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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67期

第２四半期
累計期間

第68期
第２四半期
累計期間

第67期

会計期間

自平成27年
　４月１日
至平成27年
　９月30日

自平成28年
　４月１日
至平成28年
　９月30日

自平成27年
　４月１日
至平成28年
　３月31日

売上高 （百万円） 3,191 3,187 7,540

経常利益 （百万円） 188 294 474

四半期（当期）純利益又は純損

失（△）
（百万円） 127 203 △11

持分法を適用した場合の投資利

益
（百万円） － － －

資本金 （百万円） 310 310 310

発行済株式総数 （千株） 4,000 4,000 4,000

純資産額 （百万円） 9,476 9,418 9,276

総資産額 （百万円） 11,962 11,538 11,302

１株当たり四半期（当期）純利

益金額又は純損失金額（△）
（円） 36.07 57.68 △3.19

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） 10 10 25

自己資本比率 （％） 79.2 81.6 82.1

営業活動によるキャッシュ・フ

ロー
（百万円） 388 235 899

投資活動によるキャッシュ・フ

ロー
（百万円） △76 △27 △351

財務活動によるキャッシュ・フ

ロー
（百万円） 244 245 △92

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高
（百万円） 2,179 2,530 2,077

 

回次
第67期

第２四半期
会計期間

第68期
第２四半期
会計期間

会計期間

自平成27年
　７月１日
至平成27年
　９月30日

自平成28年
　７月１日
至平成28年
　９月30日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 20.07 32.30

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係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。

　　　　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（当期）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。
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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おける我が国の経済は、雇用・所得環境の改善が続く中、海外経済の不確実性や熊本地震

などを背景とした訪日外国人の消費拡大の鈍化等により企業収益の改善に足踏みがみられ、依然として不透明な状況

が続いております。

　建設業界においては、公共投資は減少傾向に転じているものの、民間企業の投資は緩やかな増加基調にあり、引き

続き労務単価や建設資材価格の上昇が懸念されるなど、予断を許さない経営環境が続きました。

　このような状況の中、当社の当第２四半期累計期間における売上高は3,187百万円（前年同期比0.1%減）、営業利

益283百万円（前年同期比56.0%増）、経常利益294百万円（前年同期比56.2%増）、四半期純利益203百万円（前年同

期比59.9%増）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。

（建築事業）

　当第２四半期累計期間の受注高は2,345百万円（前年同期比1.3%減）となり、完成工事高1,429百万円（前年同期比

27.3%減）、同総利益89百万円（前年同期比27.1%増）となりました。

（不動産事業）

　当第２四半期累計期間は賃貸事業が堅調に推移し販売用不動産の販売が好調に増加したことにより売上高1,350百

万円（前年同期比64.1%増）、同総利益341百万円（前年同期比33.3%増）となりました。

（金属製品事業）

　当第２四半期累計期間は鋼製型枠パネルの売上が好調に推移したことにより売上高212百万円（前年同期比2.3%

増）、同総利益11百万円（前年同期比34.6%増）となりました。

（その他事業）

　その他事業は、保険代理店業及びホテル事業でありますが、売上高196百万円（前年同期比0.2%減）、同総利益14

百万円（前年同期1百万円損失）となりました。

 

(２）キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は2,530百万円となり、前年同四半

期累計期間末に比べ350百万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通りであります。

＜営業活動によるキャッシュ・フロー＞

　当第２四半期累計期間における営業活動による資金の増加は235百万円（前年同四半期388百万円増加）となりまし

た。これは主に、販売用不動産の減少額475百万円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＞

　当第２四半期累計期間における投資活動による資金の減少は27百万円（前年同四半期76百万円減少）となりまし

た。これは主に貸付による支出72百万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＞

　当第２四半期累計期間における財務活動による資金の増加は245百万円（前年同四半期244百万円増加）となりまし

た。これは主に借入金の増加による収入300百万円によるものであります。

 

(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、当社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更および新たに生じた課題

はありません。

 

(４）研究開発活動

　研究開発活動は特段行われておりません。

 

