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(3) 連結キャッシュ・フローの状況
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(2) 連結財政状態

平成20年５月23日
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第２四半期
累 計 期 間

通 期

(3) 発行済株式数（普通株式）

(注) １株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、27ページ「１株当たり情報」をご覧

百万円 19年３月期 5,661 百万円

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）

４．その他

(1) 無

有

(2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要

会計基準等の改正に伴う変更

② 期末自己株式数

20年３月期

20年３月期

期末発行済株式数（自己株式を含む）①

466,532
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19年３月期 170,677 株

株 10,169,610

株

10,169,610

ください。

１．20年３月期の個別業績（平成19年４月１日～平成20年３月31日）
（参考）個別業績の概要
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２．21年３月期の個別業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日）
（％表示は、通期は対前期、第２四半期累計期間は対前年同四半期増減率）
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(2) 個別財政状態
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　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
の前提となる仮定およ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、３ページ「１．経営成績(1)経営成
績に関する分析」をご覧ください。
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38.920年３月期 14,613

19年３月期 47

詳細は、14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」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
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【ICTソリューション事業】

　製造、流通・サービス分野につきましては、成長に向けた戦略的投資やセキュリティ強化などＩＴ投資意欲が
堅調でした。お客様から要請されるシステムが複雑化・高度化するなか、最適なソリューションの提案により、
他社システムのリプレースをはじめとして、生産・物流・販売の最適化のためのＳＣＭ、販売管理業務システム
を中心としたＥＲＰソリューションシステム、医療関連システムなどのシステムサービスが順調に推移しまし
た。また、ネットワーク構築、サーバーならびにパソコンを軸とする情報セキュリティおよび内部統制対応の経
営基盤強化などの商談を積極的に推進しました。

　当連結会計年度におけるわが国経済は、好調な輸出、企業収益の改善を背景にした民間設備投資の増加など緩
やかな成長が持続しました。しかしながら、後半にはサブプライムローン問題を契機とする米国経済の減速をは
じめ、株価の低迷、為替の影響、原材料価格の高騰の影響もあり、景気の先行きに対する不透明感が高まりまし

　このような経営環境のもと、新しい技術やサポートおよびサービスの出現、激しい企業間競争を踏まえて、
「お客様の視点」からのシステム企画、構築、運用、保守にわたるトータルソリューションの展開により、お客
様の信頼の獲得に努めると共に、競争優位性のあるソリューション・サービスの創出と提供、新しい市場開拓に
よる事業機会の確保に邁進しました。

　ＩＣＴの技術的発展と利用分野の拡大に伴い、ＩＣＴは社会インフラから個人生活にいたる様々な分野に浸透
してきており、企業経営においては、社会的責任の遂行、ならびに急速に変化する経営環境に迅速かつ柔軟に適
応する上で極めて重要な経営基盤となっています。日本版ＳＯＸ法施行、情報セキュリティ対応、グローバル化
を背景に、お客様のシステムの拡大ならびに高度化・多様化の要請とあわせて、お客様ニーズへの厳しい対応が
求められました。

　当連結会計年度の売上高は87億６千７百万円となり、前連結会計年度比10億３千１百万円（前連結会計年度比
10.5％減）の減収となりました。

　当連結会計年度の業績につきましては、システム・ソリューション、ネットワークシステム構築、ＩＴマネジ
メントサービスの売上が伸長しましたが、大規模ネットワークシステム案件の商談や仕様変更による開発期間延
伸の影響により、売上高は247億７千万円（前連結会計年度比1.7％増）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。

　公共分野におきましては、入札制度改革などにより競争が激化しておりますが、メーカーとの連携により、当
社の強みであるライフ・サイクル・マネジメントを軸とした積極的な営業活動の展開から、自治体向け図書館シ
ステム商談、官庁向け大規模ネットワークシステム構築関連商談ならびに大規模病院向けネットワークシステム
商談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】

　電子部品・半導体業界は、パソコン、携帯電話ならびにデジタル家電などの需要に支えられて好調さが持続し
ました。お客様からの強い値下げや短納期の要求、環境配慮商品の調達および国際調達など厳しい対応が要請さ
れました。新しい商品・サービスの創出および提供に注力して、ネットワーク関連機器、医療関連機器向けコン
ポーネントの売上が伸長しました。

　当連結会計年度の売上高は66億８千２百万円となり、前連結会計年度比６億４千５百万円（前連結会計年度比
10.7％増）の増収となりました。
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１．経営成績

(1) 経営成績に関する分析

　ＩＣＴ投資は、金融、通信、製造業向け投資が引続き増加傾向にあり、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。

　一方、経営基盤を強固にして成長を持続させる諸施策として、開発工程の可視化や工程進捗管理の強化などの
「開発工程の整備｣、本年4月から実施される内部統制報告書制度への対応として業務プロセスの見直しをはじめ
とする「内部統制の整備」に着実に取り組むと共に、若手・中堅層の計画的な育成ならびに戦力の強化を図る
「人材育成」に努めました。

　損益面におきましては、厳しい価格競争や退職給付引当金の積み増しなどの影響を受けましたが、ソリュー
ション・サービスの好調さ、経費の効率化ならびに不採算プロジェクト案件の減少により、営業利益は６億６千
９百万円（前連結会計年度比25.8％増）、経常利益は６億６千８百万円（前連結会計年度比23.3％増）となりま
した。
　当期純利益につきましては、投資有価証券評価損の計上などから、２億６千２百万円（前連結会計年度比
9.3％減）となりました。
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　伝統的な保守サービスに加えて、多様化するニーズに対応するＩＴマネジメントサービス分野を二番目の柱と
して定着する時期になり、ライフ・サイクル・マネジメントを焦点にした提案活動により実績を順調に積み上げ
ることができました。また、サポートおよびサービス力の強化を目指し、サービスプロセスの改善ならびに人材
育成に取り組みました。

　当連結会計年度の売上高は52億５千４百万円となり、前連結会計年度比６億１千７百万円（前連結会計年度比
13.3％増）の増収となりました。

(2) 財政状態に関する分析

　次期の見通しにつきましては、原材料高や米国経済の先行きの不透明さが生産、設備投資や個人消費に影響し
景気の減速感が強まるものと予想されます。このような環境のもと、当社グループといたしましては、お客様の
視点に立って、品質と納期を徹底するとともに新しいサービスの創出を目指して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21年３月期の連結業績につきましては、売上高250億円（前期比0.9％増）、営業利
益５億円（前期比25.3％減）、経常利益５億円（前期比25.3％減）、および当期純利益２億３千万円（前期比
12.3％減）を予定いたしております。

（次期の見通し）

　一方、複雑化するシステム構造において、ＩＴ投資に対するコストの削減、納期ならびにシステム信頼性に対
するお客様の要請は強まっております。

　システム開発において、採算および品質の向上から品質管理の強化、開発工程管理体制の整備などの諸施策の
実行に注力しました。

　当連結会計年度の売上高は40億６千５百万円となり、前連結会計年度比１億７千７百万円（前連結会計年度比
4.6％増）の増収となりました。

　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、ＥＲＰソリューションシステム、生産工程制御関
連システム、監視システム、Ｗｅｂシステム、ネットワーク基盤関連サービスの提供において実績を順調に積み
上げました。

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８億４千７百万円減少して、147億４百万円となりま
した。主な増加は、現金及び預金の増加６億９千万円や受取手形及び売掛金の増加１億６千１百万円であり、主
な減少は、たな卸資産の減少15億２千４百万円や投資有価証券の減少２億５千６百万円であります。
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【システムソリューション事業】

【フィールドサービス事業】

（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１千２百万円（前連結会計年度は４千９百万円の資金の減少）となりまし
た。これは主に、自己株式の純増加額６千１百万円や配当金の支払額２千９百万円によるものであります。

