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期中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）

詳細は、18ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。

② ①以外の変更 無

(注)

な事項の変更に記載されるもの）

①

5,661
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　当連結会計年度におけるわが国経済は、期首において原油価格の高騰、米国経済の動向などの先行き懸念もあ
りましたが、好調な輸出、企業収益の改善を背景にした設備投資の増加および雇用情勢の改善などがみられ、緩
やかな景気回復基調が継続しました。

　このような事業環境のもと、当社グループは、高度化･複雑化するお客様ニーズに的確に応えるべく、｢お客様
の視点｣からの｢最適なソリューションおよびサービスの提供｣を積極的に提案し、事業機会を確実に獲得するた
めに営業活動を行いました。また、さらなる拡大を続けているＩＴ関連サービス分野に向けて、サービスメ
ニューの拡充に努め、お客様の新規開拓に向けてビジネス展開を行ないました。

　あらゆる分野の活動がネットワークにより結ばれる“ユビキタスネットワーク社会”への移行が確かなものに
なるに伴いまして、さらに高まる不確実性への対応が企業経営に求められるといわれています。目まぐるしく変
わる経済、市場動向、競合企業の動向など変化のスピードの速い環境変化に柔軟かつ機敏な対応が求められる企
業経営にとって、ＩＣＴの活用は業務効率の向上から、競争力の強化、ならびに成長戦略の遂行の上でも必要不
可欠な経営基盤となってきております。

　ＩＴ投資は、成長に向けた戦略投資やセキュリティの強化などの需要が伸長すると共に、中堅企業はじめ中小
企業の部門においても堅調に推移しました。しかしながら、総コストの抑制や効率重視の姿勢に加えて、システ
ムの統合化・高度化などにおいてお客様の要請が強まり、競争の激化と相俟って、厳しいお客様のニーズへの対
応が求められました。
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１．経営成績

(1) 経営成績に関する分析

　当連結会計年度の当事業グループの売上高は、97億９千９百万円となり、前連結会計年度比18億９千万円の増
収となりました。

【システムソリューション事業】

　また、事業基盤を強固なものにするため、システム開発体制ならびにマネジメントプロセスの改革、業務プロ
セスの見直し、内部統制の強化などにも取り組んでまいりました。

　当連結会計年度の売上高は、競争の激化、ハードウェア価格の下落ならびに商品ライフサイクルの短縮などの
影響を受けましたが、ＥＲＰソリューション、 システムインテグレーションなどの売上が伸長したことによ
り、243億６千万円(前連結会計年度比4.1％増)となりました。

　損益面におきましては、価格競争に伴う原価率の悪化、開発プロジェクトの一部において採算性低下などの減
益要因もありましたが、売上高の増加、不採算プロジェクトの減少および経費の削減により、営業利益は５億３
千２百万円（前連結会計年度比146.9％増）、経常利益は５億４千２百万円（前連結会計年度比145.5％増）とな
りました。当期純利益は、投資有価証券売却益の計上ならびに特別損失の減少により、２億８千９百万円（前連
結会計年度は７千２百万円の損失）となりました。

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。

　また、最適なソリューションの展開により、他社のリプレイス商談の獲得、公共分野では、メーカーと連携し
た営業活動の積極的推進により官公庁向け大型商談などが堅調に推移しました。

【コンポーネント・デバイス・ソリューション事業】

　ソリューションビジネスの積極的な展開により、新たな市場開拓に努めました。ネットワーク機器や映像配信
システム機器の分野に成果がありましたが、お客様の商品ライフサイクルの短縮に伴う生産量の減少により半導
体売上の大幅な減収により、厳しい事業環境となりました。

　当連結会計年度の当事業グループの売上高は60億３千６百万円となり、前連結会計年度比13億１千４百万円の
減収となりました。

　システム構築分野では、ＥＲＰシステム、レガシーマイグレーション、生産工程制御関連システムのシステム
開発、ネットワーク構築サービスが活況でした。

　システム開発の大規模化の中で、採算向上ならびにお客様満足度向上の面から、品質管理ならびにプロジェク
トマネジメントの強化には継続して取り組み、不採算性プロジェクトの撲滅に努めました。

　当連結会計年度の当事業グループの売上高は、38億８千７百万円となり、前連結会計年度比１億８千１百万円
の増収となりました。

【ICTソリューション事業】

　製造分野や流通・サービスの非製造分野におきましても、好調な企業業績を背景に事業強化や事業拡大に向け
たＩＴ投資意欲が堅調に継続しました。企業経営へのＩＴの導入は、業務効率を改善して生産性の向上、ならび
に事業のスピードの向上に大きな影響を与え、企業の競争力を大きく左右することから、お客様の多様で厳しい
要請に的確に応えるソリューションおよびサービスの提供に積極的に取り組んでまいりました。企業内情報シス
テムの再構築、生産・物流･販売の最適化のためのＳＣＭ、在庫管理のためのソリューション、ＥＲＰソリュー
ションシステム、また、ネットワークシステムの構築、情報セキュリティや内部統制対応など経営における情報
基盤強化の商談などが順調に推移しました。

　ソフトウェア開発ならびにソフトウェアサービスにおいて、システムの高度化・複雑化はネットワーク化によ
りますます進展しております。さらに、拡大するＩＴ投資は、短納期とトータルコスト削減への強い要請と共
に、部分最適から全体最適な戦略的システムに向けられていることから、高度技術者の不足が表面化しつつあ
り、このための態勢構築が重要となりつつあります。
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　投資活動の結果、増加した資金は８千４百万円（前連結会計年度比５千７百万円増）となりました。これは
主に、投資有価証券の売却による資金の増加１億５千１百万円があったこと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）

　財務活動の結果、減少した資金は４千９百万円（前連結会計年度は１億３千３百万円の資金の減少）となり
ました。これは主に、自己株式の純増加額６百万円や借入金返済による純減少額４千２百万円によるものであ
ります。

　当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果、減少した資金は５億１千万円（前連結会計年度は７億８千５百万円の資金の増加）となり
ました。これは主に、税金等調整前当期純利益６億４千９百万円や仕入債務の増加による資金の増加12億８千
７百万円などがあったものの、たな卸資産の増加による資金の減少16億３千３百万円や売上債権の増加による
資金の減少７億２千２百万円があったこと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）

　純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ２億２千４百万円増加して、56億７千９百万円となりまし
た。主な増加は、利益剰余金の増加２億８千９百万円であります。なお、自己株式の当連結会計年度末残高は３
千８百万円となっております。

② キャッシュ・フローの状況

　当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ４億７千
４百万円減少して21億８千６百万円となりました。

① 資産、負債及び純資産の状況

　当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ16億２百万円増加して、155億５千１百万円となりま
した。主な増加は、受取手形及び売掛金の増加７億２千３百万円やたな卸資産の増加16億３千３百万円であり、
主な減少は、投資有価証券の減少８千７百万円や繰延税金資産の減少８千５百万円であります。

　負債につきましては、前連結会計年度末に比べ13億７千７百万円増加して、98億７千２百万円となりました。
主な増加は、支払手形及び買掛金の増加12億８千７百万円であります。主な減少は、短期借入金の減少１億１千
１百万円であります。

【フィールドサービス事業】

　次期の見通しにつきましては、国内景気が、好調な企業業績や輸出などに支えられて堅調に推移するものと予想
されます。このような景況を受けまして、当社グループといたしましても、企業における収益基盤の確立と新しい
ビジネスの提案により、市場の開拓を進めるとともに、高付加価値商品を提供することにより、収益力の向上に取
り組む所存であります。
　これらによりまして、平成20年３月期の連結業績につきましては、売上高260億円（前期比6.7％増）、営業利益
５億５千万円（前期比3.3％増）、経常利益５億５千万円（前期比1.4％増）、および当期純利益２億３千万円（前
期比20.5％減）を予定いたしております。

　ハードウェアの保守サポートの売上高は、やや低下傾向ではありましたが、ライフサイクルマネジメントに焦
点をあてたサービスの積極的な営業活動、セキュリティシステムの提案に加えて、個人向けＰＣ保守サービス業
務の開始により、事業基盤の拡大を図りました。

　多様化するＩＴマネジメントサービス分野の拡大のためには、サービスを担う人材育成が急務であり、引き続
き人材確保に取り組んでまいります。

(2) 財政状態に関する分析

　当連結会計年度の当事業グループの売上高は、46億３千６百万円となり、前連結会計年度比１億９千７百万円
の増収となりました。
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3,904,218 16.0
富士通サポート＆サービス株式
会社への売上高

富士通株式会社からの仕入高

4,046,711 17.3

5,885,067 45.5 7,358,890 48.3

② 為替相場の変動について

　当社グループは、通貨変動に対するリスクヘッジとして、為替予約等により短期的な為替の変動による影響を最
小限に止める努力をしておりますが、短期および中長期の予測を超えた為替変動により、当社グループの業績、財
政状態に影響を及ぼす可能性があります。

③ 退職給付債務について

　当社グループの従業員退職給付費用および債務は、割引率等数理計算上で設定される前提条件に基づいて算出さ
れております。実際の結果が前提条件と異なる場合、または前提条件が変更された場合、その影響は発生年度の業
績に含めることとしています。したがって、割引率の低下および年金資産収益率の悪化等により、その連結会計年
度の業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

　至　平成18年３月31日）

　当社グループは、富士通株式会社ならびに富士通サポート＆サービス株式会社との取引の割合が大きく、その状
況は次のとおりであります。なお、当社と富士通株式会社ならびに富士通サポート＆サービス株式会社との間には
基本取引契約等が締結されており、取引関係については安定したものとなっております。

前連結会計年度 当連結会計年度

（自　平成17年４月１日　 （自　平成18年４月１日　
　至　平成19年３月31日）

(4) 事業等のリスク

　当社グループの経営成績、財政状態及び株価等に影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあり
ます。

① 特定の取引先への依存度について

いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。

キャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローを利用しております。

有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としておりま
す。

（注１）

（注２）

（注３）

（注４）

(3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

　当社は、株主の皆様への安定的な利益の還元を行うとともに、財務体質の強化および業績の長期的な向上を図る
事業展開に備えるために、内部留保の充実を基本方針としております。

　このような基本方針と当期の業績および今後の展望を検討いたしました結果、当期の配当につきましては、１株
当たり３円の配当といたしました。また、来期につきましては、１株当たり４円の配当を予定いたしております。

自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー

インタレスト・ガバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い

自己資本比率（％）

時価ベースの自己資本比率
（％）

キャッシュ・フロー対有利
子負債比率（％）

インタレスト・ガバレッ
ジ・レシオ（倍）

15.8

2.3

25.6

平成18年３月期

39.1

17.2

2.5

9.5 16.8 16.8

平成15年３月期

33.1

平成17年３月期

38.3

2.4

26.6

― 

― 

― 

― 
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平成19年３月期

36.5

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移

33.5

平成16年３月期

35.6
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　企画プロセスや方式設計などの開発プロセスを経て、検収・納期まで、会社の定められたルールに基づいて
工程管理を実施しております。

ソフトウェア開発リスクについて

コンプライアンスリスクについて

　当社グループにおけるこのようなリスクに的確に対処し、コンプライアンス委員会を主体とする組織を通じ、体
制の整備、従業員教育に努め、コンプライアンスの徹底に取り組んでおりますが、重大な法令違反や定款違反が発
生した場合には、経営に甚大な影響を与える可能性があります。