(５）経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見直し

　当第２四半期累計期間において、当社の経営成績に重要な影響を与える要因に重要な変更はありません。
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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 8,800,000

計 8,800,000

 

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28年9月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成28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 4,000,000 4,000,000

東京証券取引所

JASDAQ

（スタンダード）

　単元株式数

　100株

計 4,000,000 4,000,000 － －

 

（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28年７月１日～

平成28年９月30日
－ 4,000,000 － 310,000 － 310,093
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（６）【大株主の状況】

  平成28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（％）

 馬場　邦明  東京都大田区 611 15.28

 サンユー建設㈱  東京都大田区南雪谷2-17-8 476 11.91

 ㈱井門コーポレーション    東京都品川区東大井5-15-3 258 6.47

 馬場　利明  埼玉県上尾市 199 5.00

 ㈱三菱東京UFJ銀行  東京都千代田区丸の内2-7-1 175 4.40

 村山　祐子    埼玉県上尾市 163 4.09

 秋山鉄工建設㈱  埼玉県桶川市大字坂田539-3 149 3.74

 ㈱井門エンタープライズ  東京都品川区東大井5-15-3 100 2.50

 ㈱カバロ企画  東京都大田区南雪谷2-17-7 100 2.50

 秋山　武男  埼玉県桶川市大字坂田 81 2.04

計 － 2,317 57.93
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成28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)

 普通株式

476,300

－ －

完全議決権株式（その他）
　普通株式

3,518,300
35,183 －

単元未満株式
　普通株式

5,400
－

１単元(100株)未満の

株式

発行済株式総数 4,000,000 － －

総株主の議決権 － 35,183 －

 

②【自己株式等】

平成28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（％）

(自己保有株式)

サンユー建設㈱

東京都大田区

南雪谷２－17－８
476,300 － 476,300 11.91

計 － 476,300 － 476,300 11.91

 

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28年７月１日から平成28

年９月30日まで）及び第２四半期累計期間（平成28年４月１日から平成28年９月30日まで）に係る四半期財務諸表に

ついて、仰星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
　「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）第５条第２項によ

り、当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目から見て、当企業集

団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいもの

として、四半期連結財務諸表は作成しておりません。

　なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次のとおりであります。

資産基準 3.95％

売上高基準 2.69％

利益基準 0.18％

利益剰余金基準 0.32％
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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28年３月31日)
当第２四半期会計期間
(平成28年９月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,077,476 2,530,503

受取手形・完成工事未収入金等 843,865 525,487

未成工事支出金 33,387 153,408

販売用不動産 691,034 215,435

不動産事業支出金 641,895 1,208,182

商品及び製品 18,869 21,094

原材料及び貯蔵品 10,427 13,999

仕掛品 10,426 13,177

その他 126,725 93,065

貸倒引当金 △1,255 △3,270

流動資産合計 4,452,853 4,771,084

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 2,016,904 1,972,801

構築物（純額） 29,987 28,280

機械、運搬具及び工具器具備品（純額） 54,628 50,766

土地 4,128,030 4,128,030

リース資産（純額） 20,011 18,577

建設仮勘定 - 23,955

有形固定資産合計 6,249,562 6,222,411

無形固定資産 49,147 57,685

投資その他の資産   

長期貸付金 175,061 94,638

その他 388,885 392,781

貸倒引当金 △13,000 △490

投資その他の資産合計 550,946 486,930

固定資産合計 6,849,655 6,767,026

資産合計 11,302,509 11,538,111
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  （単位：千円）

 
前事業年度

(平成28年３月31日)
当第２四半期会計期間
(平成28年９月30日)

