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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73期

第１四半期連結
累計期間

第74期
第１四半期連結
累計期間

第73期

会計期間

自平成24年
４月１日
至平成24年
６月30日

自平成25年
４月１日
至平成25年
６月30日

自平成24年
４月１日
至平成25年
３月31日

売上高（千円） 1,175,1472,525,5347,532,490

経常利益

又は経常損失（△）（千円）
△37,955 95,521 44,608

四半期（当期）純利益

又は四半期純損失（△）（千円）
△39,753 42,572 30,247

四半期包括利益又は包括利益

（千円）
△43,708 66,297 61,480

純資産額（千円） 3,793,2833,913,3793,898,472

総資産額（千円） 6,173,2657,275,5578,076,414

１株当たり四半期（当期）純利益

金額又は１株当たり四半期純損失

金額（△）（円）

△5.41 5.80 4.12

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（％） 61.45 53.79 48.27

（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73期及び第74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（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、アベノミクスによる株高から消費持ち直しが顕在化するとと

もに、米中両国の経済回復に牽引され、輸出採算も改善する等、緩やかに回復してまいりました。

建設業界におきましては、継続的な労務費の上昇と原材料価格の高騰から、受注済工事の採算維持が困難となる

ケースも表れ、厳しい状況が続いております。また運輸業界におきましても、国内貨物輸送量は微増しているもの

の、燃料価格の高止まりが経営を圧迫しております。

このような状況の下で、当企業グループは、主たる建設事業の受注獲得に全社をあげて注力してまいりました結

果、当第１四半期連結累計期間の建設事業の受注高は、土木工事の受注が順調に推移したことから、前年同期比14億

18百万円増加の37億79百万円となり、通期受注計画100億円に対する進捗率は37.8％となっております。

売上高につきましては、運輸事業において積載物メーカーの設備点検に伴う操業一時停止の影響を受け、輸送の

減少を余儀なくされましたが、建設事業については期首繰越工事高が前期比大幅に増加してのスタートであったこ

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13億50百万円増加の25億25百万円となりました。

次に、利益につきましては建設事業の増収と完成工事総利益率の回復から、当第１四半期連結累計期間の営業利

益は87百万円で前年同期比１億34百万円の増益、経常利益は95百万円で前年同期比１億33百万円の増益となりまし

た。

また、土地の有効活用を開始するにあたり、不用となる見込みの建物に対し、減損損失を実施したことを主とし

て、特別損失23百万円を計上いたしましたが、四半期純利益につきましては前年同期比82百万円増益の42百万円と

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 24億72百万円（前年同期比 122.9％増） 81百万円（前年同期は △55百万円の損失）

・運輸事業 53百万円（前年同期比  19.2％減） ６百万円 （前年同期比 33.4％減）

　

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56億24百万円となり、前連結会計年度末に比べ８億11百万円減

少いたしました。これは主に前連結会計年度末の債務の支払が進んだことにより、現金預金が６億99百万円減少す

るとともに、受取手形・完成工事未収入金等が94百万円減少したことによるものであります。固定資産は16億50百

万円となり、前連結会計年度末に比べ10百万円増加いたしました。これは建物・構築物が17百万円減少する一方、投

資有価証券が29百万円増加したことによるものであります。

  この結果、資産合計は72億75百万円となり、前連結会計年度末に比べ８億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30億38百万円となり、前連結会計年度末に比べ８億１百万円減

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決済の進展により減少し、新たな支払債務の発生が少

なかったことから、支払手形・工事未払金等が５億42百万円減少するとともに、未成工事受入金が２億81百万円減

少したことによるものであります。

　固定負債は３億23百万円となり、前連結会計年度末に比べ14百万円減少いたしました。これは主に役員退職慰労引

当金が10百万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、33億62百万円となり、前連結会計年度末に比べ８億15百万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39億13百万円となり、前連結会計年度末に比べ14百万円増加

いたしました。これは主に、その他有価証券評価差額金の増加23百万円、及び利益剰余金の減少８百万円によるもの

であります。

  この結果、自己資本比率は53.8％（前連結会計年度末は48.3％）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25年６月30日）

提出日現在
発行数（株）

（平成25年８月９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25年４月１日～
平成25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25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25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25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25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25年４月１日から平成

25年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成25年４月１日から平成25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25年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