　負債につきましては、前連結会計年度末に比べ８億５千８百万円減少して、90億１千４百万円となりました。
主な増加は、短期借入金の増加６億２千３百万円や退職給付引当金の増加９千８百万円であります。主な減少
は、支払手形及び買掛金の減少13億４千４百万円や長期借入金の減少５億４千５百万円であります。

　純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ１千万円増加して、56億９千万円となりました。主な増加
は、利益剰余金の増加２億３千２百万円であります。主な減少は、その他有価証券評価差額金の減少１億６千万
円であります。なお、自己株式の当連結会計年度末残高は９千９百万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６億９千
万円増加して28億７千６百万円となりました。

　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、増加した資金は８億１百万円（前連結会計年度は５億１千万円の資金の減少）となりまし
た。これは主に、税金等調整前当期純利益５億７千６百万円やたな卸資産の減少15億２千４百万円などの資金
の増加、仕入債務の減少13億４千４百万円や法人税等の支払額２億２千２百万円などの資金の減少があったこ
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）

　投資活動の結果、減少した資金は９千８百万円（前連結会計年度は８千４百万円の資金の増加）となりまし
た。これは主に、有形固定資産の取得による支出８千４百万円があったことによるものであります。

－4－



ソレキア㈱（9867）平成20年度３月期決算短信

平成20年３月期

38.7

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移

― 

平成17年３月期

38.3

平成16年３月期

35.6

平成19年３月期

36.5

平成18年３月期

39.1自己資本比率（％）

2.3

15.8 17.2 12.5

23.0

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）

自己資本比率：自己資本／総資産

16.8

― 

― 25.6

2.5

33.5

16.8

― 2.4

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

(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、普通
配当を４円とし、また、平成20年９月19日に創立50周年を迎えることにあたり、株主の皆様に感謝の意を表するた
め記念配当２円を加え、１株当たり６円の配当を実施したいと存じます。また、次期につきましては、１株当たり
５円の配当を予定しております。

（注１）

（注２）

（注３）

（注４）

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。

(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

　至　平成19年３月31日）

　当社グループは、富士通株式会社ならびに株式会社富士通エフサス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株式会社富士通エフサス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18年４月１日　 （自　平成19年４月１日　
　至　平成20年３月31日）

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

　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。

6,608,600 57.2

② 為替相場の変動について

4,358,390 17.6
株式会社富士通エフサスへの売
上高

富士通株式会社からの仕入高

3,904,218 16.0

7,358,890 48.3
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　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20年度３月期決算短信

　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

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

　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。

⑩ 環境規制について
　当社グループは、電子デバイスおよび半導体の調達、製品リサイクルなどに関して、環境関連法令の適用を受け
ており、関連する費用負担や損害賠償責任が発生し、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。

⑪ 大規模災害による影響について
　当社グループの拠点の多くは、本社部門を含め首都圏に所在しております。首都圏直下型地震をはじめとした大
規模な自然災害が発生した場合、甚大な被害により事業活動、業績、財政状況等に影響を及ぼす可能性がありま
す。
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　内部統制整備に向けた実行を引続き積み重ね、確固たる経営体質の構築を目指します。

⑤ 人材育成と強化

技術力の向上やキャリア開発にむけたスキル評価、若手・中堅層およびプロジェクト・マネージャの計画的な
育成を通じて戦力化を着実に進めるとともに、良質なパートナーの確保に努めます。

③ 開発業務工程の強化

　システム開発の強化に向けて、開発業務工程の構築、そして要求定義プロセス、システム設計ならびに開発
工程の全社的標準化と可視化、システム検証の徹底などのプロジェクト・マネジメントのさらなる強化を図り
ます。生産性や信頼性の向上の一環として、知識やノウハウの共有を効率化するナレッジ・マネジメント、
「システム機能の部品化」に取り組みます。

④ 内部統制整備への着実な対応

　お客様の企業価値を向上させる新しいソリューションおよびサービスを創出するために、諸活動の充実、な
らびにマーケティング、システム開発、運用・保守のシームレスで効率的な価値連鎖の構築に取り組みます。
お客様のニーズに対して迅速かつ的確に必要なサービスを提供できる体制作りを目指します。お客様の海外進
出に伴い、海外でのシステム構築を要請されることから、グローバルな観点からの発想および着実なローカル
な諸活動に取り組みます。

② 新しい技術への対応

　絶えざる技術革新に対応したソリューションの提供を実行するために、オープン・ソース・ソフトウェア、
ＷＥＢ技術、データベース、仮想化技術、ネットワーク技術、各種エンジニアリング技術など最新の技術に取
り組むと共に、変化する業務アプリケーション、ＩＴマネジメントサービスを確実かつ安定的に供給する技術
の蓄積を目指します。

　具体的には、次の諸施策に取り組み、企業価値の更なる向上を図ってまいります。

① お客様の多様なニーズに対応できるソリューションならびにサービスの充実

　日本版ＳＯＸ法への対応、安全・環境に配慮したシステム構築、高付加価値経営への革新などへのＩＣＴの
活用は、規模・業種業態を問わず期待される一方、お客様の価格、品質、利便性などへの要請は一層高まると
共に、新しい商品・サービスをめぐる企業間競争はさらに厳しくなる傾向が予想されます。

(4) 会社の対処すべき課題

　グローバリゼーションの進展ならびに日本経済社会の構造的変革など高い不確実性の時代において、当社グ
ループは企業理念の実現を通して企業価値の向上を図るために、「お客様の視点」、「品質と納期」、「新しい
サービスの創出および提供」、「確固たる経営基盤の構築」を徹底的に追求して、安定した収益力ある経営体質
の構築を目指してまいります。
　今後の経営環境につきましては、原材料価格の高騰、為替相場の影響ならびに米国経済の減速など景気先行き
不透明な状況となり、企業業績が鈍化する見込みであることから、企業の情報システム投資全体の伸びも鈍化傾
向で推移すると想定されます。

２．企業集団の状況

　最近の有価証券報告書（平成19年６月28日提出）における「事業系統図（事業の内容）」および「関係会社の状
況」から重要な変更がないため開示を省略しております。

３．経営方針

(1) 会社の経営の基本方針、(2) 目標とする経営指標、(3) 中長期的な会社の経営戦略

　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。

ソレキア㈱（9867）平成20年度３月期決算短信

（ジャスダック証券取引所ホームページ（「ＪＤＳ」検索ページ））

http://jds.jasdaq.co.jp/tekiji/

(5) 内部管理体制の整備・運用状況

　平成19年３月期決算短信（平成19年５月23日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため開示を省
略しております。

当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。

（当社ホームページ）

http://www.solekia.com/ir/tanshin.htm
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注記
番号

2,186,269 2,876,452

※３ 7,405,047 7,566,633

2,752,885 1,228,646

244,186 235,287

113,407 119,143

△10,990 △9,051

12,690,805 81.6 12,017,110 81.7 △673,695

※２ 553,358 538,588

381,267 172,091 379,610 158,978

270,226 332,468

179,588 90,637 218,852 113,615

※２ 560,282 560,282

823,011 5.3 832,876 5.7 9,864

33,224 0.2 30,290 0.2 △2,934

※１ 715,820 459,794

2,856 17,370

756,113 748,047

479,411 565,134

53,658 59,440

△3,034 △25,924

2,004,826 12.9 1,823,862 12.4 △180,963

2,861,062 18.4 2,687,029 18.3 △174,033

15,551,868 100.0 14,704,139 100.0 △847,728

４．連結財務諸表

(1) 連結貸借対照表

Ⅰ

区分

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．

貸倒引当金

流動資産

３．

４．

対前年比

増減

ソレキア㈱（9867）平成20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19年３月31日）
前連結会計年度

金額

Ⅱ 固定資産

１．有形固定資産

建物及び構築物(1)