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 512,701 386,025

短期借入金 - 300,000

未成工事受入金 250,480 193,918

引当金 3,994 4,570

その他 256,260 231,701

流動負債合計 1,023,437 1,116,215

固定負債   

退職給付引当金 165,629 173,991

役員退職慰労引当金 129,816 115,816

その他 707,372 713,663

固定負債合計 1,002,819 1,003,471

負債合計 2,026,256 2,119,686

純資産の部   

株主資本   

資本金 310,000 310,000

資本剰余金 310,093 310,093

利益剰余金 9,007,604 9,157,979

自己株式 △397,290 △397,290

株主資本合計 9,230,407 9,380,783

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 45,844 37,640

評価・換算差額等合計 45,844 37,640

純資産合計 9,276,252 9,418,424

負債純資産合計 11,302,509 11,538,111
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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27年４月１日
　至　平成27年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自　平成28年４月１日
　至　平成28年９月30日)

売上高   

完成工事高 1,964,639 1,429,205

不動産事業売上高 822,648 1,350,022

兼業事業売上高 404,151 408,522

売上高合計 3,191,439 3,187,749

売上原価   

完成工事原価 1,894,257 1,339,766

不動産事業売上原価 566,084 1,008,071

兼業事業売上原価 396,948 382,592

売上原価合計 2,857,290 2,730,429

売上総利益   

完成工事総利益 70,381 89,438

不動産事業総利益 256,563 341,950

兼業事業総利益 7,203 25,930

売上総利益合計 334,148 457,319

販売費及び一般管理費 ※ 152,437 ※ 173,787

営業利益 181,710 283,532

営業外収益   

受取利息 1,672 5,618

受取配当金 5,005 4,983

その他 2,041 1,625

営業外収益合計 8,718 12,227

営業外費用   

支払利息 2,120 1,666

その他 3 -

営業外費用合計 2,124 1,666

経常利益 188,305 294,092

特別利益   

固定資産売却益 3,772 -

特別利益合計 3,772 -

税引前四半期純利益 192,078 294,092

法人税、住民税及び事業税 68,000 74,000

法人税等調整額 △3,028 16,861

法人税等合計 64,971 90,861

四半期純利益 127,106 203,231
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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27年４月１日
　至　平成27年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自　平成28年４月１日
　至　平成28年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 192,078 294,092

減価償却費 59,639 60,023

貸倒引当金の増減額（△は減少） - △10,495

賞与引当金の増減額（△は減少） 178 575

退職給付引当金の増減額（△は減少） 7,910 8,361

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,800 △14,000

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △100 -

受取利息及び受取配当金 △6,677 △10,601

支払利息 2,120 1,666

有形固定資産売却損益（△は益） △3,772 -

売上債権の増減額（△は増加） 331,642 326,711

未成工事支出金の増減額（△は増加） 9,875 △120,021

販売用不動産の増減額（△は増加） △88,175 475,599

たな卸資産の増減額（△は増加） 135,659 △574,825

仕入債務の増減額（△は減少） △336,872 △126,676

未成工事受入金の増減額（△は減少） 5,062 △56,562

不動産事業受入金の増減額（△は減少） 100,500 △6,800

未払消費税等の増減額（△は減少） 7,854 △72,827

その他の流動資産の増減額（△は増加） 20 △6,030

その他の流動負債の増減額（△は減少） 47,706 △14,753

その他 △708 △114

小計 468,743 153,323

利息及び配当金の受取額 6,677 11,137

利息の支払額 △2,120 △3,893

法人税等の支払額 △84,318 △2,761

法人税等の還付額 - 77,248

営業活動によるキャッシュ・フロー 388,981 235,053

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 △77,943 △31,325

有形固定資産の売却による収入 3,434 -

投資有価証券の取得による支出 △1,524 △12,081

貸付金の回収による収入 4,995 100,422

その他 △5,109 △84,283

投資活動によるキャッシュ・フロー △76,148 △27,268

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 300,000 300,000

自己株式の取得による支出 △94 -

配当金の支払額 △53,227 △52,850

その他 △1,805 △1,907

財務活動によるキャッシュ・フロー 244,872 245,241

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 557,705 453,027

現金及び現金同等物の期首残高 1,621,831 2,077,476

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 2,179,537 ※ 2,530,503
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【注記事項】

（会計方針の変更）

　（平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用）

　法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応報

告第32号　平成28年６月17日）を第１四半期会計期間に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附属設備及び

構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

　この結果、当第２四半期累計期間に与える影響額は軽微であります。

 

