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平成 20 年５月期  第１四半期財務・業績の概況（非連結） 

平成 19年 10 月５日 
上 場 会 社 名        株式会社ドーン           上場取引所 大阪証券取引所 ヘラクレス  
コ ー ド 番 号         ２３０３                    ＵＲＬ  http://www.dawn-corp.co.jp 
代  表  者 代表取締役社長 滝野 秀一 
問合せ先責任者 取締役総務部  近藤 浩代   ＴＥＬ (０７８) ２２２－９７００      
 
 

（百万円未満切捨て）  

１．平成 20年５月期第１四半期の業績（平成 19年６月１日 ～ 平成 19年８月 31日） 
(1) 経営成績                              （％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（当期）純利益 

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 

20 年５月期第１四半期 86（ 33.9） △25（ －） △23（ －） △23（ －） 
19 年５月期第１四半期 64（△51.3） △76（ －） △75（ －） △76（ －） 

19 年５月期 518（△16.9） △78（ －） △81（ －） △68（ －） 
 

 １株当たり四半期 

（当期）純利益 

潜在株式調整後 

１株当たり四半期 

（当期）純利益 

 円    銭 円    銭 

20 年５月期第１四半期 △1,816 34  －  －  
19 年５月期第１四半期 △5,957 86  －  －  

１９年５月期 △5,365 50  －  －  
 
(2) 財政状態 

 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円    銭 

20 年５月期第１四半期 1,424  1,285  90.2  100,210 76  
19 年５月期第１四半期 1,481  1,300  87.8  101,467 44  

19 年５月期 1,446  1,309  90.6  102,142 88  
 
(3) キャッシュ・フローの状況 

 営業活動による 
キャッシュ・フロー 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 
期 末 残 高 

 百万円 百万円 百万円 百万円 

20 年５月期第１四半期 △27  29  0  287  
19 年５月期第１四半期 △24  △133  △5  305  

19 年５月期 △11  △164  △7  284  
 
２．配当の状況 

 1 株当たり配当金 

（基準日） 第１四半期末 

20 年５月期第１四半期 
  円   銭 

－  － 

19 年５月期第１四半期   －  －  
 
３．平成 20年５月期の業績予想（平成 19年６月１日 ～ 平成 20年５月 31日） 

（％表示は，通期は対前期，中間期は対前年中間期増減率） 

 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 

中  間  期 247（127.8） △44（ －） △41（ －） △31（ －） △2,434 89  
通     期 600（115.7） △30（ －） △24（ －） △23（ －） △1,825 02  
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４．その他 
(1) 会計処理の方法における簡便な方法の採用 ： 有 
(2) 最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無 

（注）詳細は３頁の「【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他」をご覧ください。 

 
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不
確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前提にしております。実際の業績は今後の様々な
要因によって予想数値と異なる可能性があります。 
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【定性的情報・財務諸表等】 

 

１．経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期におけるわが国経済は、引き続き堅調な企業収益に支えられ緩やかな回復基調で推移

いたしました。その一方、原油価格の高騰による原材料高、米国景気の減速懸念等、先行き不透明感

は払拭しきれない状況にあります。 

このような状況におきまして、当社は、GIS 関連の受託開発や位置情報サービス事業等の案件獲得に

注力するとともに、今年 11 月に発売予定である新製品の GIS 基本ソフトウェア「GeoBase.NET」の機

能拡充に取り組みました。 

第１四半期は当社として売上が少ない時期にあたりますが、防災や環境関連等の業務向けにライセ

ンスの販売が好調であったことや、受託開発も設備管理関係の案件を納品したことから前年同期と比

較して増加し、売上高は 86,339 千円（前年同期比 33.9％増加）となりました。 
 利益面においては、売上高の増加に加え仕入が大幅に減少したことにより、売上総利益 36,375 千円