(2) 器具備品

減価償却累計額

(3) 土地

有形固定資産合計

２．無形固定資産

３．投資その他の資産

(1) 投資有価証券

(2) 長期貸付金

(3)

(4)

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

単位：千円（未満は切捨て表示）

減価償却累計額

（平成20年３月31日）

金額

貸倒引当金

資産合計
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注記
番号

5,119,666 3,775,396

※２ 971,500 1,595,000

170,835 292,290

434,700 419,052

18,000 19,000

― 19,110

744,180 934,889

7,458,882 48.0 7,054,739 48.0 △404,143

※２ 913,500 368,500

1,336,625 1,434,984

148,058 139,942

15,010 15,904

2,413,194 15.5 1,959,331 13.3 △453,862

9,872,076 63.5 9,014,070 61.3 △858,006

2,293,007 14.7 2,293,007 15.6 ― 

2,359,610 15.2 2,359,610 16.1 ― 

801,196 5.2 1,033,595 7.0 232,399

△38,646 △0.3 △99,842 △0.7 △61,195

5,415,167 34.8 5,586,370 38.0 171,203

264,624 1.7 103,698 0.7 △160,926

264,624 1.7 103,698 0.7 △160,926

5,679,791 36.5 5,690,069 38.7 10,277

15,551,868 100.0 14,704,139 100.0 △847,728

対前年比
前連結会計年度

（平成19年３月31日）

ソレキア㈱（9867）平成20年度３月期決算短信

（平成20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
（％）

１．支払手形及び買掛金

２．短期借入金

３．未払法人税等

４．賞与引当金

６．受注損失引当金

７．その他

役員退職引当金

流動負債合計

Ⅱ 固定負債

１．長期借入金

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

４．

（純資産の部）

Ⅰ 株主資本

５．

その他

固定負債合計

負債合計

２．退職給付引当金

３．

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

役員賞与引当金

当連結会計年度
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注記
番号

24,360,750 100.0 24,770,233 100.0 409,483

20,366,477 83.6 20,692,930 83.5 326,453

3,994,273 16.4 4,077,302 16.5 83,029

1,844,353 1,695,781

181,564 144,814

18,000 19,000

29,735 178,441

25,370 4,551

― 3,836

1,362,915 3,461,939 14.2 1,361,107 3,407,532 13.8 △54,407

532,333 2.2 669,770 2.7 137,437

13,066 20,468

7,350 7,074

7,440 3,100

5,355 5,287

6,140 6,767

8,029 47,381 0.2 8,247 50,945 0.2 3,564

28,384 31,944

4,610 3,817

― 10,372

4,186 37,181 0.2 5,643 51,778 0.2 14,596

542,533 2.2 668,938 2.7 126,404

1,875 ― 

149,015 150,891 0.6 ― ― ― △150,891

― 17,115

※１ ― 12,419

29,673 62,663

7,351 ― 

7,264 44,289 0.1 ― 92,197 0.4 47,908

649,135 2.7 576,740 2.3 △72,395

157,270 346,180

202,561 359,831 1.5 △31,836 314,343 1.2 △45,488

289,303 1.2 262,396 1.1 △26,907

為替差損

３．役員賞与引当金繰入額

１．支払利息

２．支払保証料

３．

６．

投資有価証券評価損

法人税、住民税及び事業税

２．

３．

４．

当期純利益

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

減損損失

法人税等調整額

Ⅶ

１．貸倒引当金繰入額

１．貸倒引当金戻入益

２．投資有価証券売却益

特別損失

Ⅵ 特別利益

４．その他

経常利益

（自 平成18年４月１日　

その他

Ⅴ 営業外費用

２．受取配当金

４．

５．

Ⅱ
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百分比
（％）

百分比
（％）

対前年比

増減

　至 平成20年３月31日）
（自 平成19年４月１日　

前連結会計年度

　至 平成19年３月31日）

Ⅲ 販売費及び一般管理費

６．

７．

賞与引当金繰入額

退職給付引当金繰入額

貸倒引当金繰入額

役員退職引当金繰入額

４．

５．

(2) 連結損益計算書

Ⅰ

区分

売上高

受取手数料

保険配当金

その他

当連結会計年度

営業外収益

営業利益

売上総利益

金額金額

売上原価

３．

１．給与手当及び賞与

２．

１．受取利息

Ⅳ

受取家賃
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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

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

― ― △ 29,996 ― △ 29,996

― ― 262,396 ― 262,396

― ― ― △ 61,195 △ 61,195

― ― ― ― ― 

― ― 232,399 △ 61,195 171,203

2,293,007 2,359,610 1,033,595 △ 99,842 5,586,370

264,624 264,624 5,679,791

― ― △ 29,996

― ― 262,396

― ― △ 61,195

△ 160,926 △ 160,926 △ 160,926

△ 160,926 △ 160,926 10,277

103,698 103,698 5,690,069

剰余金の分配

剰余金の分配

自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日残高

連結会計年度中の変動額

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19年３月31日残高

資本金

(3) 連結株主資本等変動計算書

資本剰余金 利益剰余金

当連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

平成19年３月31日残高

平成18年３月31日残高

連結会計年度中の変動額

当期純利益

評価・換算差額等

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

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20年３月31日残高

その他
有価証券
評価差額金

当期純利益

株主資本

資本金 資本剰余金
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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18年４月１日　至平成19年３月31日） 単位：千円（未満は切捨て表示）

株主資本

連結会計年度中の変動額

単位：千円（未満は切捨て表示）

平成20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19年３月31日残高

連結会計年度中の変動額

評価・換算
差額等合計

純資産合計その他
有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

自己株式の取得
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注記
番号

649,135 576,740

64,324 69,787

― 12,419

△9,600 20,951

83,200 △15,647

18,000 1,000

△68,249 19,110

△3,467 △8,116

△66,989 98,359

△20,416 △27,543

28,384 31,944

△149,015 ― 

29,673 62,663

7,351 ― 

△722,258 △165,065

△1,633,321 1,524,239

1,287,622 △1,344,270

― 212,751

9,245 △28,272

△496,381 1,041,052 1,537,433

9,543 18,060

△28,069 △34,829

△1,000 ― 

5,648 △222,308

△510,259 801,974 1,312,233
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(4)

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

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19年４月１日　
至 平成20年３月31日）

金額

　　小　　　計

前連結会計年度
（自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日）

金額

たな卸資産の減少額（△増加額）

退職給付引当金の増加額（△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

貸倒引当金の増加額（△減少額）

賞与引当金の増加額（△減少額）

仕入債務の増加額（△減少額）

その他

未払消費税の増加額

投資有価証券売却益

ゴルフ会員権評価損

売上債権の増加額

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

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
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注記
番号

△7,667 △29,447

151,265 ― 

△50,241 △84,259

△10,000 ― 

△12,871 △4,456

18,091 20,353

△9,428 △6,194

5,463 5,100

84,612 △98,904 △183,516

400,000 650,000

700,000 ― 

△1,142,500 △571,500

△6,561 △61,195

― △29,996

△49,061 △12,692 36,368

△4 △193 △189

△474,713 690,183 1,164,896

2,660,982 2,186,269 △474,713

※１ 2,186,269 2,876,452 690,183Ⅶ 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

自己株式の増加額

配当金の支払額

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

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

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

ソレキア㈱（9867）平成20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）

前連結会計年度 当連結会計年度
対前年比（自 平成18年４月１日 （自 平成19年４月１日　

至 平成19年３月31日） 至 平成20年３月31日）

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

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
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仕掛品
移動平均法による低価法
個別法による原価法

たな卸資産
商品

同左 

有価証券

非連結子会社 該当事項はありません。 非連結子会社

重要な資産の評価基準及び評価方法
４．会計処理基準に関する事項

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。

連結子会社のうちSOLEKIA SINGAPORE PTE.LTD.の決
算日は、平成19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20年１
月１日から連結決算日平成20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。

(1)

商品
仕掛品

同左
同左

総平均法による原価法

同左

たな卸資産

時価のないもの
同左

重要な資産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

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。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

SOLEKIA SINGAPORE PTE.LTD.

