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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年3月期第2四半期 2,432 △37.4 △127 ― △114 ― △112 ―
24年3月期第2四半期 3,885 △17.8 54 △61.0 80 △54.1 23 △75.4

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 △112百万円 （―％） 24年3月期第2四半期 7百万円 （△88.4％）

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

25年3月期第2四半期 △15.31 ―
24年3月期第2四半期 3.17 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第2四半期 5,637 3,724 66.1
24年3月期 8,600 3,888 45.2
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  3,724百万円 24年3月期  3,888百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無   

年間配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

24年3月期 ― 0.00 ― 7.00 7.00
25年3月期 ― 0.00
25年3月期（予想） ― 7.00 7.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）  
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無   

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 7,500 △26.4 △105 ― △90 ― △110 ― △14.98



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく
四半期連結財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際
の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期
決算短信【添付資料】３ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

※  注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期2Q 7,500,000 株 24年3月期 7,500,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 158,493 株 24年3月期 158,493 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 7,341,507 株 24年3月期2Q 7,341,507 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、復興需要や底堅い個人消費、住宅投資などが景気を下支えし

たものの、欧州や新興国の景気減速影響が国内各業種に波及したことから、依然踊り場で推移してまいりました。

建設業界におきましては、大手・準大手の建設会社は震災関連工事により受注高を伸ばしましたが、中堅以下の

ゼネコンまでには至らず、両者の格差が拡大する格好となりました。また、運輸業界におきましても、貨物の荷動

きを示す貨物回転率等の指標は依然低く、経営環境は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ものの、当第２四

半期連結累計期間の建設事業の受注高は、前年同期比６億32百万円減の43億48百万円となり、通期受注計画100億

円に対する進捗率は43.5％にとどまりました。 

売上高につきましても、運輸事業の売上高は堅調に推移しましたが、建設事業は受注高の減少及び一部受注済工

事の着工に遅れが生じたことから、当第２四半期連結累計期間の売上高は前年同期比14億53百万円減の24億32百万

円となりました。 

一方、利益につきましても建設事業の減収影響と、外注費及び資材価格上昇による粗利益率の低下が重なり、当

第２四半期連結累計期間の営業損失は１億27百万円で前年同期比１億82百万円の減益、経常損失は１億14百万円で

前年同期比１億94百万円の減益となりました。また、土地一部収用補償金17百万円等の特別利益、及び株価下落に

伴う投資有価証券評価損51百万円等の特別損失により、四半期純損失については１億12百万円と前年同期に比べて

１億35百万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。 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

当第２四半期連結会計期間末における流動資産は38億70百万円となり、前連結会計年度末に比べ、29億65百万円

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の回収が促進される一方、建設事業の完工高が低調に

推移したことから、受取手形・完成工事未収入金等が27億19百万円減少し、また、現金預金が３億96百万円減少し

たことによるものであります。固定資産は17億66百万円となり、前連結会計年度末に比べ、２百万円増加いたしま

した。これは主に建物・構築物が44百万円増加し、投資有価証券が43百万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56億37百万円となり、前連結会計年度末に比べ、29億63百万円減少いたしました。 

    

（負債） 

当第２四半期連結会計期間末における流動負債は15億80百万円となり、前連結会計年度末に比べ、28億８百万円

減少いたしました。これは主に未成工事受入金が２億81百万円増加する一方、前連結会計年度末の支払債務が、決

済の進展により減少、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27億42百万円減少したこと、及

びその他流動負債が３億44百万円減少したこと等によるものであります。固定負債は３億32百万円となり、前連結

会計年度末に比べ、９百万円増加いたしました。 

この結果、負債合計は19億12百万円となり、前連結会計年度末に比べ、27億99百万円減少いたしました。 

  

（純資産） 

当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は37億24百万円となり、前連結会計年度末に比べ、１億63百万

円減少いたしました。これは主に利益剰余金の減少１億63百万円によるものであります。 

この結果、自己資本比率は66.1％（前連結会計年度末は45.2％）となりました。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

  売  上  高 セグメント利益又はセグメント損失（△） 

・建設事業 23億２百万円（前年同期比 ％減） 38.7 △１億46百万円 （前年同期は 36百万円の利益）

・運輸事業 １億29百万円（前年同期比  ％増） 0.4 18百万円 （前年同期比 ％増）3.1
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（キャッシュ・フローの状況） 

当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、24億54百万円となり、

前連結会計年度末より３億96百万円減少いたしました。 

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

  

①営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動によるキャッシュ・フローは、３億11百万円の資金の減少となりました。その主な要因は、売上債権の

減少27億19百万円、未成工事受入金の増加２億81百万円等により資金が増加する一方、仕入債務が27億52百万円

減少したことに加え、預り金の減少２億78百万円、及び税金等調整前四半期純損失１億53百万円等により資金が

減少したことによるものであります。（前第２四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、６

億85百万円の資金の増加）  

  

②投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動によるキャッシュ・フローは、33百万円の資金の減少となりました。その主な要因は、有形固定資産の