資産の部

流動資産

現金預金 4,159,867 3,460,188

受取手形・完成工事未収入金等 ※2
 2,052,282

※2
 1,957,358

未成工事支出金 28,571 65,271

不動産事業支出金 403 403

材料貯蔵品 1,789 1,033

繰延税金資産 26,326 19,055

その他 187,308 141,563

貸倒引当金 △20,270 △20,230

流動資産合計 6,436,278 5,624,644

固定資産

有形固定資産

建物・構築物 427,598 409,845

機械、運搬具及び工具器具備品 255,718 257,897

土地 721,959 721,959

減価償却累計額 △533,363 △537,526

有形固定資産合計 871,912 852,176

無形固定資産 9,945 12,448

投資その他の資産

投資有価証券 603,071 632,374

会員権 69,400 69,400

繰延税金資産 88,288 87,016

その他 43,678 43,656

貸倒引当金 △46,160 △46,160

投資その他の資産合計 758,278 786,288

固定資産合計 1,640,135 1,650,912

資産合計 8,076,414 7,275,557
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 ※2
 3,167,460 2,624,929

未払法人税等 6,935 24,760

未成工事受入金 562,034 280,553

完成工事補償引当金 7,000 6,000

工事損失引当金 5,400 2,800

賞与引当金 37,500 20,200

その他 53,017 79,023

流動負債合計 3,839,346 3,038,266

固定負債

退職給付引当金 237,568 233,614

役員退職慰労引当金 100,886 90,157

その他 140 140

固定負債合計 338,595 323,911

負債合計 4,177,941 3,362,178

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 2,705,797 2,696,979

自己株式 △46,217 △46,217

株主資本合計 3,855,205 3,846,387

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 43,267 66,992

その他の包括利益累計額合計 43,267 66,992

純資産合計 3,898,472 3,913,379

負債純資産合計 8,076,414 7,275,557
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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24年４月１日
　至　平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年６月30日)

売上高 1,175,147 2,525,534

売上原価 1,118,291 2,323,682

売上総利益 56,856 201,852

販売費及び一般管理費 102,998 113,964

営業利益又は営業損失（△） △46,142 87,887

営業外収益

受取利息 2,699 1,047

受取配当金 3,710 4,132

受取賃貸料 866 846

還付加算金 － 2,135

その他 1,858 534

営業外収益合計 9,134 8,696

営業外費用

賃貸費用 820 936

その他 127 126

営業外費用合計 947 1,063

経常利益又は経常損失（△） △37,955 95,521

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 －

固定資産除却損 － 1,135

貸倒引当金繰入額 110 －

減損損失 － 21,880

特別損失合計 30,653 23,015

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△49,033 72,505

法人税、住民税及び事業税 5,280 25,274

法人税等調整額 △14,560 4,659

法人税等合計 △9,279 29,933

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△39,753 42,572

四半期純利益又は四半期純損失（△） △39,753 42,572
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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24年４月１日
　至　平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△39,753 42,572

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △3,954 23,725

その他の包括利益合計 △3,954 23,725

四半期包括利益 △43,708 66,297

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △43,708 66,297

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

１　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25年３月31日）
当第１四半期連結会計期間
（平成25年６月30日）

ヤング開発㈱ 14,600千円 14,600千円

　

※２　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25年３月31日）
当第１四半期連結会計期間
（平成25年６月30日）

受取手形 20,394千円 14,810千円

支払手形 315,938千円 －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24年４月１日
至  平成24年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自  平成25年４月１日
至  平成25年６月30日）

減価償却費 7,134千円 5,781千円

　

（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

　

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成25年４月１日　至　平成25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
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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。

　

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成25年４月１日　至　平成25年６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）

 建設事業 運輸事業
合　計
（注）

売上高    

(1）外部顧客への売上高 2,472,269 53,265 2,525,534

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － －

計 2,472,269 53,265 2,525,534

セグメント利益 81,835 6,052 87,887

（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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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額又は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24年４月１日
至　平成24年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成25年４月１日
至　平成25年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期

純損失金額（△）
△5円41銭 5円80銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額又は四半期純損失金額（△）

（千円）
△39,753 42,572

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又は普通株式

に係る四半期純損失金額（△）

（千円）

△39,753 42,572

普通株式の期中平均株式数（株） 7,341,507 7,341,507

（注）当第１四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在してい

ないため記載しておりません。前第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。

　

（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25年８月７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25年４月１日から平成26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25年４月１日から平成
25年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成25年４月１日から平成25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25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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