⑨

　当社グループは、ソフトウェア開発に関する業務を受注しております。

　企業の社会的責任に対する関心の高まり、企業活動に大きな影響を及ぼす新しい法制度の制定や改正などを背景
として法令のみならず企業倫理も対象とするコンプライアンスに関連したリスクが増大しつつあります。

⑧ 在庫の増加リスクについて

　当社グループは、お客様に対応するための終息品の保有、取引先による電子部品の海外調達方針や長期にわたる
システム開発などにより在庫が一時的に増加することがあります。当社グループは、毎月末に在庫数量・金額を確
認するとともに資金枠の設定による総量の規制、商社的取引への牽制など健全な在庫管理を実施しておりますが、
在庫の一時的な増加により、当社グループの業績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

⑦ 法務リスクについて

　個人情報保護法、新会社法の施行および下請法の改正などにより当社グループは、取引先との間で様々な契約書
を締結する機会が従来と比較して飛躍的に増加しており、契約上のリスクが拡大しつつあります。当社グループ
は、管理部門を中心としたチェック体制を敷いており、また、専門的な法律案件については顧問弁護士の意見を取
り入れておりますが、契約に伴う訴訟が発生した場合など、当社グループの経営に甚大な影響を与える可能性があ
ります。

④ セキュリティ管理について

　平成17年４月に全面施行された個人情報保護法を鑑み、規定類や組織体制の整備、従業員などの教育等、情報リ
スク管理体制の強化に取組み、情報漏洩など実際にリスクが具体化したときにどう対処すべきかといった事故発生
時における体制につきましても組織体制の構築やマニュアルの策定等により、リスクへの対処を図っております
が、企業情報・個人情報が流出した場合には、当社グループへの社会的信頼性を損なう可能性があります。

⑤ 株式等の保有について

　当社グループが保有する株式等は、株式市況の動向等により時価が変動するため、当社グループの業績および財
政状態に影響を及ぼす可能性があります。

⑥

　作業現場では、お客様からの仕様変更、法令変更、様式変更などさまざまな変更・取止めなどを要求される
場合があり、納期の遅延、バグなどの障害や誤入力が起こる可能性があります。

　また、修復不能のシステム障害が発生した場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

ソレキア㈱（9867）平成19年度３月期決算短信
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富士通株式会社

東京特殊電線株式会社
（法人主要株主）

ソレキア・プラッツ株式会社
（連結子会社）

主 な 仕 入 先

ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ ﾌｨｰﾙﾄﾞｻｰﾋﾞｽ
ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ･ﾃﾞﾊﾞｲｽ
･ｿﾘｭｰｼｮﾝ

株式会社オーエスユーテクノロジー
（持分法非適用関連会社）

ソレキア㈱（9867）平成19年度３月期決算短信

２．企業集団の状況

　当社グループ（当社および当社の関係会社）は、ソレキア株式会社および子会社２社、関連会社１社で構成され
ており、電子デバイス、情報関連機器（パソコン・サーバ機器等のハードウェア機器やソフトウェア）等の販売、
システムおよびソフトの開発・販売及び電子機器等の保守を主な事業としております。
　各部門における当社グループ各社の位置付け等は、次のとおりであります。

　なお、次の４部門について当社は事業の種類別セグメント情報を記載していないため、事業部門別によって記載
しております。

コンポーネント・デバイス・ソリューション

　主な商品は、電子デバイス・半導体・電線及び加工品であり、主として当社が販売をしており、その一部を東京
特殊電線株式会社（法人主要株主）より仕入れております。

　また、当社の連結子会社１社（SOLEKIA SINGAPORE PTE.LTD.）が、当社より半導体等を仕入れ販売しておりま
す。

ICTソリューション

主な商品は、情報関連機器であり、主として当社が販売しております。

システムソリューション

　当社、当社の連結子会社２社（ソレキア・プラッツ株式会社およびSOLEKIA SINGAPORE PTE.LTD.）、および関連
会社１社が、システムおよびソフトの開発・販売をしております。

（注） 前連結会計年度まで「ＩＴソリューション」と表示しておりましたが、当連結会計年度より「ＩＣＴソリュー
ション」に名称変更しております。

フィールドサービス

　当社、および当社の連結子会社１社（ソレキア・プラッツ株式会社）が電算機等の保守を行っております。

【事業系統図】

　以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。

得　　　　　意　　　　　先

SOLEKIA SINGAPORE PTE.LTD.
（連結子会社）

ソ レ キ ア 株 式 会 社

ICTｿﾘｭｰｼｮﾝ
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３．経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

　当社グループは、ICT分野における「ソリューション＆サービスコーディネータカンパニー」を目標として、継
続的に成長し発展をめざす企業として、市場の急激な変化にも迅速かつ柔軟に対応し得る経営体制と、お客様お
よびパートナーからの信頼による安定した経営基盤の確立に努め、最適のソリューションと最良のサービスを提
供することにより、社会からの信頼と期待にお応えすることを経営の基本方針としております。

(2) 目標とする経営指標

　当社グループは総資産・自己資本・売上高に対する利益率を重視して効率的に経営することが重要と考えてお
り、特に経営指標として「ＲＯＥ」（自己資本当期純利益率）・「売上高営業利益率」などを重視して、経営上
の意思決定を行っております。

(3) 中長期的な会社の経営戦略

　当社グループは、企業経営を取り巻く環境の変化に柔軟に対応し、“法の遵守と倫理に基づく行動”を基本と
した社会的責任の遂行に努めてまいります。
　また、キャッシュフロー経営の浸透と収益構造の改善を図りまして、お客様の企業価値の向上に貢献してまい
ります。

③ ソリューションやシステムインテグレーションの提供においては、様々なリスクの想定と評価により的確な措
置を講じることが求められることから、高いリスク管理能力の強化、現場力のさらなる向上により、採算性維
持および収益向上に努めます。

(4) 会社の対処すべき課題

　堅調な企業業績を背景にした設備投資により、緩やかな景気回復基調が継続するものと見込まれますが、原油
などの原材料価格の高騰、為替相場の動向、米国や新興国の経済動向など先行き不透明感があります。また、｢ユ
ビキタスネットワーク社会｣への移行の速度は今後加速すると共に、ＩＴの急速な技術進歩およびさらに激しくな
る企業間競争などが予想されます。このような事業環境のもとにおいて着実に利益と成長を実現するために、引
き続き、｢お客様の視点｣、｢品質と納期｣、｢プロセスの革新｣、｢スピード｣を徹底して追及し、収益力の向上に向
けて活動をしてまいります。

　次の諸施策に取り組み、企業価値の更なる向上を図ります。

① 個人情報はじめ膨大な情報量がネットワークの中に蓄積されることから、セキュリティを基本とした業務アプ
リケーションやパッケージなどの高い信頼のシステムの提供、簡単に拡張可能な柔軟なかつ使い易いシステム
を軸にしたソリューションの提案力の強化を図ります。これらを実現し、お客様満足度の向上には、高い技術
力が基盤となることから、Ｗｅｂ、データベース、ＳＯＡ、ネットワーク技術、デザインエンジニアリングや
インテグレーションなどの分野において新しい高度技術への対応を積極的に推進します。

② ＩＴ関連サービス分野は引き続き更なる成長が期待されることから、商品力の強化、商品の充実に取り組みま
す。サービスビジネスの展開には、付加価値のある商品･サービスの提供、ならびにライフサイクルマネジメ
ントに焦点をあてた活動を推進します。

④ 収益力の向上に向けて、経営体質を強固なものにするため、業務プロセスの改革、システムサービスやシステ
ム開発の生産性の向上ならびに内部統制の強化に引き続き取り組みます。

⑤ ソリューションの提案や高品質のサービス提供、ならびに新規事業に挑戦するには、高度な技術者、プロ
フェッショナルな人材が不可欠であり、人材育成と確保に取り組みます。

(5)

　当該事項につきましては、コーポレート・ガバナンスに関する報告書の「内部統制システムに関する基本的な
考え方及びその整備状況」に記載しております。

内部管理体制の整備・運用状況

　これらの対処すべき課題に全力で取り組み、お客様と社会から信頼されるパートナーになる努力を積み重ねて
いく所存でありますので、株主の皆様におかれては、今後とも一層のご支援を賜りますようお願い申し上げま
す。
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注記
番号

2,660,982 2,186,269

※５ 6,681,789 7,405,047

1,119,564 2,752,885

356,032 244,186

109,776 113,407

△20,564 △10,990

10,907,580 78.2 12,690,805 81.6 1,783,225

※２ 553,358 553,358

369,788 183,570 381,267 172,091

220,548 270,226

132,671 87,876 179,588 90,637

※２ 560,282 560,282

831,728 6.0 823,011 5.3 △8,717

31,387 0.2 33,224 0.2 1,837

※１ 803,481 715,820

456 2,856

750,898 756,113

564,486 479,411

85,326 53,658

△25,730 △3,034

2,178,918 15.6 2,004,826 12.9 △174,092

3,042,035 21.8 2,861,062 18.4 △180,972

13,949,615 100.0 15,551,868 100.0 1,602,252

減価償却累計額

（平成19年３月31日）

金額

貸倒引当金

資産合計

単位：千円（未満は切捨て表示）

固定資産合計

(5)

敷金及び保証金

繰延税金資産

その他

投資その他の資産合計

(2) 長期貸付金

(3)

(4)

３．投資その他の資産

(1) 投資有価証券

(3) 土地

有形固定資産合計

２．無形固定資産

建物及び構築物(1)