取得による支出30百万円、及び投資有価証券の取得による支出４百万円等により資金が減少したものでありま

す。（前第２四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、11百万円の資金の減少） 

  

③財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動によるキャッシュ・フローは、51百万円の資金の減少となりました。その要因は、配当金の支払額51百

万円によるものであります。（前第２四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、51百万円の

資金の減少） 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成24年10月19日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。      
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（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。   

     

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

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

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方法に変更しております。 

 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。 

   

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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３．四半期連結財務諸表 
（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２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 2,856,989 2,460,162

受取手形・完成工事未収入金等 3,919,211 1,200,037

未成工事支出金 57,808 97,164

不動産事業支出金 403 403

材料貯蔵品 2,120 1,199

繰延税金資産 34,201 82,510

その他 31,415 67,964

貸倒引当金 △66,300 △39,300

流動資産合計 6,835,851 3,870,142

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 380,532 424,889

機械、運搬具及び工具器具備品 266,645 258,841

土地 716,707 716,679

減価償却累計額 △528,380 △519,855

有形固定資産合計 835,504 880,554

無形固定資産 12,629 11,213

投資その他の資産   

投資有価証券 764,759 721,669

会員権 69,400 69,400

繰延税金資産 85,214 86,519

その他 43,049 43,793

貸倒引当金 △46,050 △46,160

投資その他の資産合計 916,373 875,222

固定資産合計 1,764,507 1,766,990

資産合計 8,600,358 5,637,133
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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２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 3,793,786 1,051,262

未払法人税等 70,027 14,731

未成工事受入金 54,756 336,719

完成工事補償引当金 11,000 8,000

工事損失引当金 － 43,500

賞与引当金 38,500 50,100

その他 420,897 75,976

流動負債合計 4,388,967 1,580,290

固定負債   

退職給付引当金 217,474 234,039

役員退職慰労引当金 105,374 97,933

その他 160 140

固定負債合計 323,008 332,113

負債合計 4,711,975 1,912,403

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 2,563,126

自己株式 △46,217 △46,217

株主資本合計 3,876,348 3,712,534

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 12,195

その他の包括利益累計額合計 12,034 12,195

純資産合計 3,888,382 3,724,729

負債純資産合計 8,600,358 5,637,133
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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２四半期連結累計期間 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 3,885,989 2,432,255

売上原価 3,597,195 2,346,228

売上総利益 288,793 86,026

販売費及び一般管理費 233,806 213,317

営業利益又は営業損失（△） 54,986 △127,290

営業外収益   

受取利息 9,623 5,345

受取配当金 5,031 4,832

受取賃貸料 10,450 1,783

その他 3,670 3,315

営業外収益合計 28,776 15,277

営業外費用   

賃貸費用 3,479 2,207

その他 262 310

営業外費用合計 3,741 2,518

経常利益又は経常損失（△） 80,021 △114,531

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   

固定資産除却損 － 6,833

投資有価証券評価損 18,108 51,961

貸倒引当金繰入額 150 110

特別損失合計 18,258 58,904

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（△）

61,763 △153,860

法人税、住民税及び事業税 43,358 12,619

法人税等調整額 △4,844 △54,056

法人税等合計 38,514 △41,437

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（△）

23,249 △112,423

四半期純利益又は四半期純損失（△） 23,249 △112,423

㈱ソネック（1768）平成25年３月期　第２四半期決算短信



  四半期連結包括利益計算書 
  第２四半期連結累計期間 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９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（△）

23,249 △112,423

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △15,580 160

その他の包括利益合計 △15,580 160

四半期包括利益 7,669 △112,262

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 7,669 △112,262

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

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（△）

61,763 △153,860

減価償却費 14,111 14,738

投資有価証券評価損益（△は益） 18,108 51,961

貸倒引当金の増減額（△は減少） 140 △26,890

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） 1,000 △3,000

工事損失引当金の増減額（△は減少） △1,900 43,500

賞与引当金の増減額（△は減少） 13,500 11,600

退職給付引当金の増減額（△は減少） 9,147 16,565

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,243 △7,440

受取利息及び受取配当金 △14,655 △10,177

売上債権の増減額（△は増加） 1,260,332 2,719,174

未成工事支出金等の増減額（△は増加） 27,905 △38,435

仕入債務の増減額（△は減少） △755,287 △2,752,650

未成工事受入金の増減額（△は減少） 66,262 281,963

預り金の増減額（△は減少） 19,727 △278,715

その他 66,982 △120,040

小計 790,382 △251,708

利息及び配当金の受取額 14,703 9,753

法人税等の支払額 △119,859 △69,739

営業活動によるキャッシュ・フロー 685,226 △311,694

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 10,000 －

有形固定資産の取得による支出 △13,105 △30,727

有形固定資産の売却による収入 1,000 1,887

無形固定資産の取得による支出 △4,480 －

投資有価証券の取得による支出 △4,434 △4,267

その他 △597 △853

投資活動によるキャッシュ・フロー △11,617 △33,960

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △51,323 △51,171

財務活動によるキャッシュ・フロー △51,323 △51,171

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） 622,284 △396,827

現金及び現金同等物の期首残高 1,755,072 2,850,989

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,377,357 2,454,162
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該当事項はありません。   