なお、前連結会計年度において連結子会社でありまし
た「㈱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が結了したため、連結の範囲か
ら除いております。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。

２．持分法の適用に関する事項
(1)

同左

１．連結の範囲に関する事項

SOLEKIA SINGAPORE PTE.LTD.
(1) 連結子会社

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18年４月１日　
　至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日　
　至　平成20年３月31日）

２社 ソレキア・プラッツ㈱
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㈱

(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
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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

(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。

２．持分法の適用に関する事項

同左

同左

(1) 持分法適用の非連結子会社数

(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．会計処理基準に関する事項
(1)

その他有価証券
有価証券
その他有価証券
時価のあるもの 時価のあるもの
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有形固定資産

同左

同左

② 自社利用目的のソフトウェア ② 自社利用目的のソフトウェア

その他の無形固定資産
同左

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。

当連結会計年度より、当社及び国内連結子会社
は、法人税法の改正に伴い、平成19年４月１日
以降に取得の有形固定資産については、改正後
の法人税法に基づく償却方法により減価償却費
を計上しております。
これによる損益に与える影響額は軽微でありま
す。

（追加情報）

当連結会計年度より、当社及び国内連結子会社
は、法人税法の改正に伴い、平成19年３月31日
以前に取得した資産については、改正前の法人
税法に基づく減価償却の方法の適用により取得
価額の５％に到達した連結会計年度の翌連結会
計年度より、取得価額の５％相当額と備忘価額
との差額を５年間にわたり均等償却し、減価償
却費に含めて計上しております。
これによる損益に与える影響額は軽微でありま
す。

③

無形固定資産
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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

①

(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18年４月１日　 （自　平成19年４月１日　
　至　平成19年３月31日） 　至　平成20年３月31日）

(2)

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。

（会計方針の変更）
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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

重要なリース取引の処理方法

同左

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。

親会社は第49期定時株主総会（平成19年６月28
日開催）をもって役員退職慰労金制度を廃止い
たしましたが、同日以前に在任した役員につい
ては、その日以前の在任期間に対して内規の効
力を有するため、当該内規に基づく支給見込額
を役員退職引当金として計上しております。し
たがって、同日以降の新規計上は行っておりま
せん。

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 (5)

(4)

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。

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。

(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

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。

同左

役員退職引当金役員退職引当金

受注損失引当金

同左

受注損失引当金

同左

退職給付引当金 退職給付引当金

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

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。

賞与引当金

同左

同左

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

役員賞与引当金 役員賞与引当金

重要な引当金の計上基準(3)

貸倒引当金

　至　平成20年３月31日）
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当連結会計年度
（自　平成19年４月１日　

貸倒引当金

(3) 重要な引当金の計上基準

　至　平成19年３月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日　

－16－



５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

(7) 消費税等の会計処理
税抜方式によっております。

同左

６．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 ６．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。

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

(7)

同左
消費税等の会計処理
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同左

・ヘッジ対象･･･同左

③ ヘッジ方針

④ ヘッジ有効性評価の方法

同左

・ヘッジ手段･･･同左

② ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(6)

（自　平成19年４月１日　
　至　平成19年３月31日） 　至　平成20年３月31日）

ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ会計の方法
重要なヘッジ会計の方法
①

当連結会計年度

④ ヘッジ有効性評価の方法

・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

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。

・ヘッジ対象･･･外貨建債権債務及び借入金利

③ ヘッジ方針

(6) 重要なヘッジ会計の方法

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日　
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２． ２．「未払消費税の増加額」は、前連結会計年度まで、
営業活動によるキャッシュ・フローの「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、金額的重要性が増したため区分掲記しまし
た。
なお、前連結会計年度における「未払消費税の減少
額」の金額は84,977千円であります。

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。

（自　平成18年４月１日　

１． １．

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度

２． ２．

　至　平成19年３月31日） 　至　平成20年３月31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。

当連結会計年度

「為替差損」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「為替差損」の金額
は927千円であります。

（自　平成19年４月１日　
　至　平成19年３月31日） 　至　平成20年３月31日）

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18年４月１日　 （自　平成19年４月１日　

ソレキア㈱（9867）平成20年度３月期決算短信

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日　
　至　平成20年３月31日）

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18年４月１日　
　至　平成19年３月31日）

表示方法の変更

　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。

（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）
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　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、上記資
産グループの営業活動から生ずる損益が継続してマ
イナスである資産グループの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12,419千円計上しております。その内訳は、器
具備品8,500千円、その他3,918千円であります。資
産グループの回収可能価額は使用価値により測定し
ております。使用価値については将来キャッシュ・
フローを3.7％で割り引いて算定しております。

84,336

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度

※１．

※３．

建物及び構築物 66,902 千円

ソレキア㈱（9867）平成20年度３月期決算短信

当連結会計年度
（平成20年３月31日）（平成19年３月31日）

※１．

※２．

関連会社に対するもの

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

※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

151,238 千円合計

土地

千円

千円

(注)

※３．

84,336

合計 148,208

担保に供している資産
建物及び構築物 63,872 千円

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
短期借入金 258,500 千円

土地

(注)

323,500

合計 582,000

長期借入金

連結会計年度末日満期手形の処理

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日　 （自　平成19年４月１日　
　至　平成19年３月31日） 　至　平成20年３月31日）

長野県上田市 事業用資産 器具備品

事業用資産 建物及び構築物、器
具備品等

事業用資産 建物及び構築物、器
具備品等

種類

※１．減損損失

　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しておりま
す。

場所 用途

栃木県宇都宮市

東京都大田区

　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

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。
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（決議）

（決議）

（決議）

平成19年３月31日 平成19年６月29日
定時株主総会

次のとおり、決議を予定しております。

株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり
配当額
（円）

基準日

295合計 170

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20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

普通株式（注） 170 295 － 466

平成19年３月31日

10,169

自己株式

合計 10,169 － － 

当連結会計年度末
株 式 数 ( 千 株 )

発行済株式

普通株式 10,169 － － 10,169

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)

当連結会計年度末
株 式 数 ( 千 株 )
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（連結株主資本等変動計算書関係）

10,169 － 

(2)

－ 170

合計

発行済株式

普通株式 － 10,169

前連結会計年度（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)

10,169 － 

自己株式

普通株式（注） 144 25

－ 10,169

(1) 配当金支払額

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 － 

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

平成19年６月28日
定時株主総会

株式の種類
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

(1) 配当金支払額

該当事項はありません。

(2) 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

－ 466

２．配当に関する事項

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加295千株は、取締役会の決議に基づく取得による増加277千株、単元未満株式
の買取による増加18千株による増加であります。

6 平成20年３月31日 平成20年６月30日
定時株主総会
平成20年６月27日

普通株式 58,218 利益剰余金

基準日 効力発生日

平成19年６月28日
普通株式 29,996

効力発生日

3

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）
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支払リース料 支払リース料

減価償却費相当額 リース資産減損勘定の取崩額

支払利息相当額 減価償却費相当額

支払利息相当額

減損損失

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当
額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

１．

（自　平成19年４月１日　
　至　平成19年３月31日） 　至　平成20年３月31日）

※１．

千円 千円

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、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