（前年同期比 37,691千円増）となりました。また、経費削減に努めたことにより販売費及び一般管理

費は前年同期比で 13,517 千円減少いたしました。その結果、営業損失 25,404 千円（前年同期比 51,209

千円の損失の減少）、経常損失 23,292 千円（前年同期比 52,248 千円の損失の減少）、第１四半期純損

失 23,292 千円（前年同期比 53,057 千円の損失の減少）となりました。 
 

２．財政状態に関する定性的情報 

①財政状態の変動状況 

当第１四半期における総資産は1,424,419 千円となり、前事業年度末と比較して 21,683 千円の

減少となりました。これは主に現金及び預金の減少によるものであります。 

 負債は 139,317 千円となり、前事業年度末と比較して 3,094 千円の増加となりました。これは

主に未払金の増加によるものであります。 

 純資産は 1,285,102 千円となり、前事業年度末と比較して 24,777 千円の減少となりました。こ

れは主に利益剰余金の減少によるものであります。 

②キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前事業年度末に比べて 2,265

千円増加し 287,159 千円となりました。 

当第１四半期における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、以下のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第１四半期において営業活動の結果支出した資金は、27,452 千円となりました。これは主に、

税引前第１四半期純損失が 23,292 千円あったことや売上債権の増加額が 10,852 千円あったこと

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） 

当第１四半期の投資活動の結果獲得した資金は、29,759 千円となりました。これは定期預金の

預入による支出が 50,000 千円あったものの、投資有価証券の償還による収入が 80,000 千円あっ

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）  

   当第１四半期の財務活動の結果支出した資金は、41 千円となりました。これは配当金の支払額

であります。 

 

３．業績予想に関する定性的情報 
第１四半期の業績は、概ね当初の予定通りに推移しており、平成19年７月 13日付「平成 19年５月

期決算短信」で発表いたしました中間期及び通期の業績予想に変更はありません。 

 

４．その他 

 (1)会計処理方法における簡便な方法の採用 

   法人税等の計上基準に簡便的な方法を採用しております。 

 (2)最近事業年度からの会計処理の方法の変更 

   該当事項はありません。 
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５．（要約）四半期財務諸表 

(1)（要約）四半期貸借対照表 

（単位：千円、％） 

前年同四半期末 

(平成 19年５月期

第１四半期末) 

当四半期末 

(平成20年５月期

第１四半期末) 

増  減 

（参考） 

前事業年度末 

平成 19年５月期 
科  目 

金  額 金  額 金  額 増減率 金  額 

（資産の部）      

Ⅰ 流動資産      

1.現金及び預金 865,971 827,911 △38,060 △4.4 905,727 

2.売掛金 65,124 69,573 4,448 6.8 58,720 

3.有価証券 174,247 134,140 △40,106 △23.0 114,133 

4.仕掛品 10,056 6,268 △3,788 △37.7 2,376 

5.貯蔵品 2,182 2,260 78 3.6 2,430 

6.前渡金 596 27 △568 △95.4 252 

7.前払費用 7,104 5,881 △1,222 △17.2 6,136 

8.未収還付法人税等 － 750 750 － － 

9.未収消費税等 1,275 － △1,275 － 165 

10.その他 1,009 1,767 758 75.2 2,146 

 貸倒引当金 △65 △69 △4 6.8 △58 

流動資産合計 1,127,503 1,048,512 △78,990 △7.0 1,092,031 

      

Ⅱ 固定資産      

(1)有形固定資産      

1.建物 2,445 2,098 △347 △14.2 2,175 

2.工具器具備品 3,631 2,720 △911 △25.1 2,950 

有形固定資産合計 6,077 4,818 △1,258 △20.7 5,126 

(2)無形固定資産      

1.特許権 618 164 △453 △73.4 219 

2.商標権 280 184 △96 △34.4 199 

3.ソフトウェア 58,813 30,735 △28,077 △47.7 35,684 

4.ソフトウェア仮勘定 10,000 12,061 2,061 20.6 12,661 

5.その他 230 230 － － 230 

無形固定資産合計 69,942 43,376 △26,566 △38.0 48,995 

(3)投資その他の資産      

1.投資有価証券 137,544 146,212 8,667 6.3 168,657 

2.長期前払費用 202 728 525 259.1 521 

3.長期性預金 100,000 150,000 50,000 50.0 100,000 

4.長期未収入金 － 10,000 10,000 － 10,000 

5.差入保証金 39,732 30,771 △8,961 △22.6 30,771 

 貸倒引当金 － △10,000 △10,000 － △10,000 

投資その他の資産合計 277,480 327,712 50,232 18.1 299,950 

固定資産合計 353,500 375,907 22,407 6.3 354,071 

資産合計 1,481,003 1,424,419 △56,583 △3.8 1,446,102 
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前年同四半期末 

(平成 19年５月期

第１四半期末) 

当四半期末 

(平成 20年５月期

第１四半期末) 

