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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
第１四半期
連結累計期間

第66期
第１四半期
連結累計期間

第65期

会計期間
自　平成23年１月１日
至　平成23年３月31日

自　平成24年１月１日
至　平成24年３月31日

自　平成23年１月１日
至　平成23年12月31日

売上高 (千円) 13,735,091 10,714,365 38,705,370

経常利益 (千円) 629,844 449,947 771,580

四半期（当期）純利益 (千円) 370,749 280,563 275,694

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 448,317 311,482 290,155

純資産額 (千円) 21,133,607 21,066,071 20,973,102

総資産額 (千円) 31,772,783 30,418,965 30,080,527

１株当たり四半期（当期）　
純利益金額

(円) 13.66 10.34 10.16

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 (％) 65.6 68.3 68.7

(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な

い。

２　売上高には、消費税等は含まれていない。

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いない。

４　第65期第１四半期連結累計期間の四半期包括利益の算定にあたり、「包括利益の表示に関する会計基準」（企

業会計基準第25号　平成22年６月30日）を適用し、遡及処理している。

　

　

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）において営まれている

事業の内容について、重要な変更はない。

また、主要な関係会社についても異動はない。
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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、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項

のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は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」についての重要な変更はない。

　なお、重要事象等は存在していない。

　

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ない。

　

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社グループ（当社及び連結子

会社）が判断したものである。

(1) 業績の状況

　当社グループの主な事業領域である情報通信分野においては、光アクセス網の拡充が進むとともにス

マートフォン等移動体分野における通信の高速化・サービスの高品質化がさらに広がりを見せており通

信事業者間における顧客獲得に向け、熾烈な料金、サービス競争が展開され、引き続き、受注価格面におい

て厳しい状況が続いている。

　このような状況のもと、当第１四半期連結累計期間の受注高は105億13百万円（前年同期比27.1%増）、

地域情報通信基盤整備工事の売上が集中した前年同期と比べ、売上高は107億14百万円（前年同期比

22.0%減）、営業利益は３億53百万円（前年同期比37.0%減）、経常利益は４億49百万円（前年同期比

28.6%減）、四半期純利益は２億80百万円（前年同期比24.3%減）となった。

セグメントの業績を示すと、次のとおりである。

（建設事業）

ブロードバンドサービス関連投資や既存設備の取替等のインフラ設備工事等の増加により、受注高

は90億47百万円（前年同期比27.4%増）となったが、完成工事高は前期繰越工事の減少により92億48百

万円（前年同期比26.4%減）、セグメント利益は４億74百万円（前年同期比30.9%減）となった。

（販売事業）

ＯＡ機器及びソフトウェアや、各種キャンペーンにおける販売活動に取り組んだ結果、受注高・売上

高は12億21百万円（前年同期比33.9%増）、セグメント利益は８百万円（前年同期比17.9%増）となっ

た。

（その他）

不動産関連事業や警備・運送・リース業の受注高・売上高は２億44百万円（前年同期比5.3%減）、

セグメント利益は16百万円（前年同期比29.9%増）となった。

　

EDINET提出書類

株式会社ソルコム(E00211)

四半期報告書

 3/16



　

(2) 財政状態の分析

（資産）

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて３億38百万円増加し304億18百

万円となった。流動資産は、前連結会計年度末に比べて４億85百万円増加し144億59百万円となった。こ

れは主に、現金預金が９億85百万円、受取手形・完成工事未収入金等が５億78百万円増加し、未成工事

支出金が９億97百万円減少したことなどによるものである。固定資産は、前連結会計年度末に比べて１

億47百万円減少し159億59百万円となった。これは主に、リース資産が１億62百万円減少したことなど

によるものである。

 

（負債）

当第１四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べて２億45百万円増加し93億52

百万円となった。流動負債は、前連結会計年度末に比べて３億94百万円増加し52億29百万円となった。

これは主に、支払手形・工事未払金等が１億33百万円、未払法人税等が１億27百万円、賞与引当金が１

億91百万円増加し、未成工事受入金が１億72百万円減少したことなどによるものである。固定負債は、

前連結会計年度末に比べて１億48百万円減少し41億23百万円となった。これは主に、退職給付引当金が

58百万円、役員退職慰労引当金が40百万円減少したことなどによるものである。

 

（純資産）

当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べて92百万円増加し、210億66

百万円となった。これは主に、配当金２億17百万円の支払いがあるものの四半期純利益が２億80百万円

となったことなどによるものである。

　

(3) 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、当連結会社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ない。

　

(4) 研究開発活動

　当第１四半期連結累計期間の研究開発費の総額は６百万円である。
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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 100,000,000

計 100,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成24年３月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成24年５月15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 29,559,91829,559,918
東京証券取引所
（市場第二部）

単元株式数
1,000株

計 29,559,91829,559,918― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項なし。

　