現金及び現金同等物 2,186,269

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

（リース取引関係）

（自　平成18年４月１日　

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20年３月31日現在）

現金及び預金

千円

（平成19年３月31日現在）

現金及び預金

（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

- 

※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

預入期間が３ヶ月を超える定期預金

2,186,269 千円

- 

前連結会計年度 当連結会計年度
（自　平成18年４月１日　 （自　平成19年４月１日　

16,416

124,504

無形固定資産

合計

未経過リース料期末残高相当額等

　合計

千円

9,576

32,437

33,916 千円

未経過リース料期末残高相当額

27,032

70,224

6,840

92,066

14,478

11,444

支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価
償却費相当額及び支払利息相当額

１年超 19,438 千円

４．減価償却費相当額の算定方法

器具備品

千円

25,230 千円

1,147 千円

１年内

３．

21,831

1,745

- 

726 千円

未経過リース料期末残高相当額等

１年内 11,450 千円

１年超

合計 98,084 74,508 1,745

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価
償却費相当額及び支払利息相当額

15,867 千円

- 千円

14,791 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

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。

現金及び現金同等物 2,876,452 千円

2,876,452 千円

車両運搬具

無形固定資産

取得価額
相当額
（千円）

29,170

16,416

52,497

期末残高
相当額
（千円）

11,999

10,123
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3,538

6,293

減損損失
累計額
相当額
（千円）

- 

47,213

11,417

　至　平成19年３月31日）

減価償却
累計額
相当額
（千円）

26,419

81,668

車両運搬具

器具備品

15,002

減価償却
累計額
相当額
（千円）

17,171

　至　平成20年３月31日）

期末残高
相当額
（千円）

取得価額
相当額
（千円）

リース資産減損勘定の残高 1,745 千円

未経過リース料期末残高相当額

13,244 千円

　合計 24,695 千円

1,745 千円
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連結貸借対照表計上額（千円）

３．

- 

（自 平成18年４月１日　至 平成19年３月31日） （自 平成19年４月１日　至 平成20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）

69,121

前連結会計年度（平成19年３月31日） 当連結会計年度（平成20年３月31日）

- - 

連結貸借対照表計上額（千円）

時価のない主な有価証券の内容

151,265 149,015 - 

その他有価証券

非上場株式 126,321

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

93,827 70,137 △23,690

合計 262,479 587,499 325,019 269,567 388,673 119,105

小計 28,019 21,604 △6,415

- 19,980 13,685 △6,294(3) その他 - - 

- - - - ③ その他 - - 

- - 

② 社債 - - - - - - 

- - - - 

(2) 債権

① 国債・地方債等

142,796

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 28,019 21,604 △6,415 73,847 56,451 △17,395

565,894 331,434 175,739 318,535

- - - - (3) その他 - - 

- - - 

- 

- - - - 

- 

- - 

社債 - - 

175,739 318,535 142,796

(2) 債権

234,459

②

565,894 331,434

① 国債・地方債等 - - - 

- 

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 234,459

③ その他 - 

小計

種類

前連結会計年度(平成19年３月31日) 当連結会計年度(平成20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）

１．その他有価証券で時価のあるもの
（有価証券関係）
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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。

（デリバティブ取引関係）

　至　平成20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18年４月１日　 （自　平成19年４月１日　

(1) 取引の内容

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

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。

ソレキア㈱（9867）平成20年度３月期決算短信

(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19年３月31日）

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

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

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。

(2) 取引に対する取組方針

(3) 取引の利用目的

取引に係るリスクの内容

同左

同左

同左

同左

(5) 取引に係るリスクの管理体制

(4)

同左
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同左(4)

千円

退職給付引当金(3)+(4) △1,336,625

(2) 利息費用

前連結会計年度

勤務費用

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

同左

2.2%

1.5%

同左

(2) 割引率

期間定額基準

(5) 数理計算上の差異の処理年数

(3) 期待運用収益率

過去勤務債務の額の処理年数

(1) 退職給付見積額の期間配分方法

(6) 退職給付費用(1)+(2)+(3)+(4)+(5)

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19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

169,226 千円 349,471

2.2%

1.5%

発生時一括処理

千円

３年

180,676

△63,900 千円

22,787

166,529 千円

△27,710 千円

71,520

数理計算上の差異の費用処理額

1,904,297 千円年金資産

千円

千円 △1,457,771 千円

22,787

101,521 千円

（自　平成18年４月１日　 （自　平成19年４月１日
　至　平成19年３月31日） 　至　平成20年３月31日）

千円千円 74,654

千円 22,787

千円

△1,434,984

△3,393,379

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

千円

千円

千円2,011,179

退職給付債務 △3,362,069 千円

（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

(5)

(3) 未積立退職給付債務(1)+(2) △1,382,200

３. 退職給付費用に関する事項

45,574 千円

千円(5)

(4)

当連結会計年度

(1)

ソレキア㈱（9867）平成20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。

△30,167 千円(3) 期待運用収益

２．取引の時価等に関する事項

前連結会計年度（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。

当連結会計年度（自 平成19年４月１日　至 平成20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。
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479,411 千円

繰延税金負債　合計

△2

△66,249

54.5％

その他 △0.7 その他 △0.9

税効果会計適用後の法人税等の負担率 55.4 税効果会計適用後の法人税等の負担率

△25,025

4.5

評価性引当額の増減 7.8 評価性引当額の増減 6.3

住民税均等割 4.0 住民税均等割

受取配当金等永久に益金に算入されな
い項目

△0.2 受取配当金等永久に益金に算入されな
い項目

△0.2

％

4.2

繰延税金資産　小計 899,520

％ 法定実効税率

繰延税金負債

プログラム等準備金 △3,248

その他

繰延税金資産の純額

繰延税金資産の純額

繰延税金負債

40.6

(2)

△25,025繰延税金負債　合計

繰延税金資産の純額

法定実効税率 40.6
（調整） （調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目

％

3.9 交際費等永久に損金に算入されない項目

退職給付引当金 542,669

繰延税金資産（固定）

投資有価証券評価損 129,235

繰延税金資産　合計 590,160

貸倒引当金損金算入限度超過額 9,742

評価性引当額 △309,359

565,134 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

9,275

投資有価証券評価損 154,676

その他 38,260

繰越欠損金

7,758

商品評価損否認額

繰延税金資産（固定）

退職給付引当金 582,603 千円

(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 170,135 千円

未払事業税

その他 8,204

25,440

未払費用否認額 18,299

繰延税金資産　合計 545,660

評価性引当額 △275,232

△62,999その他有価証券評価差額金

千円

役員退職引当金 56,816

57,419

235,287

繰越欠損金 62,148

26,241

820,893

貸倒引当金損金算入限度超過額

その他

繰延税金資産　小計

244,186

486

60,111

千円

千円

評価性引当額 △2,825

繰延税金資産　合計

△37

244,223

繰延税金負債

その他 7,016

247,049繰延税金資産　小計

未払事業税 17,295

未払費用否認額 18,851

繰延税金資産（流動）

176,488賞与引当金

商品評価損否認額 27,397

千円

（税効果会計関係）

前連結会計年度
（平成19年３月31日） （平成20年３月31日）

ソレキア㈱（9867）平成20年度３月期決算短信

当連結会計年度

役員退職引当金

(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

受注損失引当金

その他有価証券評価差額金

△3,827

繰延税金資産　小計

繰延税金資産　合計

評価性引当額

239,114
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前連結会計年度（自 平成18年４月１日　至 平成19年３月31日）及び当連結会計年度（自 平成19年４月１日　至
平成20年３月31日）

前連結会計年度（自 平成18年４月１日　至 平成19年３月31日）及び当連結会計年度（自 平成19年４月１日　至
平成20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

取引金額
（千円）

取引の内容

営業
取引

商品の
販売

商品の
購入

(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

18,681

科目

（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。

4,881

903,097 227,282

兼任 1人
商品の
売買

売掛金

買掛金

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

6,146,796
電線及び
ケーブル
製造・販売

(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19年４月１日　至 平成20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(％)

