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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１四半期連結
累計期間

第73期
第１四半期連結
累計期間

第72期

会計期間

自平成23年
４月１日
至平成23年
６月30日

自平成24年
４月１日
至平成24年
６月30日

自平成23年
４月１日
至平成24年
３月31日

売上高（千円） 1,351,0771,175,14710,196,555

経常利益

又は経常損失（△）（千円）
△9,865 △37,955 384,964

当期純利益

又は四半期純損失（△）（千円）
△8,847 △39,753 190,268

四半期包括利益又は包括利益

（千円）
△17,036 △43,708 176,621

純資産額（千円） 3,694,7253,793,2833,888,382

総資産額（千円） 6,498,0396,173,2658,600,358

１株当たり当期純利益金額又は１

株当たり四半期純損失金額（△）

（円）

△1.21 △5.41 25.92

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（％） 56.86 61.45 45.21

（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．第72期の潜在株式調整後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。第72期第1四半期連結累計期間及び第73期第１四半期連結累計期間の潜在株式調整後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、潜在株式が存在していないため記載しておりません。

 

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１四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の重要な変更はありません。

 

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１四半期連結累計期間における我が国経済は、復興関連需要が堅調に推移するもと、消費者マインドの改善に

加え、自動車に対する需要刺激策の効果から、個人消費も増加傾向を示すなど、緩やかな持ち直し基調を維持してま

いりました。

　建設業界におきましては、震災復興関連を中心に公共工事請負金額は増加しましたが、一部地域に偏り、国内全体

での設備投資意欲は低迷を続けております。また、運輸業界におきましても、積載量は一向に伸びず、経営環境は依

然として厳しい状況で推移いたしました。

　このような状況の下で、当企業グループは、主力たる建設事業の受注獲得に全力を注ぎました結果、当第１四半期

連結累計期間の建設事業の受注高は、前年同期比１億64百万円増の23億61百万円となり、通期受注計画100億円に対

する進捗率は23.6％となっております。

売上高につきましては、運輸事業の売上高は堅調に推移しましたが、建設事業は期首繰越工事高が前期比減少し

てのスタートであったこと、及び一部受注済工事において計画変更等により着工に遅れが生じたことから、当第１

四半期連結累計期間の売上高は前年同期比１億75百万円減の11億75百万円となりました。

また、利益につきましても建設事業の減収、及び受注競争激化による粗利益率の低下を受け、当第１四半期連結累

計期間の営業損失は46百万円で前年同期比20百万円の減益、経常損失は37百万円で前年同期比28百万円の減益とな

りました。また、収用補償金17百万円を特別利益に計上する一方、株価下落に伴う投資有価証券評価損30百万円によ

り、四半期純損失は39百万円と前年同期に比べて30百万円の減益となりました。

　

　セグメントの業績は、次のとおりであります。

 売上高 セグメント利益又はセグメント損失（△）

・建設事業 11億９百万円（前年同期比 14.0％減） △55百万円（前年同期は 32百万円の損失）

・運輸事業 65百万円（前年同期比  7.0％増） ９百万円 （前年同期比 37.2％増）

　

連結財政状態

（資産）

　当第１四半期連結会計期間末における流動資産は44億45百万円となり、前連結会計年度末に比べ、23億90百万円減

少いたしました。これは主に前連結会計年度末の受取債権が工事の完成・引渡の進展により回収が促進される一

方、受注済工事の一部が計画変更等により着工が遅れたため新たな受取債権の発生が少なく、受取手形・完成工事

未収入金等が23億33百万円減少したこと、及び現金預金が86百万円減少したことによるものであります。固定資産

は17億27百万円となり、前連結会計年度末に比べ、36百万円減少いたしました。これは主に投資有価証券が30百万円

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61億73百万円となり、前連結会計年度末に比べ、24億27百万円減少いたしました。

　　

（負債）

　当第１四半期連結会計期間末における流動負債は20億54百万円となり、前連結会計年度末に比べ、23億34百万円減

少いたしました。これは主に前連結会計年度末の支払債務が支払の進展により減少する一方、工事着工の遅れによ

り、新たな支払債務の発生が少なく、支払手形・工事未払金等が19億29百万円減少したこと、及びその他流動負債が

３億46百万円減少したことによるものであります。固定負債は３億25百万円となり、前連結会計年度末に比べ、２百

万円増加いたしました。

　この結果、負債合計は23億79百万円となり、前連結会計年度末に比べ、23億31百万円減少いたしました。
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（純資産）

　当第１四半期連結会計期間末における純資産合計は37億93百万円となり、前連結会計年度末に比べ、95百万円減少

いたしました。これは主に利益剰余金の減少91百万円によるものであります。

　この結果、自己資本比率は61.4％（前連結会計年度末は45.2％）となりました。

　

(2）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。

(3）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１四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成24年６月30日）

提出日現在
発行数（株）

（平成24年８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 7,500,000 同左　　
㈱大阪証券取引所

（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24年４月１日～
平成24年６月30日

－ 7,500,000 － 723,000 － 472,625

 

（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、記載事項はありません。
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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（平成24年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしております。

①【発行済株式】

 平成24年６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 7,338,000 7,338 同上

単元未満株式 普通株式 4,000 －
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 － 7,338 －

 

②【自己株式等】

 平成24年６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

　（注）　当第１四半期会計期間末日現在の所有株式数（自己名義所有株式数）及び発行済株式総数に対する所有株式数

の割合は、直前の基準日（平成24年３月31日）以降、変更はありません。

 

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１四半期連結会計期間（平成24年４月１日から平成

24年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24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24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