増  減 

（参考） 

前事業年度末 

平成19年５月期 
科  目 

金  額 金  額 金  額 増減率 金  額 

（負債の部）      

Ⅰ 流動負債      

 1.買掛金 40,665 11,597 △29,067 △71.5 16,907 

 2.未払金 13,325 13,465 139 1.0 6,238 

 3.未払費用 2,559 2,849 289 11.3 4,374 

 4.未払法人税等 736 636 △99 △13.6 936 

 5.繰延税金負債 26,116 24,281 △1,835 △7.0 24,303 

 6.預り金 381 － △381 － 1,983 

 7.前受収益 16,425 14,861 △1,563 △9.5 14,824 

 8.賞与引当金 6,671 6,706 35 0.5 － 

9.未払消費税等 － 1,627 1,627 － － 

流動負債合計 106,881 76,025 △30,855 △28.9 69,568 

Ⅱ 固定負債      

1.繰延税金負債 30,150 15,156 △14,994 △49.7 16,151 

2.役員退職慰労引当金 41,314 47,000 5,686 13.8 49,180 

3.長期前受収益 2,047 1,134 △913 △44.6 1,323 

固定負債合計 73,512 63,291 △10,220 △13.9 66,654 

負債合計 180,393 139,317 △41,076 △22.8 136,222 

      

（純資産の部）      

Ⅰ 株主資本      

 1.資本金 363,650 363,950 300 0.1 363,950 

 2.資本剰余金 353,150 353,450 300 0.1 353,450 

3.利益剰余金 583,106 567,378 △15,728 △2.7 590,670 

株主資本合計 1,299,906 1,284,778 △15,128 △1.2 1,308,070 

Ⅱ 評価・換算差額等      

  その他有価証券評価

差額金 

703 324 △378 △53.8 1,809 

評価・換算差額等合計 703 324 △378 △53.8 1,809 

純資産合計 1,300,609 1,285,102 △15,506 △1.2 1,309,880 

負債・純資産合計 1,481,003 1,424,419 △56,583 △3.8 1,446,102 
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(2)（要約）四半期損益計算書 

（単位：千円、％） 

前年同四半期 

(平成 19年５月期 

 第１四半期) 

当四半期 

(平成 20年５月期 

  第１四半期) 

増  減 

（参考） 

前事業年度 

平成 19年５月期 
科  目 

金  額 金  額 金  額 増減率 金  額 

Ⅰ 売上高 64,474 86,339 21,865 33.9 518,659 

Ⅱ 売上原価 65,789 49,963 △15,826 △24.1 349,357 

売上総利益又は売上

総損失（△） 

△1,315 36,375 37,691 － 169,301 

Ⅲ 販売費及び一般管

理費 

75,298 61,780 △13,517 △18.0 248,101 

営業損失 76,613 25,404 △51,209 － 78,800 

Ⅳ 営業外収益 1,209 2,111 902 74.6 7,324 

Ⅴ 営業外費用 137 － △137 － 10,000 

経常損失 75,541 23,292 △52,248 － 81,476 

Ⅵ 特別利益 72 － △72 － 78 

Ⅶ 特別損失 881 － △881 － 3,366 

税引前第１四半期 

（当期）純損失 

76,349 23,292 △53,057 － 84,763 

税金費用 － － － － △15,977 

第１四半期（当期）

純損失 

76,349 23,292 △53,057 － 68,785 
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(3)（要約）株主資本等変動計算書  

前年同四半期（自 平成 18年 6月 1日 至 平成 18年 8月 31 日）     

（単位：千円） 

株主資本 
評価・換算

差額等 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 

 

資本金 
資本準備金 プログラム

等準備金 

繰越利益 

剰余金 

株主資本 

合  計 

その他有価

証券評価 

差額金 

前事業年度末残高 361,650 351,150 126,387 545,847 1,385,034 △388 

当四半期中の変動額       

新株予約権の行使

による株式の発行 
2,000 2,000   4,000  

剰余金の配当    △12,778 △12,778  

当四半期純損失    △76,349 △76,349  

株主資本以外の項

目の当四半期中の

変動額（純額） 

    － 1,091 

当四半期中の変動額 

合計 
2,000 2,000 － △89,127 △85,127 1,091 

当四半期末残高 363,650 353,150 126,387 456,719 1,299,906 703 

 

当四半期（自 平成 19年 6月 1日 至 平成 19年 8月 31 日） 

     （単位：千円） 

株主資本 
評価・換算

差額等 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 

 