(2) 器具備品

減価償却累計額

Ⅱ 固定資産

１．有形固定資産

対前年比

増減

ソレキア㈱（9867）平成19年度３月期決算短信

（資産の部）

構成比
（％）

構成比
（％）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）
前連結会計年度

金額

貸倒引当金

流動資産

３．

４．

流動資産合計

５．

現金及び預金

受取手形及び売掛金

たな卸資産

繰延税金資産

その他

１．

２．

４．連結財務諸表

(1) 連結貸借対照表

Ⅰ

区分
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注記
番号

3,832,043 5,119,666

1,083,000 971,500

826 170,835

351,500 434,700

― 18,000

68,249 ― 

743,382 744,180

6,079,002 43.6 7,458,882 48.0 1,379,880

※２ 844,500 913,500

1,403,614 1,336,625

151,526 148,058

16,004 15,010

2,415,644 17.3 2,413,194 15.5 △2,450

8,494,647 60.9 9,872,076 63.5 1,377,429

※３ 2,293,007 16.4 ― ― △2,293,007

2,359,610 16.9 ― ― △2,359,610

511,892 3.7 ― ― △511,892

322,543 2.3 ― ― △322,543

※４ △32,085 △0.2 ― ― 32,085

5,454,968 39.1 ― ― △5,454,968

13,949,615 100.0 ― ― △13,949,615

― ― 2,293,007 14.7 2,293,007

― ― 2,359,610 15.2 2,359,610

― ― 801,196 5.2 801,196

― ― △38,646 △0.3 △38,646

― ― 5,415,167 34.8 5,415,167

― ― 264,624 1.7 264,624

― ― 264,624 1.7 264,624

― ― 5,679,791 36.5 5,679,791

― ― 15,551,868 100.0 15,551,868

役員賞与引当金

当連結会計年度

評価・換算差額等合計

負債純資産合計

純資産合計

資本剰余金２．

Ⅱ 評価・換算差額等

１．その他有価証券評価差
額金

資本合計

負債及び資本合計

（純資産の部）

Ⅰ 株主資本

５．

単位：千円（未満は切捨て表示）

株主資本合計

３．利益剰余金

４．自己株式

１．資本金

Ⅳ その他有価証券評価差
額金

Ⅴ 自己株式

Ⅱ 資本剰余金

Ⅲ 利益剰余金

（資本の部）

Ⅰ 資本金

４．その他

固定負債合計

負債合計

２．退職給付引当金

３．役員退職引当金

流動負債合計

Ⅱ 固定負債

１．長期借入金

６．受注損失引当金

７．その他

３．未払法人税等

４．賞与引当金

１．支払手形及び買掛金

２．短期借入金

増減

（負債の部）

Ⅰ 流動負債

区分
構成比
（％）

金額 金額
構成比
（％）

対前年比
前連結会計年度

（平成18年３月31日）

ソレキア㈱（9867）平成19年度３月期決算短信

（平成19年３月31日）
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注記
番号

23,406,291 100.0 24,360,750 100.0 954,459

19,793,234 84.6 20,366,477 83.6 573,242

3,613,056 15.4 3,994,273 16.4 381,216

1,799,115 1,844,353

147,242 181,564

― 18,000

20,448 29,735

23,781 25,370

1,406,841 3,397,428 14.5 1,362,915 3,461,939 14.2 64,510

215,627 0.9 532,333 2.2 316,705

10,751 13,066

5,273 7,350

7,902 ― 

7,440 7,440

5,597 5,355

6,750 6,140

3,043 46,760 0.2 8,029 47,381 0.2 621

24,653 28,384

― 4,610

16,767 41,421 0.2 4,186 37,181 0.2 △4,239

220,966 0.9 542,533 2.2 321,567

12,690 1,875

3,000 15,690 0.1 149,015 150,891 0.6 135,201

254,489 ― 

※２ 20,804 ― 

― 29,673

― 7,351

― 7,264

※１ 93,171 368,465 1.6 ― 44,289 0.1 △324,175

△131,809 △0.6 649,135 2.7 780,944

24,094 157,270

△83,517 △59,423 △0.3 202,561 359,831 1.5 419,254

△72,385 △0.3 289,303 1.2 361,689

その他

当連結会計年度

４．

１．給与手当及び賞与

２．

１．受取利息

Ⅱ

Ⅳ

５．

６．

受取家賃

受取手数料

保険配当金

(2) 連結損益計算書

Ⅰ

区分

売上高

営業外収益

営業利益

Ⅲ 販売費及び一般管理費

６．

賞与引当金繰入額

退職給付引当金繰入額

役員退職引当金繰入額

売上総利益

金額

４．

５．

金額

売上原価

ソレキア㈱（9867）平成19年度３月期決算短信

百分比
（％）

百分比
（％）

対前年比

増減

　至 平成19年３月31日）
（自 平成18年４月１日　

前連結会計年度

　至 平成18年３月31日）
（自 平成17年４月１日　

２．受取配当金

３．持分法による投資利益

７．その他

Ⅴ 営業外費用

１．支払利息

Ⅵ 特別利益

３．その他

経常利益

２．支払保証料

１．たな卸資産処分損

１．貸倒引当金戻入益

２．投資有価証券売却益

当期純利益又は当期純損失(△)

単位：千円（未満は切捨て表示）

ゴルフ会員権評価損

５．子会社整理損

税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失(△)

６．その他

減損損失

Ⅶ

３．役員賞与引当金繰入額

法人税等調整額

投資有価証券評価損

法人税、住民税及び事業税

２．

３．

４．

特別損失
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2,359,610

2,359,610

642,368

72,385

30,185

15,000

12,904 130,475

511,892

2,293,007 2,359,610 511,892 △ 32,085 5,132,424

― ― 289,303 ― 289,303

― ― ― △ 6,561 △ 6,561

― ― ― ― ― 

― ― 289,303 △ 6,561 282,742

2,293,007 2,359,610 801,196 △ 38,646 5,415,167

322,543 322,543 5,454,968

― ― 289,303

― ― △ 6,561

△ 57,919 △ 57,919 △ 57,919

△ 57,919 △ 57,919 224,823

264,624 264,624 5,679,791

単位：千円（未満は切捨て表示）

平成19年３月31日残高

評価・換算差額等

純資産合計

当期純利益

自己株式の取得

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

連結会計年度中の変動額合計

平成18年３月31日残高

連結会計年度中の変動額

その他
有価証券
評価差額金

利益剰余金期末残高

単位：千円（未満は切捨て表示）

ソレキア㈱（9867）平成19年度３月期決算短信

自己株式の取得

利益剰余金 自己株式 株主資本合計

前連結会計年度
（自 平成17年４月１日　

連結会計年度中の変動額

当期純利益

株主資本

資本金 資本剰余金

評価・換算
差額等合計

Ⅲ

Ⅰ

Ⅱ

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

連結会計年度中の変動額合計

平成19年３月31日残高

当連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

平成18年３月31日残高

２．

(3)

注記
番号

連結剰余金計算書及び連結株主資本等変動計算書

区分

　至 平成18年３月31日）

金額

Ⅱ

連結剰余金計算書

Ⅰ

（資本剰余金の部）

資本剰余金期首残高

資本剰余金期末残高

（利益剰余金の部）

連結株主資本等変動計算書

利益剰余金期首残高

利益剰余金減少高

当期純損失

配当金

役員賞与

持分法適用会社減少
に伴う剰余金減少高

３．

４．

１．
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注記
番号

△131,809 649,135

64,696 64,324

20,804 ― 

△12,690 △9,600

△28,702 83,200

― 18,000

68,249 △68,249

△15,046 △3,467

△158,519 △66,989

△16,025 △20,416

24,653 28,384

△7,902 ― 

△3,000 △149,015

― 29,673

31,213 ― 

― 7,351

328,799 △722,258

445,672 △1,633,321

△116,702 1,287,622

△15,000 ― 

337,764 9,245

816,453 △496,381 △1,312,835

5,509 9,543

△23,435 △28,069

65,000 ― 

△28,900 △1,000

△49,436 5,648

785,192 △510,259 △1,295,451

単位：千円（未満は切捨て表示）連結キャッシュ・フロー計算書

減価償却費

減損損失

受注損失引当金の増加額（△減少額）

役員賞与引当金の増加額

役員退職引当金の減少額

Ⅰ

区分

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等
調整前当期純損失（△）

仕入債務の増加額（△減少額）

その他

役員賞与の支払額

投資有価証券売却益

投資有価証券売却損

ゴルフ会員権評価損

売上債権の減少額（△増加額）

（自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日）

金額

たな卸資産の減少額（△増加額）

退職給付引当金の減少額

受取利息及び受取配当金

支払利息

投資有価証券評価損

貸倒引当金の減少額

賞与引当金の増加額（△減少額）

対前年比

増減

利息及び配当金の受取額

利息の支払額

当連結会計年度
（自 平成18年４月１日　
至 平成19年３月31日）

金額

　　小　　　計

前連結会計年度

営業保証金の受取額

営業保証金の支払額

法人税等の還付額（△支払額）

営業活動によるキャッシュ・フロー

ソレキア㈱（9867）平成19年度３月期決算短信

(4)

持分法による投資利益
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注記
番号

△7,668 △7,667

16,500 151,265

△41,750 △50,241

― △10,000

△7,533 △12,871

51,241 18,091

△4,797 △9,428

20,878 5,463

26,870 84,612 57,741

△400,000 400,000

800,000 700,000

△493,000 △1,142,500

△9,889 △6,561

△30,185 ― 

△133,075 △49,061 84,013

1,676 △4 △1,681

680,663 △474,713 △1,155,377

1,980,318 2,660,982 680,663

※１ 2,660,982 2,186,269 △474,713

現金及び現金同等物の増加額(△減少額)

金額 金額 増減

その他投資の減少額

短期借入金の純増加額（△減少額）

投資有価証券の売却による収入

有形固定資産の取得による支出

貸付による支出

敷金及び保証金の増加額

前連結会計年度 当連結会計年度
対前年比（自 平成17年４月１日 （自 平成18年４月１日　

至 平成18年３月31日） 至 平成19年３月31日）

ソレキア㈱（9867）平成19年度３月期決算短信

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書 単位：千円（未満は切捨て表示）

投資有価証券の取得による支出

区分

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

敷金及び保証金の減少額

その他投資の増加額

投資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

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額

長期借入れによる収入

長期借入金の返済による支出

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高

Ⅴ

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高

自己株式の純増加額

配当金の支払額
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(2) 持分法適用の関連会社数
該当事項はありません。

(2) 持分法適用の関連会社数
同左

(2) 非連結子会社について連結の範囲から除いた理由
同左

該当事項はありません。

２．持分法の適用に関する事項
(1) 持分法適用の非連結子会社数

同左

２．持分法の適用に関する事項
(1)

(2) 非連結子会社について連結の範囲から除いた理由
該当事項はありません。

持分法適用の非連結子会社数

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日　
　至　平成19年３月31日）

３社 ㈱コバデン・ジェイシステム
１．連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社 ２社 ソレキア・プラッツ㈱

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日　
　至　平成18年３月31日）

SOLEKIA SINGAPORE PTE.LTD.

「㈱コバデン・ジェイシステム」は平成18年12月28日
をもちまして清算結了したため、連結子会社より除外
しております。また、清算結了日までの損益計算書及
びキャッシュ・フロー計算書については連結しており
ます。

SOLEKIA SINGAPORE PTE.LTD.

１．連結の範囲に関する事項

ソレキア・プラッツ㈱
(1) 連結子会社

上記のうち、「SOLEKIA SINGAPORE PTE.LTD.」につい
ては平成17年７月１日付、「ソレキア・プラッツ㈱」
は平成17年10月１日付で、それぞれ「KOBADEN
SINGAPORE PTE LTD」、「コバデン・プロダクツ㈱」
から社名変更しております。

(3) 持分法を適用していない関連会社（㈱オーエス
ユーテクノロジー）については、当期純損益（持
分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う
額）等に及ぼす影響が軽微であるため、持分法の
適用範囲から除外しております。

(4)

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

(3) 持分法を適用していない関連会社（㈱オーエス
ユーテクノロジー）については、当期純損益（持
分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う
額）等に及ぼす影響が軽微であるため、持分法の
適用範囲から除外しております。

(4) ㈱アイヴィスは、当社所有株式の譲渡にともない
関連会社でなくなったため、持分法の適用範囲か
ら除外しております。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

時価のないもの
総平均法による原価法

たな卸資産

仕掛品 個別法による原価法
商品 移動平均法による低価法

４．会計処理基準に関する事項
(1) 重要な試算の評価基準及び評価方法

決算日前１ヶ月の市場価格等の平均に基づ
く時価法（評価差額は全部資本直入法によ
り処理し、売却原価は移動平均法により算
定）

有価証券
その他有価証券
時価のあるもの

４．会計処理基準に関する事項
(1) 重要な試算の評価基準及び評価方法
有価証券
その他有価証券
時価のあるもの

決算日前１ヶ月の市場価格等の平均に基づ
く時価法（評価差額は全部純資産直入法に
より処理し、売却原価は移動平均法により
算定）

時価のないもの
同左

たな卸資産
商品 同左
仕掛品 同左

連結子会社のうちSOLEKIA SINGAPORE PTE.LTD.の決
算日は、平成17年12月31日であります。
連結財務諸表の作成に当たっては、同決算日現在の
財務諸表を使用しております。ただし、平成18年１
月１日から連結決算日平成18年３月31日までの期間
に発生した重要な取引については、連結上必要な調
整を行っております。