資産の部

流動資産

現金預金 2,856,989 2,770,523

受取手形・完成工事未収入金等 ※
 3,919,211

※
 1,585,834

未成工事支出金 57,808 31,491

不動産事業支出金 403 403

材料貯蔵品 2,120 1,623

繰延税金資産 34,201 48,590

その他 31,415 46,124

貸倒引当金 △66,300 △39,300

流動資産合計 6,835,851 4,445,292

固定資産

有形固定資産

建物・構築物 380,532 380,209

機械、運搬具及び工具器具備品 266,645 253,703

土地 716,707 716,679

減価償却累計額 △528,380 △519,051

有形固定資産合計 835,504 831,541

無形固定資産 12,629 11,914

投資その他の資産

投資有価証券 764,759 734,229

会員権 69,400 69,400

繰延税金資産 85,214 83,348

その他 43,049 43,699

貸倒引当金 △46,050 △46,160

投資その他の資産合計 916,373 884,517

固定資産合計 1,764,507 1,727,973

資産合計 8,600,358 6,173,265
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 3,793,786 1,863,837

未払法人税等 70,027 6,378

未成工事受入金 54,756 73,610

完成工事補償引当金 11,000 12,000

工事損失引当金 － 3,200

賞与引当金 38,500 21,300

その他 420,897 74,075

流動負債合計 4,388,967 2,054,401

固定負債

退職給付引当金 217,474 228,982

役員退職慰労引当金 105,374 96,457

その他 160 140

固定負債合計 323,008 325,580

負債合計 4,711,975 2,379,981

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 2,726,940 2,635,796

自己株式 △46,217 △46,217

株主資本合計 3,876,348 3,785,203

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 12,034 8,080

その他の包括利益累計額合計 12,034 8,080

純資産合計 3,888,382 3,793,283

負債純資産合計 8,600,358 6,173,265
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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４月１日
　至　平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年６月30日)

売上高 1,351,077 1,175,147

売上原価 1,258,925 1,118,291

売上総利益 92,151 56,856

販売費及び一般管理費 117,890 102,998

営業損失（△） △25,739 △46,142

営業外収益

受取利息 4,821 2,699

受取配当金 4,008 3,710

受取賃貸料 5,234 866

その他 2,927 1,858

営業外収益合計 16,991 9,134

営業外費用

賃貸費用 1,016 820

その他 102 127

営業外費用合計 1,118 947

経常損失（△） △9,865 △37,955

特別利益

固定資産売却益 － 1,859

収用補償金 － 17,716

特別利益合計 － 19,575

特別損失

投資有価証券評価損 － 30,543

貸倒引当金繰入額 150 110

特別損失合計 150 30,653

税金等調整前四半期純損失（△） △10,015 △49,033

法人税、住民税及び事業税 2,817 5,280

法人税等調整額 △3,985 △14,560

法人税等合計 △1,168 △9,279

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △8,847 △39,753

四半期純損失（△） △8,847 △39,753
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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４月１日
　至　平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △8,847 △39,753

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △8,188 △3,954

その他の包括利益合計 △8,188 △3,954

四半期包括利益 △17,036 △43,708

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △17,036 △43,708

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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【会計方針の変更等】

（減価償却方法の変更）

　当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取得し

た有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却法方法に変更しております。

　なお、この変更による四半期連結財務諸表に与える影響は軽微であります。　

　

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

※　四半期連結会計期間末日満期手形

満期手形の会計処理については、手形交換日をもって処理しております。なお、当四半期連結会計期間末日が金融機

関の休業日であったため、当該休業日を満期日とする下記の手形が当四半期連結会計期間末残高に含まれておりま

す。

　
前連結会計年度

（平成24年３月31日）
当第１四半期連結会計期間
（平成24年６月30日）

受取手形 3,181千円 21,533千円

　

（四半期連結損益計算書関係）

該当事項はありません。　

　

（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おりません。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、次のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自  平成23年４月１日
至  平成23年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自  平成24年４月１日
至  平成24年６月30日）

減価償却費 6,816千円 7,134千円

　

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年６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23年６月24日

定時株主総会
普通株式 51,390 ７  平成23年３月31日 平成23年６月27日利益剰余金

　

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成24年４月１日　至　平成24年６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24年６月25日

定時株主総会
普通株式 51,390 ７　  平成24年３月31日 平成24年６月26日利益剰余金
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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４月１日　至　平成23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：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 1,289,448 61,628 1,351,077

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － －

計 1,289,448 61,628 1,351,077

セグメント利益

又はセグメント損失（△）
△32,356 6,617 △25,739

（注）セグメント利益又はセグメント損失（△）の合計額は、四半期連結損益計算書の営業損失と一致して

おります。

　

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成24年４月１日　至　平成24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：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 1,109,201 65,945 1,175,147

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － －

計 1,109,201 65,945 1,175,147

セグメント利益

又はセグメント損失（△）
△55,224 9,082 △46,142

（注）セグメント利益又はセグメント損失（△）の合計額は、四半期連結損益計算書の営業損失と一致して

おります。
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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１四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成24年４月１日
至　平成24年６月30日）

１株当たり四半期純損失金額（△） △1円21銭 △5円41銭

（算定上の基礎）   

四半期純損失金額（△）（千円） △8,847 △39,753

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）
△8,847 △39,753

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、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が

存在してい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。

EDINET提出書類

株式会社ソネック(E00279)

四半期報告書

15/16



 独立監査人の四半期レビュー報告書 

 

   平成24年８月８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 岡　本　　健一郎　　　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24年４月１日から平成25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（平成24年４月１日から平成
24年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24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。
　
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24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。

２．四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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