事業の内容
又は職業

議決権等
の被所有
割合(％)

13,962

666,290 231,381

営業
取引

31,265

期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

東京都
新宿区

6,146,796
商品の
売買

関係内容

電線及び
ケーブル
製造・販売

直接 13.1 ％ 1人兼任

前連結会計年度（自 平成18年４月１日　至 平成19年３月31日）

（関連当事者との取引）

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）

法人
主要株主

東京特殊
電線㈱

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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（所有）
　直接　0.4％
（被所有）
　間接 13.4％
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当期純利益（千円）

普通株式に係る当期純利益（千円）

10,012,232 9,888,228期中平均株式数（株）

（自　平成18年４月１日　 （自　平成19年４月１日
　至　平成19年３月31日） 　至　平成20年３月31日）

289,303 262,396

289,303 262,396

１株当たり当期純利益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

54 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、潜在株式がないため記載しておりません。

(注)

同左

42 銭

１株当たり当期純利益金額 28 円 90 銭 １株当たり当期純利益金額 26 円

銭 １株当たり純資産額 586 円１株当たり純資産額 568 円 04

（自　平成18年４月１日　 （自　平成19年４月１日　
　至　平成19年３月31日） 　至　平成20年３月31日）

ソレキア㈱（9867）平成20年度３月期決算短信

（１株当たり情報）

前連結会計年度 当連結会計年度

（重要な後発事象）
該当事項はありません。
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注記
番号

2,079,122 2,801,206

※２ 491,335 375,397

6,920,490 7,109,108

2,621,738 1,030,426

104,714 143,471

56,187 59,610

243,022 234,359

88,000 79,000

62,869 62,582

△10,932 △8,885

12,656,548 81.5 11,886,277 81.3 △770,270

※１ 546,451 531,681

374,770 171,681 373,041 158,640

6,906 6,906

6,496 410 6,568 338

264,741 324,591

174,631 90,109 212,267 112,323

※１ 560,282 560,282

822,483 5.3 831,584 5.7 9,100

10,208 7,880

21,544 21,183

1,471 1,226

33,224 0.2 30,290 0.2 △2,934

713,820 457,794

2,000 2,000

356 255

194,000 193,000

2,500 17,115

3,252 1,900

479,413 565,105

16,144 17,397

756,113 748,047

26,239 28,639

8,023 11,503

△185,040 △176,948

2,016,822 13.0 1,865,809 12.8 △151,013

2,872,531 18.5 2,727,683 18.7 △144,847

15,529,079 100.0 14,613,961 100.0 △915,118

貸倒引当金

投資その他の資産合計

資産合計

単位：千円（未満は切捨て表示）

減価償却累計額

（平成20年３月31日）

金額

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)

(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

無形固定資産合計

３．投資その他の資産

(1) 投資有価証券

(1) ソフトウェア

(3) その他

(2) 電話加入権

(4) 土地

有形固定資産合計

２．無形固定資産

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

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20年度３月期決算短信

（資産の部）

構成比
（％）

構成比
（％）

当事業年度
（平成19年３月31日）

前事業年度

金額

貸倒引当金

流動資産

５．

７．

３．

４．

売掛金

商品

６．前払費用

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．

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

固定資産合計
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注記
番号

5,111,372 3,690,978

※１ 400,000 1,050,000

※１
571,500 545,000

218,478 249,215

220,688 227,744

170,656 292,114

3,726 216,593

232,638 196,755

77,345 43,973

429,700 413,500

18,000 19,000

― 19,110

― 857

7,454,106 48.0 6,964,843 47.7 △489,262

※１ 913,500 368,500

1,336,625 1,434,984

148,058 139,942

15,010 15,904

2,413,194 15.5 1,959,331 13.4 △453,862

9,867,300 63.5 8,924,175 61.1 △943,124

2,293,007 14.8 2,293,007 15.7 ― 

2,359,610 2,359,610

2,359,610 15.2 2,359,610 16.1 ― 

220,200 220,200

4,500 ― 

352,801 352,801

205,681 460,310

783,183 5.0 1,033,312 7.1 250,129

△38,646 △0.2 △99,842 △0.7 △61,195

5,397,154 34.8 5,586,087 38.2 188,933

264,624 1.7 103,698 0.7 △160,926

264,624 1.7 103,698 0.7 △160,926

5,661,778 36.5 5,689,785 38.9 28,006

15,529,079 100.0 14,613,961 100.0 △915,118

13．その他

２．退職給付引当金

３．役員退職引当金

流動負債合計

Ⅱ

２．資本剰余金

４．その他

固定負債合計

負債合計

株主資本合計

３．利益剰余金

４．自己株式

利益剰余金合計

別途積立金

(2) その他利益剰余金

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

Ⅱ 評価・換算差額等

（純資産の部）

Ⅰ 株主資本

１．資本金

(1)

プログラム等準備金

固定負債

１．長期借入金

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

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
前事業年度

（平成19年３月31日）

ソレキア㈱（9867）平成20年度３月期決算短信

（平成20年３月31日）
当事業年度

単位：千円（未満は切捨て表示）

３．１年以内返済予定長期
借入金

１．買掛金

２．短期借入金

11．役員賞与引当金

12．受注損失引当金

８．前受金

９．預り金

繰越利益剰余金

資本剰余金合計

資本準備金

(1) 利益準備金
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注記
番号

15,496,841 14,593,391

8,405,040 9,134,731

278,312 24,180,194 100.0 315,697 24,043,820 100.0 △136,374

949,557 2,621,738

15,208,420 11,063,507

16,157,977 13,685,246

2,621,738 1,030,426

※１ 17,080 19,203

13,519,158 12,635,616

6,733,075 20,252,233 83.8 7,433,451 20,069,068 83.5

3,927,960 16.2 3,974,751 16.5 46,791

7,386 18,194

150,067 160,644

1,502,339 1,410,646

308,925 246,872

179,729 142,617

18,000 19,000

25,370 4,551

28,942 177,640

331,312 317,326

116,797 112,836

41,509 40,662

167,560 148,392

― 3,745

511,973 3,389,916 14.0 524,767 3,327,898 13.8 △62,017

538,044 2.2 646,853 2.7 108,809

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) 当期商品仕入高

計

６．役員賞与引当金繰入額

７．役員退職引当金繰入額

２．機器及び工事売上原価

(3) 商品期末棚卸高

当期商品売上原価

(4) 商品他勘定振替高

その他14．

退職給付引当金繰入額

貸倒引当金繰入額

福利厚生費

８．

10．旅費交通費

13．

営業利益

(2) 損益計算書

Ⅰ

区分

売上高

金額

売上原価

１．商品売上高

２．機器及び工事売上高

ソレキア㈱（9867）平成20年度３月期決算短信

百分率
（％）

百分率
（％）

対前年比

増減

　至 平成20年３月31日）
（自 平成19年４月１日　

前事業年度

　至 平成19年３月31日）
（自 平成18年４月１日　

４．従業員賞与

11．減価償却費

12．賃借料

９．

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

３．給料手当

１．販売諸掛

２．役員報酬

売上総利益
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注記
番号

13,182 20,401

7,338 7,074

7,440 3,100

5,355 5,287

6,140 6,767

8,840 48,297 0.2 9,043 51,674 0.2 3,377

27,869 31,944

4,610 3,817

4,675 1,840

3,231 40,386 0.1 5,643 43,246 0.2 2,859

545,954 2.3 655,281 2.7 109,327

※２ 1,979 31,000

149,015 150,995 0.6 ― 31,000 0.2 △119,995

※３ 52,000 17,115

※４ ― 12,419

29,673 62,663

7,351 ― 

12,028 101,053 0.4 ― 92,197 0.4 △8,855

595,896 2.5 594,083 2.5 △1,812

157,000 346,000

203,907 360,907 1.5 △32,042 313,957 1.3 △46,949

234,989 1.0 280,125 1.2 45,136

受取利息

Ⅳ 営業外収益

２．受取配当金

１．

受取家賃

６．雑収入

５．

受取手数料

保険配当金

４．

ゴルフ会員権評価損

（自 平成18年４月１日　
　至 平成19年３月31日）

３．

２．支払保証料

Ⅵ 特別利益

４．雑損失

経常利益

１．貸倒引当金戻入益

２．投資有価証券売却益

Ⅴ 営業外費用

１．支払利息

３．

法人税等調整額

投資有価証券評価損

税引前当期純利益

法人税、住民税及び事
業税

５．

４．

１．貸倒引当金繰入額

Ⅶ

当期純利益

ソレキア㈱（9867）平成20年度３月期決算短信

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

　至 平成20年３月31日）

区分 金額
百分率
（％）

金額
百分率
（％）

（自 平成19年４月１日　

３．為替差損

子会社整理損

特別損失

減損損失２．
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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
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株主資本等変動計算書(3)