連結子会社のうちSOLEKIA SINGAPORE PTE.LTD.の決
算日は、平成18年12月31日であります。
連結財務諸表の作成に当たっては、同決算日現在の
財務諸表を使用しております。ただし、平成19年１
月１日から連結決算日平成19年３月31日までの期間
に発生した重要な取引については、連結上必要な調
整を行っております。
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(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

前連結会計年度 当連結会計年度
（自　平成17年４月１日　 （自　平成18年４月１日　
　至　平成18年３月31日） 　至　平成19年３月31日）

(2)

ソレキア㈱（9867）平成19年度３月期決算短信

市場販売目的のソフトウェア

見込販売数量を基準として販売数量に応じた割
合に基づく償却額と、販売可能期間（３年）に
基づく償却額のいずれか多い金額をもって償却
する方法によっております。

親会社及び国内連結子会社は定率法を採用して
おります。ただし平成10年４月１日以降に取得
した建物（附属設備を除く）については定額法
を採用しております。主な耐用年数は建物50
年、器具備品５年であります。また、在外連結
子会社は当該国の会計基準に基づく定額法を採
用しております。

無形固定資産

有形固定資産

市場販売目的のソフトウェア①

重要な減価償却資産の減価償却の方法

② 自社利用目的のソフトウェア

有形固定資産

無形固定資産
①

③

(3) 重要な引当金の計上基準

社内における利用可能期間（５年）に基づく定
額法によっております。

③ その他の無形固定資産
定額法によっております。

重要な引当金の計上基準

その他の無形固定資産

(3)

② 自社利用目的のソフトウェア

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年
度末における退職給付債務及び年金資産の見込
額に基づき計上しております。
なお、数理計算上の差異については、その発生
年度に一括損益処理しております。

従業員の賞与の支払に備えるため、将来の支給
見込額のうち当連結会計年度の負担額を計上し
ております。

受注契約に係る将来の損失に備えるため、当連
結会計年度末における受注契約に係る損失見込
額を計上しております。

貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権
については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等
特定の債権については個別に回収可能性を勘案
し、回収不能見込額を計上しております。

賞与引当金

同左

貸倒引当金

役員賞与引当金

退職給付引当金 退職給付引当金

賞与引当金

同左

役員に対して支給する賞与の支払に備えるた
め、支給見込額に基づき計上しております。

受注損失引当金

同左

受注損失引当金

役員退職引当金

同左

役員退職引当金

親会社は役員の退職金の支払に備えるため、内
規に基づく期末要支給額を計上しております。

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年
度末における退職給付債務及び年金資産の見込
額に基づき計上しております。
なお、過去勤務債務については、その発生時の
従業員の平均残存勤務時間以内の一定の年数
（３年）による按分額を費用処理しておりま
す。数理計算上の差異については、その発生年
度に一括損益処理しております。

同左

同左

同左

同左

－16－



前連結会計年度 当連結会計年度

ソレキア㈱（9867）平成19年度３月期決算短信

（自　平成17年４月１日　 （自　平成18年４月１日　
　至　平成18年３月31日） 　至　平成19年３月31日）

(4) 重要な外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算
基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相
場により円貨に換算し、換算差額は損益として処
理しております。

(5) 重要なリース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められ
るもの以外のファイナンス・リース取引について
は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処
理によっております。

(6) 重要なヘッジ会計の方法

・ヘッジ手段･･･為替予約取引及び金利スワップ
取引

① ヘッジ会計の方法

為替予約が付されている外貨建金銭債権債務に
ついては振当処理を、特例処理の要件を満たす
金利スワップについては特例処理をそれぞれ採
用しております。

② ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ対象･･･外貨建債権債務及び借入金利

③ ヘッジ方針

(7) 消費税等の会計処理
税抜方式によっております。

(4)

(7)

同左

為替予約は外貨建金銭債権債務の決済において
必要とされる範囲内で、金利スワップは資金調
達に係る金利の範囲内でそれぞれ行っておりま
す。

④ ヘッジ有効性評価の方法

為替予約については、ヘッジ対象と同一通貨
建・同一金額・同一期日のものに限定している
ため、その後の為替相場の変動による相関関係
は確保されております。また金利スワップにつ
いては、ヘッジ手段の想定元本とヘッジ対象に
関する重要な条件が同一であり、かつ、ヘッジ
開始時及びその後も継続してキャッシュ・フ
ローの変動を完全に相殺するものと想定するこ
とができます。従って、それぞれのヘッジの有
効性の判定は省略しております。

同左

重要な外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算
基準

(5) 重要なリース取引の処理方法

同左

同左

(6) 重要なヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の方法

② ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段･･･同左

同左

同左

・ヘッジ対象･･･同左

③ ヘッジ方針

消費税等の会計処理

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

④ ヘッジ有効性評価の方法

７．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 ７．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金
及び現金同等物）は手元現金、随時引き出し可能な
預金及び取得日から３ヶ月以内に満期日の到来する
流動性の高い、容易に換金可能であり、かつ変動に
ついて僅少なリスクしか負わない短期的な投資であ
ります。

同左

連結剰余金計算書は、連結会社の利益処分について
連結会計年度中に確定した利益処分に基づいて作成
されております。

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

同左

６．利益処分項目等の取扱いに関する事項 ６．

連結子会社の資産及び負債の評価については全面時
価評価法を採用しております。
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（固定資産の減損に係る会計基準）

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日　
　至　平成18年３月31日）

ソレキア㈱（9867）平成19年度３月期決算短信

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日　
　至　平成19年３月31日）

　当連結会計年度より、固定資産の減損に係る会計基準
（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見
書」（企業会計審議会　平成14年８月９日））及び「固
定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基
準適用指針第６号　平成15年10月31日）を適用しており
ます。これにより税金等調整前当期純損失は20,804千円
増加しております。

（役員賞与に関する会計基準）
　当連結会計年度より、「役員賞与に関する会計基準」
（企業会計基準第４号　平成17年11月29日）を適用して
おります。これにより営業利益、経常利益及び税金等調
整前当期純利益はそれぞれ18,000千円減少しておりま
す。

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）
　当連結会計年度より、「貸借対照表の純資産の部の表
示に関する会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年
12月９日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関す
る会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８
号　平成17年12月９日）を適用しております。
　これまでの資本の部の合計に相当する金額は
5,679,791千円であります。
　なお、当連結会計年度における連結貸借対照表の純資
産の部については、連結財務諸表規則の改正に伴い、改
正後の連結財務諸表規則により作成しております。

表示方法の変更

前連結会計年度 当連結会計年度

（連結損益計算書関係）

（自　平成17年４月１日　 （自　平成18年４月１日　
　至　平成18年３月31日） 　至　平成19年３月31日）

１． １．

（自　平成17年４月１日　

「支払保証料」は、前連結会計年度まで、営業外費
用の「その他」に含めて表示しておりましたが、当
連結会計年度において、営業外費用の総額の100分の
10を超えたため区分掲記しました。
なお、前連結会計年度における「支払保証料」の金
額は1,601千円であります。

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度 当連結会計年度
（自　平成18年４月１日　

　至　平成18年３月31日） 　至　平成19年３月31日）

１． １．前連結会計年度まで区分掲記しておりました営業活
動によるキャッシュ・フローの「その他流動資産の
減少額」は、当連結会計年度において、金額的重要
性が乏しくなったため「その他」に含めて表示する
ことに変更しております。
なお、当連結会計年度の「その他流動資産の減少
額」1,694千円であります。
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建物、構築物及
び土地等

遊休資産北海道夕張郡栗
山町

　当連結会計年度において、当社グループは以下の
資産グループについて減損損失を計上いたしまし
た。

場所 用途 種類

※２．

93,171 千円合計

※２．減損損失

固定資産売却損

31,213
28,600
936

ソフトウェア不具合対策損失金

特別退職金 32,421 千円
投資有価証券売却損

　至　平成18年３月31日） 　至　平成19年３月31日）

※１．特別損失の主な内訳 ※１．

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 当連結会計年度
（自　平成17年４月１日　 （自　平成18年４月１日　

　連結会計年度末日満期手形の会計処理について
は、当連結会計年度末日が金融機関の休日でした
が、満期日に決済が行われたものとして処理してお
ります。連結会計年度末日満期手形の金額は次のと
おりであります。

受取手形 40,122 千円

※５．※５． 連結会計年度末日満期手形の処理

普通株式 144,993 株

投資有価証券 2,000 千円

根抵当権によって担保されている債務につい
ては、期末残高又は極度額のいずれか少ない
金額で記載しております。

千円

上記に対応する債務額
長期借入金 600,000 千円

土地

※４．

担保に供している資産
建物及び構築物 66,902 千円

※３．

84,336

合計 151,238

普通株式 株10,169,610

(注)(注)

※２．担保に供している資産

長期借入金 600,000 千円
上記に対応する債務額

154,412 千円合計

土地

注記事項
（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度

2,000 千円投資有価証券
※１．関連会社に対するもの

建物及び構築物 70,076 千円

ソレキア㈱（9867）平成19年度３月期決算短信

当連結会計年度
（平成19年３月31日）（平成18年３月31日）

※１．

※２．

関連会社に対するもの

84,336

根抵当権によって担保されている債務につい
ては、期末残高又は極度額のいずれか少ない
金額で記載しております。

※３．当社の発行済株式総数

※４．当社の保有する自己株式の数

　当社グループは、事業用資産については事業所
別、遊休資産については物件毎にグルーピングを
行っております。当連結会計年度において、当社グ
ループは時価が著しく下落した遊休資産につき、帳
簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減
損損失として特別損失に20,804千円計上しておりま
す。その内訳は、建物及び構築物6,920千円、土地
10,103千円及びその他3,780千円であります。
　なお、回収可能価額は正味売却価額により測定し
ており、処分予定価額または固定資産税評価額を使
用しております。
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配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり
配当額
（円）

普通株式 利益剰余金 329,996

－ 

効力発生日

平成19年６月29日

基準日

基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
次のとおり、決議を予定しております。

該当事項はありません。

平成19年６月28日
定時株主総会

株式の種類

－ 10,169

(1) 配当支払額

合計 144 170

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加25千株は、単元未満株式の買取による増加であります。

２．配当に関する事項

25

10,169 － 

自己株式

普通株式（注） 144 25

当連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）
１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末
株 式 数 ( 千 株 )

当 連 結 会 計 年 度
増加株式数(千株)

当 連 結 会 計 年 度
減少株式数(千株)

現金及び現金同等物 2,186,269 千円

発行済株式

普通株式 － 10,169

－ 170

合計

現金及び預金 2,186,269 千円

- 

千円

※１．

預入期間が３ヶ月を超える定期預金

（平成18年３月31日現在）

2,660,982 千円

- 預入期間が３ヶ月を超える定期預金

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表
に掲記されている科目の金額との関係

（平成19年３月31日現在）

当連結会計年度末
株 式 数 ( 千 株 )

現金及び預金

ソレキア㈱（9867）平成19年度３月期決算短信

（連結株主資本等変動計算書関係）

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度 当連結会計年度

10,169 － 

(2)

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表
に掲記されている科目の金額との関係

千円 千円

平成19年３月31日

（自　平成17年４月１日　 （自　平成18年４月１日　
　至　平成18年３月31日） 　至　平成19年３月31日）

現金及び現金同等物 2,660,982
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支払リース料 支払リース料