(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】

該当事項なし。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項なし。

　

(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
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

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24年３月31日 ─ 29,559 ─ 2,324,732─ 1,461,738

　

(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、記載事項はない。
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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ず、記

載することができないことから、直前の基準日（平成23年12月31日）に基づく株主名簿による記載をし

ている。

① 【発行済株式】

　 　 　 平成23年12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

2,428,000
― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

26,887,000
26,887 ―

単元未満株式
普通株式

244,918
― ―

発行済株式総数 29,559,918― ―

総株主の議決権 ― 26,887 ―

(注)　「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式201株が含まれている。

　

② 【自己株式等】

　 　 平成23年12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)
株式会社ソルコム

広島市中区南千田東町
２番32号

2,428,000― 2,428,0008.21

計 ― 2,428,000― 2,428,0008.21

(注)　当第１四半期連結会計期間末の自己名義所有株式数は、2,430,000株である。

　

　

２ 【役員の状況】

該当事項無し。
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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

いる。

　

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１月１日

から平成24年３月31日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成24年１月１日から平成24年３月31日まで)

に係る四半期連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により四半期レビューを受けている。
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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23年12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年３月31日)

資産の部

流動資産

現金預金 2,210,329 3,196,052

受取手形・完成工事未収入金等 ※１
 5,943,361

※１
 6,521,563

有価証券 20,147 20,151

商品 446,009 289,540

仕掛品 35,635 35,023

材料貯蔵品 95,683 79,751

未成工事支出金 4,246,708 3,249,365

その他のたな卸資産 410,749 395,371

繰延税金資産 110,183 234,047

その他 466,832 451,384

貸倒引当金 △12,138 △12,799

流動資産合計 13,973,502 14,459,454

固定資産

有形固定資産

建物・構築物（純額） 3,468,858 3,418,255

機械、運搬具及び工具器具備品（純額） 367,246 351,963

土地 6,857,373 6,857,373

リース資産（純額） 657,164 494,745

有形固定資産合計 11,350,643 11,122,337

無形固定資産 173,876 159,286

投資その他の資産

投資有価証券 3,121,001 3,167,434

繰延税金資産 1,098,130 1,077,850

その他 461,852 547,936

貸倒引当金 △98,479 △115,334

投資その他の資産合計 4,582,504 4,677,886

固定資産合計 16,107,025 15,959,510

資産合計 30,080,527 30,418,965
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成23年12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 3,044,118 3,177,544

短期借入金 149,601 144,786

リース債務 217,978 230,143

未払法人税等 155,067 282,538

未払消費税等 209,840 211,912

未払費用 71,926 83,024

未成工事受入金 438,052 265,058

完成工事補償引当金 6,473 5,941

賞与引当金 114,734 306,374

役員賞与引当金 2,500 625

工事損失引当金 18,990 45,340

その他 406,479 476,505

流動負債合計 4,835,761 5,229,795

固定負債

長期借入金 76,835 68,717

リース債務 650,991 610,235

退職給付引当金 3,314,420 3,256,227

役員退職慰労引当金 208,153 167,394

その他 21,262 20,525

固定負債合計 4,271,663 4,123,099

負債合計 9,107,425 9,352,894

純資産の部

株主資本

資本金 2,324,732 2,324,732

資本剰余金 1,462,370 1,462,370

利益剰余金 17,449,457 17,512,966

自己株式 △653,675 △654,159

株主資本合計 20,582,885 20,645,911

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 95,214 123,236

その他の包括利益累計額合計 95,214 123,236

少数株主持分 295,001 296,923

純資産合計 20,973,102 21,066,071

負債純資産合計 30,080,527 30,418,965
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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：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成23年１月１日
 至 平成23年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年１月１日
 至 平成24年３月31日)

売上高

完成工事高 12,565,113 9,248,462

兼業事業売上高 1,169,978 1,465,903

売上高合計 13,735,091 10,714,365

売上原価

完成工事原価 11,670,379 8,582,721

兼業事業売上原価 977,555 1,268,836

売上原価合計 12,647,934 9,851,558

売上総利益

完成工事総利益 894,734 665,740

兼業事業総利益 192,423 197,066

売上総利益合計 1,087,157 862,807

販売費及び一般管理費 525,531 509,240

営業利益 561,625 353,566

営業外収益

受取利息 681 609

受取賃貸料 42,670 45,457

持分法による投資利益 11,031 19,017

その他 17,265 33,415

営業外収益合計 71,648 98,499

営業外費用

支払利息 2,593 1,624

その他 836 493

営業外費用合計 3,429 2,118

経常利益 629,844 449,947

特別利益

固定資産売却益 870 2,228

特別利益合計 870 2,228

特別損失

固定資産除却損 255 4,906

投資有価証券評価損 1,160 －

特別損失合計 1,415 4,906

税金等調整前四半期純利益 629,300 447,268

法人税、住民税及び事業税 104,261 266,392

法人税等調整額 150,455 △102,584

法人税等合計 254,717 163,808

少数株主損益調整前四半期純利益 374,582 283,460

少数株主利益 3,833 2,897

四半期純利益 370,749 280,563
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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：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成23年１月１日
 至 平成23年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年１月１日
 至 平成24年３月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 374,582 283,460