前事業年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日） 単位：千円（未満は切捨て表示）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己
株式

株主
資本
合計

資本
準備金

資本
剰余金
合計

利益
準備金

その他利益剰余金
利益
剰余金
合計

プログラ
ム等準備
金

別途
積立金

繰越利益
剰余金

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）

当期純利益

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19年３月31日残高

評価・換算差額等

純資産
合計

その他
有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

(注) プログラム等準備金の取崩しのうち△4,500千円は平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。

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）

当期純利益

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19年３月31日残高
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2,293,007 2,359,610 2,359,610 220,200 4,500 352,801 205,681 783,183 △38,646 5,397,154

- - - - - - △29,996 △29,996 - △29,996

- - - - △4,500 - 4,500 - - - 

- - - - - - 280,125 280,125 - 280,125

- - - - - - - - △61,195 △61,195

- - - - - - - - - - 

- - - - △4,500 - 254,629 250,129 △61,195 188,933

2,293,007 2,359,610 2,359,610 220,200 - 352,801 460,310 1,033,312 △99,842 5,586,087

264,624 264,624 5,661,778

- - △29,996

- - - 

- - 280,125

- - △61,195

△160,926 △160,926 △160,926

△160,926 △160,926 28,006

103,698 103,698 5,689,785平成20年３月31日残高

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

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

自己株式の取得

平成19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

当期純利益

評価・換算
差額等合計

剰余金の配当

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19年４月１日　至平成20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
資本金

株主資本

利益
準備金

株主
資本
合計繰越利益

剰余金

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20年３月31日残高

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19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

剰余金の配当

ソレキア㈱（9867）平成20年度３月期決算短信
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同左

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。

（会計方針の変更）
当事業年度より、法人税法の改正に伴
い、平成19年４月１日以降に取得の有
形固定資産については、改正後の法人
税法に基づく償却方法により減価償却
費を計上しております。
これによる損益に与える影響額は軽微
であります。

同左

(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。

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

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) 市場販売目的のソフトウェア

(2)

有形固定資産

自社利用目的のソフトウェア

（追加情報）
当事業年度より、法人税法の改正に伴
い、平成19年３月31日以前に取得した
資産については、改正前の法人税法に
基づく減価償却の方法の適用により取
得価額の５％に到達した事業年度の翌
事業年度より、取得価額の５％相当額
と備忘価額との差額を５年間にわたり
均等償却し、減価償却費に含めて計上
しております。
これによる損益に与える影響額は軽微
であります。

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。

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

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
時価のあるもの

当事業年度
（自　平成19年４月１日　
 至　平成20年３月31日)

ソレキア㈱（9867）平成20年度３月期決算短信

重要な会計方針

前事業年度
（自　平成18年４月１日　
　至　平成19年３月31日）

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）

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
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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。

同左

同左

第49期定時株主総会（平成19年６月
28日開催）をもって役員退職慰労金
制度を廃止いたしましたが、同日以
前に在任した役員については、その
日以前の在任期間に対して内規の効
力を有するため、当該内規に基づく
支給見込額を役員退職引当金として
計上しております。したがって、同
日以降の新規計上は行っておりませ
ん。

(6) 役員退職引当金

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)

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。

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。

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

役員賞与引当金

受注損失引当金

(5) 退職給付引当金

(3)

 至　平成20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。

(5) 退職給付引当金

貸倒引当金

当事業年度
（自　平成18年４月１日　 （自　平成19年４月１日　

(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)(1) 貸倒引当金

　至　平成19年３月31日）

(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

役員賞与引当金
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　至　平成19年３月31日）  至　平成20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18年４月１日　 （自　平成19年４月１日　

(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

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･･･

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。

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。

・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．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
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（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。

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成18年４月１日　
　至　平成19年３月31日）

ソレキア㈱（9867）平成20年度３月期決算短信

当事業年度
（自　平成19年４月１日　
　至　平成20年３月31日）

当事業年度

（損益計算書関係）

１．

２．２．

（自　平成19年４月１日　
　至　平成19年３月31日） 　至　平成20年３月31日）

１．

　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。

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。

（自　平成18年４月１日　
前事業年度

表示方法の変更
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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

※４．

※２． ※２．

※１．
千円
千円

2,062
17,140

※１．商品他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

当事業年度
（自　平成18年４月１日　 （自　平成19年４月１日　
　至　平成19年３月31日） 　至　平成20年３月31日）

※２．

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

2,396
14,684

（損益計算書関係）

前事業年度

※１．

(注)

担保に供している資産
建物 63,872 千円

千円

上記に対応する債務額
短期借入金 92,500

土地 84,336

合計 148,208

減損損失※４．

栃木県宇都宮市 事業用資産 建物、器具備品等

長野県上田市 事業用資産

151,238 千円

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。

323,500 千円

582,000 千円

166,000

合計

長期借入金 600,000 千円
上記に対応する債務額

千円
※１．担保に供している資産

土地 84,336

合計

ソレキア㈱（9867）平成20年度３月期決算短信

当事業年度
（平成20年３月31日）

注記事項
（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成19年３月31日）

建物 66,902

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。

(注)

※２．期末日満期手形の処理

器具備品

　当事業年度において、当社は以下の資産グループ
について減損損失を計上しております。

場所 用途 種類

東京都大田区 事業用資産 建物、器具備品等

　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、上記資産グループの営業
活動から生ずる損益が継続してマイナスである資産
グループの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12,419千円計
上しております。その内訳は、器具備品8,500千円、
その他3,918千円であります。資産グループの回収可
能価額は使用価値により測定しております。使用価
値については将来キャッシュ・フローを3.7%で割り
引いて算定しております。

千円１年以内返済予定長期借入金

※３． ※３．貸倒引当金戻入益は子会社長期貸付金に対するも
のであります。

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。

　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。

長期借入金

受取手形 40,122
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支払リース料 支払リース料
減価償却費相当額 リース資産減損勘定の取崩額
支払利息相当額 減価償却費相当額

支払利息相当額
減損損失

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

1,147 千円

４．

取得価額
相当額
（千円）

支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、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

27,032 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、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

３．

25,230 千円

利息相当額の算定方法

同左

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。

- 千円
14,791 千円

千円

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価
償却費相当額及び支払利息相当額

15,867 千円

29,170

１年内 11,450 千円

17,171 - 11,999

器具備品 52,497 47,213

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当
額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

２．未経過リース料期末残高相当額等

減損損失
累計額
相当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

車両運搬具

１年内

　合計 33,916 千円

２．

１年超 19,438 千円

未経過リース料期末残高相当額等

14,478 千円

千円

４．減価償却費相当額の算定方法

５．

　至　平成19年３月31日） 　至　平成20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

726

（リース取引関係）

前事業年度 当事業年度
（自　平成18年４月１日　 （自　平成19年４月１日　

普通株式（注） 170 295

466合計 170 295 － 

当 事 業 年 度 減 少
株 式 数 ( 千 株 )