減価償却費相当額 減価償却費相当額

支払利息相当額 支払利息相当額

ソレキア㈱（9867）平成19年度３月期決算短信

同左

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定
額法によっております。

５．利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差
額を利息相当額とし、各期への配分方法について
は、利息法によっております。

４．減価償却費相当額の算定方法

５．利息相当額の算定方法

同左

25,230 千円

1,147 千円

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当
額

27,032 千円

１年超 19,438 千円

　合計 33,916 千円

32,437

未経過リース料期末残高相当額

１年内 14,478 千円

11,444

無形固定資産 16,416 6,840 9,576

期末残高
相当額
（千円）

車両運搬具 26,419 15,002 11,417

４．減価償却費相当額の算定方法

取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額
相当額
（千円）

器具備品 81,668 70,224

合計 124,504 92,066

千円

37,321 千円

1,768 千円

１年内

１年超 31,361 千円

57,014 千円

25,653 千円

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当
額

39,813

104,897

80,673

208,813

無形固定資産

合計

未経過リース料期末残高相当額

　合計

12,983

29,246

12,896

55,126

36,226

134,143

93,569

263,940

　至　平成18年３月31日） 　至　平成19年３月31日）

車両運搬具

器具備品

期末残高
相当額
（千円）

23,243

取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額
相当額
（千円）

（リース取引関係）

前連結会計年度 当連結会計年度
（自　平成17年４月１日　 （自　平成18年４月１日　

２． ２．

リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当
額及び期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当
額及び期末残高相当額

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの
以外のファイナンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの
以外のファイナンス・リース取引

１．
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１．その他有価証券で時価のあるもの
（有価証券関係）

種類

前連結会計年度(平成18年３月31日) 当連結会計年度(平成19年３月31日)

取得原価
（千円）

連結貸借対
照表計上額
（千円）

差額
（千円）

取得原価
（千円）

連結貸借対
照表計上額
（千円）

差額
（千円）

連結貸借対照表計上
額が取得原価を超え
るもの

(1) 株式 243,412

③ その他 - 

小計 243,412

②

632,511 389,099 234,459 565,894 331,434

(2) 債権

① 国債・地方債等 - - - - - 

社債 - - 

- - - - 

- 

- - - - 

- 

(3) その他 - - - - - - 

632,511 389,099 234,459 565,894 331,434

連結貸借対照表計上
額が取得原価を超え
ないもの

(1) 株式 11,244 10,724 △519 28,019 21,604 △6,415

(2) 債権

① 国債・地方債等 - - - - - - 

② 社債 - - - - - - 

③ その他 - - - - - - 

(3) その他 - - - - - - 

小計 11,244 10,724 △519 28,019 21,604 △6,415

合計 254,656 643,236 388,579 262,479 587,499 325,019

２．前連結会計年度及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券

前連結会計年度 当連結会計年度
（自 平成17年４月１日　至 平成18年３月31日） （自 平成18年４月１日　至 平成19年３月31日）

売却額
（千円）

売却益の合計額
（千円）

売却損の合計額
（千円）

売却額
（千円）

売却益の合計額
（千円）

売却損の合計額
（千円）

３．時価のない主な有価証券の内容

3,000 3,000 - 151,265

その他有価証券

非上場株式 158,245 126,321

前連結会計年度（平成18年３月31日） 当連結会計年度（平成19年３月31日）

149,015 - 

連結貸借対照表計上額（千円） 連結貸借対照表計上額（千円）
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同左

同左

同左

同左

同左

(5) 取引に係るリスクの管理体制

(4) 取引に係るリスクの内容

(1) 取引の内容

(2) 取引に対する取組方針

(3) 取引の利用目的

為替予約取引は為替相場の変動によるリスクを、ま
た金利スワップ取引は市場金利の変動によるリスク
を有しております。なお、当社のデリバティブ取引
の契約先はいずれも信用度の高い国内の金融機関で
あるため、相手方の契約不履行によるリスクはほと
んどないと認識しております。

ヘッジ対象･･･

(5) 取引に係るリスクの管理体制

通常の営業取引に係る為替予約取引は各営業部門か
らの依頼に基づいて、また金利スワップ取引は経営
会議の承認に基づいて、いずれも資金部において実
行及び管理を行っております。

ヘッジ有効性評価の方法

為替予約については、ヘッジ対象と同一通貨
建・同一金額・同一期日のものに限定している
ため、その後の為替相場の変動による相関関係
は確保されております。また金利スワップにつ
いては、ヘッジ手段の想定元本とヘッジ対象に
関する重要な条件が同一であり、かつ、ヘッジ
開始時及びその後も継続してキャッシュ・フ
ローの変動を完全に相殺するものと想定するこ
とができます。従って、それぞれのヘッジの有
効性の判定は省略しております。

(4) 取引に係るリスクの内容

外貨建債権債務及び借入金利

ヘッジ方針

為替予約は外貨建金銭債権債務の決済において
必要とされる範囲内で、金利スワップは資金調
達に係る金利の範囲内でそれぞれ行っておりま
す。

為替予約が付されている外貨建金銭債権債務に
ついては振当処理を、特例処理の要件を満たす
金利スワップについては特例処理をそれぞれ採
用しております。

ヘッジ手段とヘッジ対象

１．取引の状況に関する事項

デリバティブ取引は、通貨関連では外貨建金銭債権
債務に係る将来の為替相場の変動によるリスクを回
避する目的で、金利関連では借入金に係る資金調達
コストの軽減を図る目的で利用しております。
なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を
行っております。
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(2) 取引に対する取組方針

デリバティブ取引は、将来の為替・金利の変動によ
るリスク回避を目的としており、投機的な取引は行
わない方針であります。

(3) 取引の利用目的

　至　平成18年３月31日）

ヘッジ会計の手法

ヘッジ手段･･･為替予約取引及び金利スワップ
取引

　至　平成19年３月31日）

(1) 取引の内容

前連結会計年度 当連結会計年度
（自　平成17年４月１日　 （自　平成18年４月１日　

（デリバティブ取引関係）

利用しているデリバティブ取引は、通貨関連では為
替予約取引、金利関連では金利スワップ取引であり
ます。
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当連結会計年度（自 平成18年４月１日　至 平成19年３月31日）
ヘッジ会計を適用しているため記載を省略しております。

２．取引の時価等に関する事項

前連結会計年度（自 平成17年４月１日　至 平成18年３月31日）
ヘッジ会計を適用しているため記載を省略しております。

ソレキア㈱（9867）平成19年度３月期決算短信

(2)

　親会社及び国内連結子会社は、昭和40年10月より退職金制度の全部について適格退職年金制度を採用してお
ります。

△27,710 千円(3) 期待運用収益 △26,373 千円

(3) 未積立退職給付債務(1)+(2) △1,403,614

３. 退職給付費用に関する事項

前連結会計年度 当連結会計年度

（退職給付関係）

(1)

１. 採用している退職給付制度の概要

２. 退職給付債務に関する事項

△3,250,950

前連結会計年度
（平成18年３月31日）

当連結会計年度
（平成19年３月31日）

退職給付債務

千円年金資産 1,847,336

千円(1)

千円

△3,393,379 千円

2,011,179 千円

△1,382,200 千円

千円

千円

(2) 利息費用

(5) 数理計算上の差異の費用処理額 △107,043 千円

千円 71,520 千円

166,529

(6) 退職給付費用(1)+(2)+(3)+(4)+(5) 120,452 千円

△63,900

勤務費用 180,822 千円

73,048

（自　平成17年４月１日　 （自　平成18年４月１日
　至　平成18年３月31日） 　至　平成19年３月31日）

169,226

2.2%

1.5%

発生時一括処理

千円

４. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

前連結会計年度
（平成18年３月31日）

当連結会計年度
（平成19年３月31日）

(1) 退職給付見積額の期間配分方法

(5) 数理計算上の差異の処理年数

(3) 期待運用収益率

同左

2.2%

1.5%

同左

(2) 割引率

期間定額基準

- 千円 45,574 千円

(5) 退職給付引当金(3)+(4) △1,403,614 千円 △1,336,625 千円

(4) 未認識過去勤務債務

(4) 未認識過去勤務債務の費用処理額 - 千円 22,787 千円

(4) 過去勤務債務の額の処理年数 ― ３年
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(2) 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率との差異の原因となった主な項目別の内訳

(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
内訳

当連結会計年度
（平成18年３月31日） （平成19年３月31日）

ソレキア㈱（9867）平成19年度３月期決算短信

千円

（税効果会計関係）

前連結会計年度

繰延税金資産（流動）

142,709賞与引当金

繰越欠損金 502,319

商品評価損否認額 29,857

未払事業税 3,719

△405,118

761,302

未払費用否認額 14,120

受注損失引当金 27,709

繰延税金資産　合計 356,183

その他 40,867

繰延税金資産　小計

評価性引当額

繰延税金負債 △151

繰延税金資産の純額 356,032

退職給付引当金 569,867

繰延税金資産（固定）

千円

千円

貸倒引当金損金算入限度超過額

その他 23,910

投資有価証券評価損 129,367

役員退職引当金 61,519

10,338

繰延税金資産　小計 795,003

評価性引当額 △157,953

その他有価証券評価差額金

繰延税金資産　合計 637,050

繰延税金負債

△66,035

プログラム等準備金 △6,496

評価性引当額 △2,825

繰延税金資産　小計 247,049

244,223

千円

繰延税金負債　合計 △72,564

繰延税金資産の純額 564,486

その他 △32

その他 7,016

17,295

未払費用否認額 18,851

商品評価損否認額 27,397

未払事業税

(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
内訳

繰延税金資産（流動）

賞与引当金 176,488 千円

繰延税金負債 △37

繰延税金資産　合計

千円

繰延税金資産（固定）

退職給付引当金 542,669 千円

繰延税金資産の純額 244,186

役員退職引当金 60,111

繰越欠損金 62,148

投資有価証券評価損 129,235

その他 26,241

繰延税金負債

繰延税金資産　小計 820,893

評価性引当額 △275,232

(2)

プログラム等準備金 △3,248

その他有価証券評価差額金 △62,999

3.9

％

その他 △2

繰延税金負債　合計 △66,249

千円

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率との差異の原因となった主な項目別の内訳

40.6 ％

繰延税金資産の純額 479,411

繰延税金資産　合計 545,660

貸倒引当金損金算入限度超過額 486

法定実効税率 40.6 ％ 法定実効税率
（調整） （調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 △13.8 交際費等永久に損金に算入されない項目

受取配当金等永久に益金に算入されな
い項目

1.7 受取配当金等永久に益金に算入されな
い項目

△0.2

評価性引当額 △206.6 評価性引当額の増減 7.8

住民税均等割 △20.1 住民税均等割 4.0

持分法適用除外による売却損等 △9.5 その他 △0.7

子会社解散による影響 250.8 税効果会計適用後の法人税等の負担率 55.4

その他 2.0

税効果会計適用後の法人税等の負担率 45.1 ％
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前連結会計年度（自 平成17年４月１日　至 平成18年３月31日）及び当連結会計年度（自 平成18年４月１日　至
平成19年３月31日）

