を超える定期預金 ― ― 

現金及び現金同等物 3,331,942 4,006,044 
 

 

(株主資本等関係)

Ⅰ　前第２四半期累計期間(自　平成26年４月１日　至　平成26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26年６月27日
定時株主総会

普通株式 284,213 55 平成26年３月31日 平成26年６月30日 利益剰余金
 

 

Ⅱ　当第２四半期累計期間(自　平成27年４月１日　至　平成27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27年６月26日
定時株主総会

普通株式 232,506 45 平成27年３月31日 平成27年６月29日 利益剰余金
 

 

(持分法損益等)

該当事項はありません。

 

(企業結合等関係)

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２四半期累計期間(自　平成26年４月１日　至　平成26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 その他

(注)
合計

港湾 地中 陸上 計

売上高 2,162,746 661,195 464,973 3,288,914 335,857 3,624,772

セグメント利益又は損失(△) 279,615 131,982 174,747 586,345 69,083 655,428
 

(注)　「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、国際事業等を含んでおります。

 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異

調整に関する事項)

 (単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 586,345

「その他」の区分の利益又は損失(△) 69,083

全社費用(注) △841,494

四半期損益計算書の営業損失 186,065
 

(注)　全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。

　

３．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

該当事項はありません。

 

Ⅱ　当第２四半期累計期間(自　平成27年４月１日　至　平成27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 その他

(注)
合計

港湾 地中 陸上 計

売上高 2,187,597 719,563 516,094 3,423,255 575,733 3,998,988

セグメント利益又は損失(△) 275,897 150,581 184,018 610,497 87,260 697,757
 

(注)　「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、国際事業等を含んでおります。

 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異

調整に関する事項)

 (単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 610,497

「その他」の区分の利益又は損失(△) 87,260

全社費用(注) △894,682

四半期損益計算書の営業損失 196,924
 

(注)　全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。

　

３．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

該当事項はありません。
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(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２四半期累計期間
(自　平成26年４月１日
至　平成26年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自　平成27年４月１日
至　平成27年９月30日)

１株当たり四半期純損失金額 23円29銭 24円57銭

(算定上の基礎)   

四半期純損失金額(千円) 120,334 126,965

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損失金額(千円) 120,334 126,965

普通株式の期中平均株式数(千株) 5,167 5,166
 

(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)

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
 

 

 

平成27年11月５日

株式会社ナカボーテック

取締役会　御中

 

有限責任あずさ監査法人
 

　

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 田　　島　　祥　　朗　　印

 

　

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 戸　　谷　　且　　典　　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ナカ

ボーテックの平成27年４月１日から平成28年３月31日までの第73期事業年度の第２四半期会計期間(平成27年７月１日か

ら平成27年９月30日まで)及び第２四半期累計期間(平成27年４月１日から平成27年９月30日まで)に係る四半期財務諸

表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書、四半期キャッシュ・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財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表

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

れる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ナカボーテックの平成27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おりません。
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