資本金 
資本準備金 プログラム

等準備金 

繰越利益 

剰余金 

株主資本 

合  計 

その他有価

証券評価 

差額金 

前事業年度末残高 363,950 353,450 85,389 505,281 1,308,070 1,809 

当四半期中の変動額       

当四半期純損失    △23,292 △23,292  

株主資本以外の項

目の当事業年度中

の変動額（純額） 

    － △1,484 

当四半期中の変動額

合計 
－ － － △23,292 △23,292 △1,484 

当四半期末残高 363,950 353,450 85,389 481,988 1,284,778 324 
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（参考）前事業年度（自 平成18年 6月 1日 至 平成 19年 5月 31 日） 

     （単位：千円） 

株主資本 
評価・換算

差額等 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 

 

資本金 
資本準備金 プログラム

等準備金 

繰越利益 

剰余金 

株主資本 

合  計 

その他有価

証券評価 

差額金 

前事業年度末残高 361,650 351,150 126,387 545,847 1,385,034 △388 

当事業年度中の変動

額 
      

新株予約権の行使

による株式の発行 
2,300 2,300   4,600  

剰余金の配当    △12,778 △12,778  

プログラム等準備

金の取崩 
  △40,997 40,997 －  

当期純損失    △68,785 △68,785  

株主資本以外の項

目の当事業年度中

の変動額（純額） 

    － 2,198 

当事業年度中の変動

額合計 
2,300 2,300 △40,997 △40,566 △76,963 2,198 

当事業年度末残高 363,950 353,450 85,389 505,281 1,308,070 1,809 
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(4)（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円） 

 

前年同四半期 

(平成 19年５月期 

 第１四半期) 

当四半期 

(平成 20年５月期 

 第１四半期) 

（参考） 

前事業年度 

平成 19年５月期 

区  分 金  額 金  額 金  額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

税引前第１四半期（当期）純損失 △76,349 △23,292 △84,763 

 減価償却費 5,244 5,973 30,540 

 固定資産除却損 59 － 78 

 貸倒引当金の増加額（△：減少額） △72 10 9,921 

 賞与引当金の繰入額 6,671 6,706 － 

 役員退職慰労引当金の増加額 

（△：減少額） 

2,622 △2,179 10,488 

 受取利息及び配当金 △616 △1,658 △3,775 

 有価証券利息 △398 △410 △1,539 

投資事業組合出資金運用益 － 0 △1,814 

 投資事業組合出資金運用損 137 － － 

 売上債権の減少額（△：増加額） 72,371 △10,852 78,775 

 たな卸資産の増加額 △9,723 △3,721 △2,291 

 仕入債務の減少額 △5,807 △5,309 △29,565 

 前払費用の減少額 1,818 254 2,786 

 差入保証金の減少額（△：増加額） △271 － 8,689 

 未払金の増加額（△：減少額） 3,243 7,516 △945 

 預り金の減少額 △5,297 △1,983 △3,695 

 未払消費税等の増加額（△：減少額） △218 1,627 △218 

 前受収益の減少額 △25 △152 △2,350 

 その他 △1,347 △2,038 △11,052 

小  計 △7,961 △29,511 △732 

 利息及び配当金の受取額 1,033 2,355 4,928 

 法人税等の支払額 △17,074 △296 △15,427 

営業活動によるキャッシュ・フロー △24,002 △27,452 △11,232 

Ⅱ 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 － － 20,000 

 定期預金の預入による支出 △140,000 △50,000 △190,000 

 投資有価証券の取得による支出 △9,908 － △50,118 

 有価証券の償還による収入 20,000 80,000 90,000 

 有価証券の取得による支出 － － △30,136 

 有形固定資産の取得による支出 △250 － △250 

 無形固定資産の取得による支出 △3,121 △248 △6,182 

 出資金の分配金による収入 － － 2,505 

 その他 113 7 126 

投資活動によるキャッシュ・フロー △133,165 29,759 △164,055 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

 株式の発行による収入 4,000 － 4,600 

 配当金の支払額 △9,364 △41 △12,510 

財務活動によるキャッシュ・フロー △5,364 △41 △7,910 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額（又は減

少額） 

△162,532 2,265 △183,197 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 468,091 284,893 468,091 

Ⅵ 現金及び現金同等物の第１四半期末

（期末）残高 

305,559 287,159 284,893 

 