前連結会計年度（自 平成17年４月１日　至 平成18年３月31日）及び当連結会計年度（自 平成18年４月１日　至
平成19年３月31日）

売掛金

買掛金

科目取引の内容

商品の
販売

商品の
購入

科目

売掛金

買掛金

取引の内容

営業
取引

商品の
販売

商品の
購入

取引金額
（千円）

(注) １. 取引金額には消費税等は含んでおりませんが、期末残高には消費税等が含まれております。
２. 取引条件及び取引条件の決定方針等

31,265

前連結会計年度（自 平成17年４月１日　至 平成18年３月31日）

（セグメント情報）
【事業の種類別セグメント情報】

　前連結会計年度及び当連結会計年度において、当社及び連結子会社は、情報・通信システム関連商品の販売、
ソフトウェアの開発及びこれらに係るサービスの提供という単一の事業を営んでおり、当該事業以外に事業の種
類がないため、事業の種類別セグメント情報として開示する事項はありません。

【所在地別セグメント情報】

　本邦の売上高及び資産の金額が全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める
割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

【海外売上高】

　海外売上高は、いずれも連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

（関連当事者との取引）

％

13,962

666,290 231,381

兼任 1人
商品の
売買

役員の
兼任等

事業上
の関係

関係内容

法人
主要株主

東京特殊
電線㈱

東京都
新宿区

6,146,797
電線及び
ケーブル
製造・販売

直接 13.1

(注) １. 取引金額には消費税等は含んでおりませんが、期末残高には消費税等が含まれております。
２. 取引条件及び取引条件の決定方針等

期末残高
（千円）

商品の売買については、価格その他の取引条件は、市場価格ならびに総原価を参考にして、その都度交渉
の上、決定しております。

当連結会計年度（自 平成18年４月１日　至 平成19年３月31日）

親会社及び法人主要株主等

属性
会社等
の名称

住所
資本金又
は出資金
（千円）

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有(被所有)
割合(％)

17,417

転籍 1人
732,236 222,968

兼任 営業
取引

53,456電線及び
ケーブル
製造・販売

直接 13.1 ％

期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

法人
主要株主

東京特殊
電線㈱

東京都
新宿区

6,146,797
1人 商品の
売買

関係内容

商品の売買については、価格その他の取引条件は、市場価格ならびに総原価を参考にして、その都度交渉
の上、決定しております。

親会社及び法人主要株主等

属性
会社等
の名称

取引金額
（千円）

住所
資本金又
は出資金
（千円）

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有(被所有)
割合(％)
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該当事項はありません。

（ストックオプション等関係）
該当事項はありません。

（企業結合等関係）
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該当事項はありません。
（重要な後発事象）
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（１株当たり情報）

前連結会計年度 当連結会計年度
（自　平成17年４月１日　 （自　平成18年４月１日　
　至　平成18年３月31日） 　至　平成19年３月31日）

１株当たり純資産額 544 円 16 銭 １株当たり純資産額 568 円 04 銭

１株当たり当期純損失金額 7 円 21 銭 １株当たり当期純利益金額 28 円

１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前連結会計年度 当連結会計年度

90 銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ
いては、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株
式がないため記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ
いては、潜在株式がないため記載しておりません。

△72,385 289,303

△72,385 289,303

（自　平成17年４月１日　 （自　平成18年４月１日
　至　平成18年３月31日） 　至　平成19年３月31日）

(注)

10,044,640 10,012,232期中平均株式数（株）

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失（△）（千円）

当期純利益又は当期純損失（△）（千円）
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注記
番号

2,470,333 2,079,122

※５ 347,287 491,335

6,114,283 6,920,490

949,557 2,621,738

168,042 104,714

53,489 56,187

356,183 243,022

227,028 88,000

83,420 62,869

△20,537 △10,932

10,749,090 77.7 12,656,548 81.5 1,907,457

※１ 546,451 546,451

363,314 183,137 374,770 171,681

6,906 6,906

6,474 432 6,496 410

215,105 264,741

128,216 86,889 174,631 90,109

※１ 560,282 560,282

830,741 6.0 822,483 5.3 △8,257

8,126 10,208

21,544 21,544

1,716 1,471

31,387 0.2 33,224 0.2 1,837

801,481 713,820

2,000 2,000

456 356

974,275 194,000

― 2,500

1,832 3,252

564,518 479,413

15,320 16,144

734,859 756,113

56,350 26,239

11,496 8,023

△933,781 △185,040

2,228,809 16.1 2,016,822 13.0 △211,986

3,090,938 22.3 2,872,531 18.5 △218,407

13,840,029 100.0 15,529,079 100.0 1,689,050

固定資産合計

８．関係会社短期貸付金

５．個別財務諸表

(1) 貸借対照表

Ⅰ

区分

流動資産合計

９．

現金及び預金

受取手形

仕掛品

繰延税金資産

その他

１．

２．

貸倒引当金

流動資産

５．

７．

３．

４．

売掛金

商品

６．前払費用

対前年比

増減
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（資産の部）

構成比
（％）

構成比
（％）

当事業年度
（平成18年３月31日）

前事業年度

金額

Ⅱ 固定資産

１．有形固定資産

建物(1)

(3) 器具備品

減価償却累計額

(2) 構築物

減価償却累計額

(4) 土地

有形固定資産合計

２．無形固定資産

(1) ソフトウェア

(3) その他

(2) 電話加入権

無形固定資産合計

３．投資その他の資産

(1) 投資有価証券

(2) 関係会社株式

(6)

(7)

(3) 従業員長期貸付金

(4) 関係会社長期貸付金

(5) 長期貸付金

長期前払費用

繰延税金資産

その他

(8) 保険積立金

(9) 敷金及び保証金

会員権

(11)

(10)

単位：千円（未満は切捨て表示）

減価償却累計額

（平成19年３月31日）

金額

貸倒引当金

投資その他の資産合計

資産合計
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注記
番号

3,779,170 5,111,372

― 400,000

1,083,000 571,500

157,245 218,478

196,569 220,688

646 170,656

89,921 3,726

167,297 232,638

42,613 77,345

348,400 429,700

― 18,000

68,249 ― 

5,933,113 42.9 7,454,106 48.0 1,520,992

※１ 844,500 913,500

1,403,614 1,336,625

151,526 148,058

16,004 15,010

2,415,644 17.4 2,413,194 15.5 △2,450

8,348,758 60.3 9,867,300 63.5 1,518,541

８．前受金

９．預り金

11．役員賞与引当金

12．受注損失引当金

３．１年以内返済予定長期
借入金

１．買掛金

２．短期借入金

対前年比
前事業年度

（平成18年３月31日）
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（平成19年３月31日）

増減

（負債の部）

Ⅰ 流動負債

区分
構成比
（％）

金額 金額
構成比
（％）

４．未払金

10．賞与引当金

５．未払費用

６．未払法人税等

７．未払消費税等

流動負債合計

Ⅱ 固定負債

１．長期借入金

２．退職給付引当金

３．役員退職引当金

４．その他

固定負債合計

負債合計

単位：千円（未満は切捨て表示）

当事業年度
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注記
番号

※２ 2,293,007 16.6 ― ― △2,293,007

2,359,610 ― 

2,359,610 17.0 ― ― △2,359,610

220,200 ― 

13,500 ― 

352,801 ― 

△38,307 ― 

548,194 4.0 ― ― △548,194

322,543 2.3 ― ― △322,543

※３ △32,085 △0.2 ― ― 32,085

5,491,270 39.7 ― ― △5,491,270

13,840,029 100.0 ― ― △13,840,029

― ― 2,293,007 14.8 2,293,007

― 2,359,610

― ― 2,359,610 15.2 2,359,610

― 220,200

― 4,500

― 352,801

― 205,681

― ― 783,183 5.0 783,183

― ― △38,646 △0.2 △38,646

― ― 5,397,154 34.8 5,397,154

― ― 264,624 1.7 264,624

― ― 264,624 1.7 264,624

― ― 5,661,778 36.5 5,661,778

― ― 15,529,079 100.0 15,529,079

利益剰余金合計

繰越利益剰余金

利益剰余金合計

別途積立金

(1)

プログラム等準備金

資本剰余金合計

ソレキア㈱（9867）平成19年度３月期決算短信

単位：千円（未満は切捨て表示）

増減

資本準備金

３．当期未処理損失

(1) プログラム等準備金

(2) 別途積立金

１．利益準備金

(1) 利益準備金

(2) その他利益剰余金

対前年比
（平成18年３月31日） （平成19年３月31日）

区分 金額
構成比
（％）

金額
構成比
（％）

前事業年度 当事業年度

２．任意積立金

（資本の部）

Ⅰ 資本金

Ⅱ 資本剰余金

Ⅲ 利益剰余金

１．資本準備金

資本剰余金合計

Ⅳ その他有価証券評価差
額金

Ⅴ 自己株式

資本合計

負債及び資本合計

（純資産の部）

Ⅰ 株主資本

１．資本金

２．資本剰余金

Ⅱ 評価・換算差額等

１．その他有価証券評価差
額金

評価・換算差額等合計

負債純資産合計

純資産合計

株主資本合計

３．利益剰余金

４．自己株式
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注記
番号

14,813,754 15,496,841

7,716,822 8,405,040

309,561 22,840,138 100.0 278,312 24,180,194 100.0 1,340,055

1,116,382 949,557

12,770,075 15,208,420

13,886,458 16,157,977

949,557 2,621,738

※１ 16,474 17,080

12,920,425 13,519,158

6,068,687 18,989,113 83.1 6,733,075 20,252,233 83.8

3,851,024 16.9 3,927,960 16.2 76,935

56,756 7,386

147,643 150,067

1,476,581 1,502,339

258,687 308,925

146,134 179,729

― 18,000

23,781 25,370

19,599 28,942

307,291 331,312

111,809 116,797

42,260 41,509

189,184 167,560

521,620 3,301,350 14.5 511,973 3,389,916 14.0 88,565

549,674 2.4 538,044 2.2 △11,629

役員退職引当金繰入額

10．旅費交通費

商品期末棚卸高

３．給料手当

当期商品売上原価

(4) 商品他勘定振替高

１．販売諸掛

２．役員報酬

単位：千円（未満は切捨て表示）

５．賞与引当金繰入額

３．手数料収入

１．商品売上原価

４．従業員賞与

11．減価償却費

12．賃借料

９．
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百分率
（％）

百分率
（％）

対前年比

増減

　至 平成19年３月31日）
（自 平成18年４月１日　

前事業年度

　至 平成18年３月31日）
（自 平成17年４月１日　

金額

売上原価

１．商品売上高

２．機器及び工事売上高

(2) 損益計算書

Ⅰ

区分

売上高

営業利益

その他13．

退職給付引当金繰入額

福利厚生費

８．

当期商品仕入高

計

６．役員賞与引当金繰入額

７．

売上総利益

２．機器及び工事売上原価

(3)

当事業年度

Ⅱ

Ⅲ 販売費及び一般管理費

金額

(1) 商品期首棚卸高

(2)
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注記
番号

※２ 16,665 13,182

5,252 7,338

※３ 8,556 7,440

5,588 5,355

6,665 6,140

4,851 47,581 0.2 8,840 48,297 0.2 715

24,579 27,869

― 4,610

― 4,675

10,877 35,457 0.1 3,231 40,386 0.1 4,929

561,798 2.5 545,954 2.3 △15,843

12,140 1,979

10,500 22,640 0.1 149,015 150,995 0.6 128,355

※４ 807,971 52,000

※５ 20,804 ― 

― 29,673

― 7,351

― 12,028

36,200 864,975 3.8 ― 101,053 0.4 △763,921

△280,537 △1.2 595,896 2.5 876,433

26,000 157,000

△83,317 △57,317 △0.2 203,907 360,907 1.5 418,225

△223,219 △1.0 234,989 1.0 458,208

184,911 ― 

△38,307 ― 

３．為替差損

６．関係会社株式評価損

子会社整理損

特別損失

減損損失２．

Ⅶ

　至 平成19年３月31日）

区分 金額
百分率
（％）

金額
百分率
（％）

当期純利益又は当期純
損失(△)
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単位：千円（未満は切捨て表示）