当 事 業 年 度 末
株 式 数 ( 千 株 )

－ 466

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加295千株は、取締役会の決議に基づく取得による増加277千株、単元未満株式
の買取による増加18千株による増加であります。

（株主資本等変動計算書関係）

当事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）
自己株式の種類及び株式数に関する事項

前 事 業 年 度 末
株 式 数 ( 千 株 )

当 事 業 年 度 増 加
株 式 数 ( 千 株 )

144 25

25 － 170普通株式（注） 144

減価償却
累計額
相当額
（千円）

前事業年度（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

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 )

ソレキア㈱（9867）平成20年度３月期決算短信

合計 － 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。

車両運搬具 26,419 15,002 11,417

減価償却
累計額
相当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

取得価額
相当額
（千円）

器具備品 81,668 70,224 11,444 1,745 3,538

ソフトウェア 16,416 6,840 9,576 ソフトウェア 16,416 10,123 - 6,293

合計 124,504 92,066 32,437 合計 98,084 74,508 1,745 21,831

未経過リース料期末残高相当額未経過リース料期末残高相当額

リース資産減損勘定の残高 1,745 千円

１年超 13,244 千円

　合計 24,695

1,745 千円
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その他 5,815
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（有価証券関係）

25,440

未払費用否認額 18,851 未払費用否認額 18,299

商品評価損否認額 9,275商品評価損否認額 27,397

賞与引当金 174,458 千円 賞与引当金 167,881 千円

前事業年度（平成19年３月31日）及び当事業年度（平成20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。

（税効果会計関係）

前事業年度 当事業年度
（平成19年３月31日）

△25,025

（平成20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)

未払事業税 17,295 未払事業税

590,130

繰延税金負債 繰延税金負債

投資有価証券評価損

(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

851,567

545,660

△3,248

その他有価証券評価差額金

繰延税金負債　合計

25,880 57,135

受取配当金等永久に益金に算入されな
い項目

△0.2

％

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）

千円

役員退職引当金

退職給付引当金 542,669

交際費等永久に損金に算入されない項目 4.3

74,378

役員退職引当金 60,111

148,527

（調整）
法定実効税率 ％40.6

繰延税金資産（固定）繰延税金資産（固定）

(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

退職給付引当金 582,603 千円

60.6

12.1

4.3

その他

評価性引当額

住民税均等割

△0.5

71,048

56,816

154,676

922,280

△332,149

法定実効税率 40.6 ％
（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 4.1

受取配当金等永久に益金に算入されな
い項目

△0.2

評価性引当額の増減 4.5

住民税均等割 4.3

その他 △0.5

税効果会計適用後の法人税等の負担率 52.8 ％税効果会計適用後の法人税等の負担率

受注損失引当金

繰延税金資産　小計 243,817 その他

評価性引当額 △795 繰延税金資産　小計

繰延税金資産　合計 243,022 千円 評価性引当額

繰延税金資産　合計

235,933

△1,573

△62,999

234,359 千円

△66,247 繰延税金資産の純額 565,105

繰延税金資産の純額 479,413 千円

貸倒引当金損金算入限度超過額

その他

繰延税金資産　小計

評価性引当額

繰延税金資産　合計

繰延税金負債　合計

評価性引当額

繰延税金資産　合計

プログラム等準備金

△305,906

貸倒引当金損金算入限度超過額

投資有価証券評価損

その他

繰延税金資産　小計

その他有価証券評価差額金

千円

△25,025

7,758

7,277
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前事業年度

円 47

銭

234,989

普通株式に係る当期純利益（千円）

期中平均株式数（株）

前事業年度 当事業年度
（自　平成18年４月１日　 （自　平成19年４月１日

（重要な後発事象）

234,989

9,888,22810,012,232

　至　平成19年３月31日） 　至　平成20年３月31日）

280,125

　至　平成19年３月31日） 　至　平成20年３月31日）

該当事項はありません。

280,125

39

銭

１株当たり純資産額

銭

円

(注)

586

１株当たり当期純利益金額

当事業年度
（自　平成18年４月１日　 （自　平成19年４月１日　

28

円566 銭24１株当たり純資産額

当期純利益（千円）

（１株当たり情報）

１株当たり当期純利益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20年度３月期決算短信

円 33

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。

１株当たり当期純利益金額 23

同左
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100.0 409,483 1.7

生産実績

受注の状況

販売の状況

合 計 24,360,750 100.0 24,770,233

5,254,797 21.2 617,890 13.3
ﾌｨｰﾙﾄﾞ
　ｻｰﾋﾞｽ

電 算 機 保 守 4,636,907 19.0

4,065,495 16.4 177,554 4.6
ｼｽﾃﾑ
　ｿﾘｭｰｼｮﾝ

システム・ソフト開発 3,887,940 16.0

8,767,639 35.4 △1,031,679 △10.5

313,622 1.3 39,771 14.5

8,454,017 34.1 △1,071,450 △11.2

ICTｿﾘｭｰｼｮﾝ

情 報 関 連 機 器 9,525,468 39.1

電 算 機 販 売 手 数 料 273,850 1.1

小 計 9,799,318 40.2

0.0 △3,421 △71.8

小 計 6,036,584 24.8 6,682,301 27.0 645,717 10.7

電子部品販売手数料 4,764 0.0 1,343

10.4 106,437 4.3

電 線 及 び 加 工 品 368,601 1.5 404,514 1.6 35,912 9.7

半 導 体 2,460,102 10.1 2,566,539

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 3,203,116 13.2 3,709,904 15.0 506,788 15.8

金 額
構 成 比
（ ％ ）

金 額
構 成 比
（ ％ ）

前連結会計年度 当連結会計年度
増 減

（自　平成18年４月１日 （自　平成19年４月１日　
（ △ は 減 ）

　至　平成19年３月31日）　至　平成20年３月31日）

13.3

△2,545,767 △9.9

③

22.6

23,212,914 100.0

617,890

合 計 25,758,682

14.9

△4,060,561 △36.5

175,045 4.4

40,746

721,856 11.9

△4,101,307 △37.8

7,050,765 30.4

4,133,173 17.8

6,774,178 29.2

6,736,168 29.0

2,527,894 10.9

413,446 1.8

100.0

3,831,495

1,343

314,596

5,254,797

12.3

9.7

1.5

23.5

42.1

1.0

15.4

43.1

ﾌｨｰﾙﾄﾞ
　ｻｰﾋﾞｽ

電 算 機 保 守

3,958,127

4,636,907 18.0

10,837,475

273,850

11,111,326

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

ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ
 ﾃﾞﾊﾞｲｽ
　ｿﾘｭｰｼｮﾝ

3,165,522

2,507,288

374,747

4,764

6,052,322

電 子 デ バ イ ス

半 導 体

電 線 及 び 加 工 品

電 算 機 保 守

合 計

（自　平成18年４月１日

小 計

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18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

（自　平成19年４月１日　
　至　平成20年３月31日）

金 額

ソレキア㈱（9867）平成20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）

システム・ソフト開発 2,890,320 293,911

　至　平成19年３月31日）

金 額

3,184,232

570,077

863,989

3,884,279

6,774,599

4,454,356

7,638,589

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19年４月１日　

　至　平成19年３月31日）　至　平成20年３月31日）

単位：千円（未満は切捨て表示）

単位：千円（未満は切捨て表示）

構 成 比
（ ％ ）

金 額
増 減 率
（ ％ ）

1.4

21.0

20,606 0.8

38,699 10.3

増 減
（ △ は 減 ）

16.5

0.0

665,972

△71.8△3,421

－42－