（四半期貸借対照表関係）

 　受取手形裏書譲渡高

 
前事業年度

（平成28年３月31日）
当第２四半期会計期間
（平成28年９月30日）

受取手形裏書譲渡高 22,110千円 25,036千円

 

（四半期損益計算書関係）

※　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２四半期累計期間
（自 平成27年４月１日

　　至 平成27年９月30日）

　当第２四半期累計期間
（自 平成28年４月１日

　　至 平成28年９月30日）

役員報酬 62,424千円 61,897千円

従業員給料手当 30,311 31,371

 

（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

 
前第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）

当第２四半期累計期間
（自 平成28年４月１日
至 平成28年９月30日）

現金及び預金勘定 2,179,537千円 2,530,503千円

現金及び現金同等物 2,179,537 2,530,503
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第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）

　　配当に関する事項

 (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27年６月26日

定時株主総会
普通株式 52,857 15  平成27年３月31日  平成27年６月29日 利益剰余金

 　　　　(2)基準日が当第２四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期会計期間末後

　　　　　　になるもの

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27年11月11日

取締役会
普通株式 35,236 10  平成27年９月30日  平成27年12月15日 利益剰余金

 

 

Ⅱ　当第２四半期累計期間（自　平成28年４月１日　至　平成28年９月30日）

　　配当に関する事項

 (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28年６月28日

定時株主総会
普通株式 52,855 15  平成28年３月31日  平成28年６月29日 利益剰余金

 　　　　(2)基準日が当第２四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期会計期間末後

　　　　　　になるもの

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28年11月11日

取締役会
普通株式 35,236 10  平成28年９月30日  平成28年12月15日 利益剰余金

 

 

（持分法損益等）

　当社の関連会社は、損益等からみて重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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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
 建築 不動産 金属製品 計

売上高       

外部顧客への売上高 1,964,639 822,648 207,353 2,994,641 196,797 3,191,439

セグメント間の内部売上高
又は振替高

- - 3,893 3,893 - 3,893

計 1,964,639 822,648 211,247 2,998,534 196,797 3,195,332

セグメント利益又は損失(△) 70,381 256,563 8,835 335,780 △1,632 334,148

（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、保険代理店事業及びホテル事業

であります。

 

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 335,780

「その他」の区分の損失 △1,632

全社費用（注） △152,437

四半期損益計算書の営業利益 181,710

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
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Ⅱ　当第２四半期累計期間（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
その他
（注）

合計
 建築 不動産 金属製品 計

売上高       

外部顧客への売上高 1,429,205 1,350,022 212,119 2,991,346 196,402 3,187,749

セグメント間の内部売上高
又は振替高

- - 5,142 5,142 - 5,142

計 1,429,205 1,350,022 217,261 2,996,488 196,402 3,192,891

セグメント利益 89,438 341,950 11,892 443,282 14,037 457,319

（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、保険代理店事業及びホテル事業

であります。

 

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 443,282

「その他」の区分の利益 14,037

全社費用（注） △173,787

四半期損益計算書の営業利益 283,532

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
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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27年４月１日
至　平成27年９月30日）

当第２四半期累計期間
（自　平成28年４月１日
至　平成28年９月30日）

　１株当たり四半期純利益金額 36円07銭 57円68銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（千円） 127,106 203,231

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） 127,106 203,231

普通株式の期中平均株式数（千株） 3,523 3,523

　　 （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28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……………………35百万円

(ロ）１株当たりの金額…………………………………10円00銭

(ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日…………平成28年12月15日

　（注）　平成28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28年11月14日

サンユー建設株式会社

取締役会　御中

 

仰星監査法人

 

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 金井　匡志　　印

 

 業務執行社員  公認会計士 原 　伸夫　　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」に掲げられているサンユー建設株

式会社の平成28年４月１日から平成29年３月31日までの第68期事業年度の第２四半期会計期間（平成28年７月１日から平

成28年９月30日まで）及び第２四半期累計期間（平成28年４月１日から平成28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、サンユー建設株式会社の平成28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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