前事業年度 当事業年度
対前年比

増減

法人税等調整額

投資有価証券評価損

税引前当期純利益又は
税引前当期純損失(△)

法人税、住民税及び事
業税

５．

１．貸倒引当金繰入額

（自 平成18年４月１日　

４．

１．貸倒引当金戻入益

２．投資有価証券売却益

３．

２．支払保証料

ゴルフ会員権評価損

（自 平成17年４月１日　
　至 平成18年３月31日）

Ⅵ 特別利益

４．雑損失

経常利益

Ⅴ 営業外費用

１．支払利息

３．受取家賃

６．雑収入

５．

受取手数料

保険配当金

４．

２．受取配当金

１．受取利息

Ⅳ 営業外収益

前期繰越利益

当期未処理損失
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38,307

4,500 4,500

33,807

株主総会承認日

次期繰越損失

単位：千円（未満は切捨て表示）
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前事業年度

（平成18年６月29日）

(3) 損失処理計算書及び株主資本等変動計算書

損失処理計算書

Ⅲ

Ⅰ

Ⅱ 任意積立金取崩額

プログラム等準備金取崩額

金額
注記
番号

当期未処理損失

区分
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2,293,007 2,359,610 2,359,610 220,200 13,500 352,801 △38,307 548,194 △32,085 5,168,726

- - - - △9,000 - 9,000 - - - 

- - - - - - 234,989 234,989 - 234,989

- - - - - - - - △6,561 △6,561

- - - - - - - - - - 

- - - - △9,000 - 243,989 234,989 △6,561 228,427

2,293,007 2,359,610 2,359,610 220,200 4,500 352,801 205,681 783,183 △38,646 5,397,154

322,543 322,543 5,491,270

- - - 

- - 234,989

- - △6,561

△57,919 △57,919 △57,919

△57,919 △57,919 170,508

264,624 264,624 5,661,778

4,500

単位：千円（未満は切捨て表示）

利益剰余金

自己株式の取得

当期純利益

平成18年３月31日残高

事業年度中の変動額

プログラム等準備金の取崩し
（注）

繰越利益
剰余金

評価・換算
差額等合計

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

事業年度中の変動額合計

平成19年３月31日残高

当期純利益

(注)

株主資本等変動計算書

資本金

株主資本

利益
準備金

株主
資本
合計

ソレキア㈱（9867）平成19年度３月期決算短信

プログラ
ム等準備
金

別途
積立金

利益
剰余金
合計

当事業年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

資本剰余金

資本
準備金

資本
剰余金
合計

自己
株式

その他利益剰余金

平成19年３月31日残高

評価・換算差額等

純資産
合計

プログラム等準備金の取崩し
（注）

自己株式の取得

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

事業年度中の変動額合計

平成18年３月31日残高

事業年度中の変動額

その他
有価証券
評価差額金

平成18年６月の定時株主総会における利益処分による任意積立金取崩項目は次のとおりであります。

任意積立金取崩額

１．プログラム等準備金取崩額 千円
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時価のあるもの
決算日前１ヶ月の市場価格等の平均
に基づく時価法（評価差額は全部資
本直入法により処理し、売却原価は
移動平均法により算定）

１．有価証券の評価基準及び
評価方法

子会社株式及び関連会社株式
総平均法による原価法

重要な会計方針

前事業年度
（自　平成17年４月１日　
　至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日　
　至　平成19年３月31日)
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時価のないもの
総平均法による原価法 同左

子会社株式及び関連会社株式

その他有価証券
時価のあるもの

同左

時価のないもの

その他有価証券

決算日前１ヶ月の市場価格等の平均
に基づく時価法（評価差額は全部純
資産直入法により処理し、売却原価
は移動平均法により算定）

２．たな卸資産の評価基準及
び評価方法

商品 同左
同左仕掛品

移動平均法による低価法
個別法による原価法

商品
仕掛品

３．固定資産の減価償却の方
法

有形固定資産
平成10年４月１日以降取得した建物
（附属設備を除く）については定額
法、それ以外の有形固定資産について
は定率法を採用しております。主な耐
用年数は建物50年、器具備品５年であ
ります。

市場販売目的のソフトウェア

(2)

有形固定資産
同左

自社利用目的のソフトウェア

見込販売数量を基準として販売数量
に応じた割合に基づく償却額と、販
売可能期間（３年）に基づく償却額
のいずれか多い金額をもって償却す
る方法によっております。

同左

無形固定資産
(1) 市場販売目的のソフトウェア

(3) その他の無形固定資産

無形固定資産
(1)

４．外貨建の資産及び負債の
本邦通貨への換算基準

定額法によっております。

同左

同左
(3) その他の無形固定資産

(2) 自社利用目的のソフトウェア

社内における利用可能期間（５年）
に基づく定額法によっております。

外貨建金銭債権債務については、決算日
の直物為替相場により円貨に換算し、換
算差額は損益として処理しております。

同左
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(4) 受注損失引当金

(3)

重要な会計方針

前事業年度

(2) 賞与引当金

５．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

　至　平成18年３月31日）

貸倒引当金

(2) 賞与引当金

債権の貸倒による損失に備えるた
め、一般債権については貸倒実績率
により、貸倒懸念債権等特定の債権
については個別に回収可能性を勘案
し、回収不能見込額を計上しており
ます。

(1)

当事業年度
（自　平成17年４月１日　 （自　平成18年４月１日　

　至　平成19年３月31日）

(6) 役員退職引当金

同左

同左

同左

従業員の賞与の支払に備えるため、
将来の支給見込額のうち当期の負担
額を計上しております。

役員に対して支給する賞与の支払に
備えるため、支給見込額に基づき計
上しております。

(5) 退職給付引当金

(3)

役員の退職金の支払に備えるため、
内規に基づく期末要支給額を計上し
ております。

(4)

同左

従業員の退職給付に備えるため、当
事業年度末における退職給付債務及
び年金資産の見込額に基づき計上し
ております。
なお、数理計算上の差異について
は、その発生年度に一括損益処理し
ております。

受注契約に係る将来の損失に備える
ため、当事業年度末における受注契
約に係る損失見込額を計上しており
ます。

役員賞与引当金

受注損失引当金

(5) 退職給付引当金

(6) 役員退職引当金

従業員の退職給付に備えるため、当
事業年度末における退職給付債務及
び年金資産の見込額に基づき計上し
ております。
なお、過去勤務債務については、そ
の発生時の従業員の平均残存勤務期
間以内の一定の年数（３年）による
按分額を費用処理しております。数
理計算上の差異については、その発
生年度に一括損益処理しておりま
す。

６．リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転すると
認められるもの以外のファイナンス・
リース取引については、通常の賃貸借取
引に係る方法に準じた会計処理によって
おります。

同左
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７．ヘッジ会計の方法 ①

・ヘッジ手段･･･

ヘッジ会計の方法
為替予約が付されている外貨建金銭債
権債務については振当処理を、特例処
理の要件を満たす金利スワップについ
ては特例処理をそれぞれ採用しており
ます。

② ヘッジ手段とヘッジ対象
為替予約取引及び金
利スワップ取引

・ヘッジ対象･･･外貨建債権債務及び
借入金利

③ ヘッジ方針
為替予約は外貨建金銭債権債務の決済
において必要とされる範囲内で、金利
スワップは資金調達に係る金利の範囲
内でそれぞれ行っております。

④ ヘッジ有効性評価の方法
為替予約については、ヘッジ対象と同
一通貨建・同一金額・同一期日のもの
に限定しているため、その後の為替相
場の変動による相関関係は確保されて
おります。また金利スワップについて
は、ヘッジ手段の想定元本とヘッジ対
象に関する重要な条件が同一であり、
かつ、ヘッジ開始時及びその後も継続
してキャッシュ・フローの変動を完全
に相殺するものと想定することができ
ます。従って、それぞれのヘッジの有
効性の判定は省略しております。

８．その他財務諸表作成のた
めの基本となる重要な事
項

(1) 消費税等の会計処理
税抜方式によっております。

同左

① ヘッジ会計の方法

② ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

・ヘッジ対象･･･

(1) 消費税等の会計処理
同左

③ ヘッジ方針

④ ヘッジ有効性評価の方法

同左

同左
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　至　平成18年３月31日） 　至　平成19年３月31日）

・ヘッジ手段･･･同左

重要な会計方針

前事業年度 当事業年度
（自　平成17年４月１日　 （自　平成18年４月１日　
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（自　平成17年４月１日　 （自　平成18年４月１日　
　至　平成18年３月31日） 　至　平成19年３月31日）

１．前事業年度において「支払保証料」は、営業外費用
の「雑損失」に含めて表示しておりましたが、当事
業年度において、営業外費用総額の100分の10を超え
ることとなったため、当期より区分掲記しておりま
す。
なお、前期の「支払保証料」は、1,601千円でありま
す。

前事業年度 当事業年度

（損益計算書関係）

１．

２．前事業年度において「為替差損」は、営業外費用の
「雑損失」に含めて表示しておりましたが、当事業
年度において、営業外費用総額の100分の10を超える
こととなったため、当期より区分掲記しておりま
す。
なお、前期の「為替差損」は、2,810千円でありま
す。

２．
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当事業年度
（自　平成18年４月１日　
　至　平成19年３月31日）

会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成17年４月１日　
　至　平成18年３月31日）

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）
　当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に
関する会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年12月
９日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会
計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号
平成17年12月９日）を適用しております。
　これまでの資本の部の合計に相当する金額は
5,661,778千円であります。
　なお、当事業年度における貸借対照表の純資産の部に
ついては、財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の財務
諸表等規則により作成しております。

表示方法の変更

（固定資産の減損に係る会計基準）
　当事業年度より、固定資産の減損に係る会計基準
（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見
書」（企業会計審議会　平成14年８月９日））及び「固
定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基
準適用指針第６号　平成15年10月31日）を適用しており
ます。これにより税引前当期純損失は20,804千円増加し
ております。

（役員賞与に関する会計基準）
　当事業年度より、「役員賞与に関する会計基準」（企
業会計基準第４号　平成17年11月29日）を適用しており
ます。これにより営業利益、経常利益及び税引前当期純
利益はそれぞれ18,000千円減少しております。
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当事業年度
（平成19年３月31日）

注記事項
（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成18年３月31日）

上記に対応する債務額

154,412 千円合計

建物 70,076 千円
※１．担保に供している資産

土地

根抵当権によって担保されている債務につい
ては、期末残高又は極度額のいずれか少ない
金額で記載しております。

※２．授権株式数及び発行済株式総数

(注)

84,336

長期借入金 600,000 千円 千円

株
※３．当社の保有する自己株式の数

授権株式数（普通株式） 株21,240,000
10,169,610

根抵当権によって担保されている債務につい
ては、期末残高又は極度額のいずれか少ない
金額で記載しております。

株

土地 84,336

合計 151,238

※１．

(注)

担保に供している資産
建物 66,902 千円

千円

上記に対応する債務額
長期借入金 600,000

※２．

　期末日満期手形の会計処理については、当期の末
日が金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行わ
れたものとして処理しております。期末日満期手形
の金額は次のとおりであります。