    

   

該当事項はありません。   

  

   

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年９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 

（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。 

  

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年９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 

（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。 

  

該当事項はありません。  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）セグメント情報等

  （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  3,757,206  128,783  3,885,989

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －

計  3,757,206  128,783  3,885,989

セグメント利益  36,746  18,240  54,986

  （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  2,302,987  129,267  2,432,255

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －

計  2,302,987  129,267  2,432,255

セグメント利益又はセグメント

損失（△） 
 △146,096  18,805  △127,290

（７）重要な後発事象
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生産、受注及び販売の状況 

① 受注高                                    （単位：千円、％）

（注）平成25年３月期第２四半期土木工事の官公庁の欄については、当第２四半期累計期間以前に受注した工事で、契

約の変更により請負金額が減額になった工事が含まれております。 
  

② 売上高                                    （単位：千円、％）

  
③ 次期繰越高                                  （単位：千円、％）

  

４．補足情報

項 目  

前年同四半期累計期間

（平成24年３月期 

    第２四半期）

当第２四半期累計期間

（平成25年３月期 

    第２四半期）

比較増減 
（参考） 

平成24年３月期 

金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 増減率 金 額 構成比 

 建 

  

 設 

  

 事 

  

 業 

 建 

 築 

 官公庁  647,225  12.9  19  0.0  △647,206  △100.0  658,395  6.9

 民  間  4,121,470  82.8  4,209,391  96.8  87,920  2.1  7,915,943  82.6

   計  4,768,695  95.7  4,209,410  96.8  △559,285  △11.7  8,574,338  89.5

 土 

 木 

 官公庁  101,570  2.1  △11,494  △0.3  △113,064  －  608,759  6.3

 民  間  111,204  2.2  150,921  3.5  39,717  35.7  398,275  4.2

   計  212,775  4.3  139,427  3.2  △73,347  △34.5  1,007,034  10.5

 計 

 官公庁  748,795  15.0  △11,475  △0.3  △760,270  －  1,267,154  13.2

 民  間  4,232,675  85.0  4,360,313  100.3  127,637  3.0  8,314,219  86.8

   計  4,981,471  100.0  4,348,838  100.0  △632,633  △12.7  9,581,373  100.0

項 目  

前年同四半期累計期間

（平成24年３月期 

    第２四半期）

当第２四半期累計期間

（平成25年３月期 

    第２四半期）

比較増減 
（参考） 

平成24年３月期 

金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 増減率 金 額 構成比 

 建 

  

 設 

  

 事 

  

 業 

 建 

 築 

 官公庁  32,928  0.9  182,675  7.5  149,747  －  171,608  1.7

 民  間  3,457,496  88.9  1,791,222  73.7  △1,666,274  △48.2  8,349,432  81.8

   計  3,490,424  89.8  1,973,897  81.2  △1,516,527  △43.4  8,521,040  83.5

 土 

 木 

 官公庁  35,086  0.9  225,914  9.3  190,828  －  429,051  4.2

 民  間  231,695  6.0  103,175  4.2  △128,519  △55.5  994,737  9.8

   計  266,781  6.9  329,089  13.5  62,308  23.4  1,423,788  14.0

 計 

 官公庁  68,014  1.8  408,589  16.8  340,575  －  600,659  5.9

 民  間  3,689,192  94.9  1,894,398  77.9  △1,794,793  △48.7  9,344,169  91.6

   計  3,757,206  96.7  2,302,987  94.7  △1,454,218  △38.7  9,944,828  97.5

 運輸事業  128,783  3.3  129,267  5.3  484  0.4  251,726  2.5

 合  計  3,885,989  100.0  2,432,255  100.0  △1,453,733  △37.4  10,196,555  100.0

項 目  

前年同四半期累計期間

（平成24年３月期 

    第２四半期）

当第２四半期累計期間

（平成25年３月期 

    第２四半期）

比較増減 
（参考） 

平成24年３月期 

金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 増減率 金 額 構成比 

 建 

  

 設 

  

 事 

  

 業 

 建 

 築 

 官公庁  614,297  11.8  304,131  5.4  △310,166  △50.5  486,787  13.5

 民  間  3,962,987  75.9  5,283,693  93.1  1,320,705  33.3  2,865,524  78.9

   計  4,577,284  87.7  5,587,824  98.5  1,010,539  22.1  3,352,311  92.4

 土 

 木 

 官公庁  124,184  2.4  －  －  △124,184  △100.0  237,408  6.5

 民  間  515,718  9.9  87,494  1.5  △428,224  △83.0  39,748  1.1

   計  639,903  12.3  87,494  1.5  △552,409  △86.3  277,156  7.6

 計 

 官公庁  738,481  14.2  304,131  5.4  △434,350  △58.8  724,195  20.0

 民  間  4,478,706  85.8  5,371,187  94.6  892,480  19.9  2,905,272  80.0

   計  5,217,188  100.0  5,675,318  100.0  458,129  8.8  3,629,467  100.0
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