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 73,734 28,540

持分法適用会社に対する持分相当額 － △519

その他の包括利益合計 73,734 28,021

四半期包括利益 448,317 311,482

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 444,484 308,580

少数株主に係る四半期包括利益 3,833 2,901
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【追加情報】

当第１四半期連結累計期間
(自  平成24年１月１日  至  平成24年３月31日)

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用）

　当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及

び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号　平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の

訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号　平成21年12月４日）を適用している。

　

【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

※１　第１四半期連結会計期間末日が金融機関の休日につき、第１四半期連結会計期間末日満期手形は手形

交換日に入金の処理をする方法によった。

　当第１四半期連結会計期間末日満期手形の金額は次のとおりである。
　

　
　　　　前連結会計年度

　　　　（平成23年12月31日）
　　　　当第１四半期連結会計期間
　　　　（平成24年３月31日）

受取手形 4,918千円 10,830千円

　

(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ない。なお、第

１四半期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりである。
　

　
　　　　前第１四半期連結累計期間
　　　　（自　平成23年１月１日
　　　　　　至　平成23年３月31日）

　　　　当第１四半期連結累計期間
　　　　（自　平成24年１月１日
　　　　　　至　平成24年３月31日）

減価償却費 173,808千円 169,141千円

　

(株主資本等関係)

前第１四半期連結累計期間(自　平成23年１月１日　至　平成23年３月31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23年３月30日
定時株主総会

普通株式 217,088 ８ 平成22年12月31日 平成23年３月31日 利益剰余金

　

２　基準日が当第１四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１四半期連結会計期

間の末日後となるもの。

該当事項なし。

　
当第１四半期連結累計期間(自　平成24年１月１日　至　平成24年３月31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24年３月29日
定時株主総会

普通株式 217,053 ８ 平成23年12月31日 平成24年３月30日 利益剰余金

　

２　基準日が当第１四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１四半期連結会計期

間の末日後となるもの。

該当事項なし。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ  前第１四半期連結累計期間(自  平成23年１月１日  至  平成23年３月31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)

　

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建設事業 販売事業 計

売上高 　 　 　 　 　 　 　

外部顧客への売上高 12,565,113912,13113,477,244257,84613,735,091─ 13,735,091

セグメント間の内部
売上高又は振替高

─ 949,046949,04615,904964,950△964,950 ─

計 12,565,1131,861,17714,426,290273,75114,700,042△964,95013,735,091

セグメント利益 686,7247,523694,24712,367706,614△144,989561,625

(注) １　その他には不動産関連、警備、運送及びリースに関する事業を含んでいる。

２　セグメント利益の調整額△144,989千円は、主に各報告セグメントに配分していない提出会社の本社管理部門

に係る費用である。

３　セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っている。

　

Ⅱ  当第１四半期連結累計期間(自  平成24年１月１日  至  平成24年３月31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)

　

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建設事業 販売事業 計

売上高 　 　 　 　 　 　 　

外部顧客への売上高 9,248,4621,221,66010,470,123244,24210,714,365─ 10,714,365

セグメント間の内部
売上高又は振替高

─ 853,446853,44625,432878,878△878,878 ─

計 9,248,4622,075,10711,323,569269,67411,593,244△878,87810,714,365

セグメント利益 474,7288,873483,60216,063499,665△146,099353,566

(注) １　その他には不動産関連、警備、運送及びリースに関する事業を含んでいる。

２　セグメント利益の調整額△146,099千円は、主に各報告セグメントに配分していない提出会社の本社管理部門

に係る費用である。

３　セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っている。
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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並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及

び算定上の基礎は、以下のとおりである。

　

項目
前第１四半期連結累計期間
(自　平成23年１月１日
至　平成23年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成24年１月１日
至　平成24年３月31日)

１株当たり四半期純利益金額 13円66銭 10円34銭

（算定上の基礎） 　 　

　四半期純利益金額(千円) 370,749 280,563

　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) 370,749 280,563

　普通株式の期中平均株式数(株) 27,135,093 27,130,973

(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いない。
　

　
２ 【その他】

該当事項なし。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項なし。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成24年５月15日

株式会社ソルコム

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    尾　﨑　更　三　　印

　
指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    髙　山　裕　三    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
会社ソルコムの平成24年１月１日から平成24年12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１月１日から平成24年３月31日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成24年１月１日から平成24年３
月31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、株式会社ソルコム及び連結子会社の平成24年
３月31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。
　
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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