※５．

受取手形 40,122 千円

※３．

　４．

※５． 期末日満期手形の処理

普通株式 144,993

　４．配当制限

　商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時価
を付したことにより増加した純資産額は322,543千円
であります。

発行済株式総数（普通株式）
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販売費及び一般管理費へ 販売費及び一般管理費へ
機器及び工事売上原価へ 機器及び工事売上原価へ

（損益計算書関係）

前事業年度 当事業年度
（自　平成17年４月１日　 （自　平成18年４月１日　

同左

※１．商品他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。
千円
千円

5,686
10,787

※３．

　至　平成18年３月31日） 　至　平成19年３月31日）

1,116 千円
※３．

5,913 千円

受取家賃のうち関係会社に対するもの

※５．

※４． ※４．貸倒引当金繰入額は子会社長期貸付金に対するも
のであります。

※５．減損損失

　当社は、事業用資産については事業所別、遊休資
産については物件毎にグルーピングを行っておりま
す。当事業年度において、当社は時価が著しく下落
した遊休資産につき、帳簿価額を回収可能価額まで
減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に
20,804千円計上しております。その内訳は、建物
6,859千円、構築物61千円、土地10,103千円及びその
他3,780千円であります。
　なお、回収可能価額は正味売却価額により測定し
ており、処分予定価額または固定資産税評価額を使
用しております。

　当事業年度において、当社グループは以下の資産
グループについて減損損失を計上いたしました。

場所 用途 種類

建物、構築物及
び土地等

遊休資産北海道夕張郡栗
山町

ソレキア㈱（9867）平成19年度３月期決算短信

（株主資本等変動計算書関係）
当事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）
自己株式の種類及び株式数に関する事項

※１．商品他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。
2,396 千円
14,684 千円

前 事 業 年 度 末
株 式 数 ( 千 株 )

当 事 業 年 度 増 加
株 式 数 ( 千 株 )

当 事 業 年 度 減 少
株 式 数 ( 千 株 )

当 事 業 年 度 末
株 式 数 ( 千 株 )

－ 170普通株式（注） 144 25

170

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加25千株は、単元未満株式の買取による増加であります。

合計 144 25 － 

※２．受取利息のうち関係会社に対するもの ※２．
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支払リース料 支払リース料

減価償却費相当額 減価償却費相当額

支払利息相当額 支払利息相当額

ソレキア㈱（9867）平成19年度３月期決算短信

（リース取引関係）

前事業年度 当事業年度
（自　平成17年４月１日　 （自　平成18年４月１日　
　至　平成18年３月31日） 　至　平成19年３月31日）

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの
以外のファイナンス・リース取引

前事業年度（平成18年３月31日）及び当事業年度（平成19年３月31日）における子会社株式及び関連会社株式で
時価のあるものはありません。

車両運搬具

器具備品

期末残高
相当額
（千円）

23,243

取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額
相当額
（千円）

36,226

134,143

12,983

29,246

12,896

55,126

２．

104,897

80,673

208,813

ソフトウェア

合計

93,569

263,940

１年超 31,361 千円

未経過リース料期末残高相当額

25,653 千円１年内

　合計 57,014 千円

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当
額

減価償却費相当額の算定方法

39,813 千円

37,321 千円

取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額
相当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当
額及び期末残高相当額

車両運搬具 26,419 15,002 11,417

器具備品 81,668 70,224 11,444

ソフトウェア 16,416 6,840 9,576

２．

合計 124,504 92,066

未経過リース料期末残高相当額

32,437

１年内 14,478 千円

１年超 19,438 千円

　合計 33,916 千円

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当
額

27,032 千円

25,230 千円

1,147 千円

４．減価償却費相当額の算定方法

５．利息相当額の算定方法

同左

同左

（有価証券関係）

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定
額法によっております。

５．利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差
額を利息相当額とし、各期への配分方法について
は、利息法によっております。

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当
額及び期末残高相当額

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの
以外のファイナンス・リース取引

1,768 千円

４．
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％

その他 △0.5

税効果会計適用後の法人税等の負担率 60.6

評価性引当額の増減 12.1

住民税均等割 4.3

交際費等永久に損金に算入されない項目 4.3

受取配当金等永久に益金に算入されな
い項目

△0.2

法定実効税率 40.6 ％
（調整）

繰延税金資産の純額 479,413 千円

(2) 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率との差異の原因となった主な項目別の内訳

その他有価証券評価差額金 △62,999

プログラム等準備金 △3,248

繰延税金負債　合計 △66,247

繰延税金資産　合計 545,660

繰延税金負債

繰延税金資産　小計 851,567

評価性引当額 △305,906

投資有価証券評価損 148,527

その他 25,880

貸倒引当金損金算入限度超過額

役員退職引当金 60,111

繰延税金資産（固定）

貸倒引当金損金算入限度超過額

243,022 千円

63,118

繰延税金資産（固定）

退職給付引当金 542,669 千円

74,378

税効果会計適用後の法人税等の負担率 20.4

△5.8

△9.1

その他

評価性引当額

住民税均等割

0.4

（調整）

千円

法定実効税率

繰延税金負債　合計 △72,531

％40.6

交際費等永久に損金に算入されない項目 △6.5

受取配当金等永久に益金に算入されな
い項目

0.8

％

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
内訳

繰延税金資産（流動）

賞与引当金 174,458 千円

商品評価損否認額 27,397

未払事業税 17,295

未払費用否認額 18,851

その他 5,815

繰延税金資産　合計 243,817

評価性引当額 △795

繰延税金資産の純額

繰延税金資産の純額 564,518

その他有価証券評価差額金 △66,035

繰延税金負債

プログラム等準備金 △6,496

評価性引当額 △229,065

繰延税金資産　合計 637,050

投資有価証券評価損

その他 22,949

繰延税金資産　小計 866,115

(2) 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率との差異の原因となった主な項目別の内訳

千円

千円

役員退職引当金 61,519

退職給付引当金 569,867

148,659

繰延税金資産の純額 356,183

その他 13,140

繰延税金資産　合計

評価性引当額 △5,870

362,053

受注損失引当金 27,709

繰越欠損金 132,056

未払事業税 3,719

未払費用否認額 14,120

141,450賞与引当金

商品評価損否認額 29,857

（平成19年３月31日）

(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
内訳

繰延税金資産（流動）

(1)

千円

（税効果会計関係）

前事業年度 当事業年度
（平成18年３月31日）

ソレキア㈱（9867）平成19年度３月期決算短信
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（１株当たり情報）

１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

ソレキア㈱（9867）平成19年度３月期決算短信

当期純利益又は当期純損失（△）（千円）

円 47

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ
いては、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株
式がないため記載しておりません。

１株当たり当期純損失金額

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ
いては、潜在株式がないため記載しておりません。

22 円 22

当事業年度
（自　平成17年４月１日　 （自　平成18年４月１日　

23

円547 銭78

該当事項はありません。

234,989

24

銭

１株当たり純資産額

銭

円

(注)

566

１株当たり当期純利益金額

（重要な後発事象）

△223,219

10,012,23210,044,640

　至　平成18年３月31日） 　至　平成19年３月31日）

234,989

　至　平成18年３月31日） 　至　平成19年３月31日）

１株当たり純資産額

前事業年度 当事業年度
（自　平成17年４月１日　 （自　平成18年４月１日

銭

△223,219

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失（△）（千円）

期中平均株式数（株）

前事業年度
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増 減
（ △ は 減 ）

12.3

0.0

△117,565

△47.1△4,246

単位：千円（未満は切捨て表示）

構 成 比
（ ％ ）

金 額
増 減 率
（ ％ ）

1.0

△3.6

△1,162,400 △31.7

43,015 13.0

②

金 額
構 成 比
（ ％ ）

金 額

前連結会計年度 当連結会計年度
（自　平成18年４月１日　

　至　平成18年３月31日）　至　平成19年３月31日）

単位：千円（未満は切捨て表示）

338,029

72,278

3,546,249

6,702,321

3,884,279

6,774,599

システム・ソフト開発 3,156,071 △265,751

　至　平成18年３月31日）

金 額

2,890,320

（自　平成18年４月１日　
　至　平成19年３月31日）

金 額

ソレキア㈱（9867）平成19年度３月期決算短信

増 減
（ △ は 減 ）

金 額

当連結会計年度

単位：千円（未満は切捨て表示）

６．その他
(1) 生産、受注及び販売の状況

電子部品販売手数料

①

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日

ｼｽﾃﾑ
　ｿﾘｭｰｼｮﾝ

ﾌｨｰﾙﾄﾞ
　ｻｰﾋﾞｽ

0.0

電 算 機 保 守

合 計

（自　平成17年４月１日

小 計

ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ
 ﾃﾞﾊﾞｲｽ
　ｿﾘｭｰｼｮﾝ

3,283,088

3,669,688

331,731

9,010

7,293,519

電 子 デ バ イ ス

半 導 体

電 線 及 び 加 工 品

8,305,150

300,589

8,605,740

ｼｽﾃﾑ
　ｿﾘｭｰｼｮﾝ

システム・ソフト開発

情 報 関 連 機 器

電 算 機 販 売 手 数 料

小 計

ICTｿﾘｭｰｼｮﾝ 1.3

14.7

36.1

ﾌｨｰﾙﾄﾞ
　ｻｰﾋﾞｽ

電 算 機 保 守

3,509,187

4,439,245 18.6

100.0

3,165,522

4,764

273,850

4,636,907

13.8

15.4

1.4

30.6

34.8

2,507,288 9.7

374,747 1.5

6,052,322 23.5

10,837,475 42.1

11,111,326 43.1

3,958,127 15.4

△1,241,197 △17.0

2,532,325 30.5

△8.9

2,505,586 29.1

448,940 12.8

△26,739

4.5

1,910,991 8.0

③

18.0

25,758,682 100.0

197,662

合 計 23,847,691

前連結会計年度 当連結会計年度
増 減

（自　平成17年４月１日 （自　平成18年４月１日　
（ △ は 減 ）

　至　平成18年３月31日）　至　平成19年３月31日）

金 額
構 成 比
（ ％ ）

金 額
構 成 比
（ ％ ）

金 額
増 減 率
（ ％ ）

ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ
 ﾃﾞﾊﾞｲｽ
　ｿﾘｭｰｼｮﾝ

電 子 デ バ イ ス 3,270,939 14.0 3,203,116 13.2 △67,823 △2.1

半 導 体 3,750,386 16.0 2,460,102 10.1 △1,290,284 △34.4

電 線 及 び 加 工 品 321,032 1.4 368,601 1.5 47,569 14.8

電子部品販売手数料 9,010 0.0 4,764 0.0 △4,246 △47.1

小 計 7,351,369 31.4 6,036,584 24.8 △1,314,784 △17.9

ICTｿﾘｭｰｼｮﾝ

情 報 関 連 機 器 7,608,621 32.5

電 算 機 販 売 手 数 料 300,589 1.3

小 計 7,909,211 33.8

9,525,468 39.1 1,916,846 25.2

273,850 1.1 △26,739 △8.9

9,799,318 40.2 1,890,107 23.9

ｼｽﾃﾑ
　ｿﾘｭｰｼｮﾝ

システム・ソフト開発 3,706,466 15.8 3,887,940 16.0 181,474 4.9

ﾌｨｰﾙﾄﾞ
　ｻｰﾋﾞｽ

電 算 機 保 守 4,439,245 19.0 4,636,907 19.0 197,662 4.5

100.0 954,459 4.1

生産実績

受注の状況

販売の状況

合 計 23,406,291 100.0 24,360,750
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