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(百万円未満四捨五入)
1. 平成21年３月期第１四半期の業績（平成20年４月１日～平成20年６月30日）

　(1) 経営成績（累計）
(％表示は対前年同四半期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年３月期第１四半期 1,275 (─) 32 (─) 31 (─) 29 (─)

20年３月期第１四半期 1,212 (△11.3) △24 (─) △25 (─) △25 (─)

１株当たり
四半期純利益

潜在株式調整後
１株当たり
四半期純利益

円 銭 円 銭

21年３月期第１四半期 2 39 ─ ─

20年３月期第１四半期 △2 98 ─ ─

　(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

21年３月期第１四半期 3,663 2,173 59.3 176 80

20年３月期 3,690 2,160 58.5 175 64
(参考) 自己資本 21年３月期第１四半期 2,173百万円 20年３月期 2,160百万円

2. 配当の状況

１株当たり配当金

(基準日) 第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年３月期 ─ ─ ０ ０ ─ ─ ０ ０ ０ ０

21年３月期 ─ ─ ─── ─── ───
０ ０

21年３月期(予想) ─── ０ ０ ─ ─ ０ ０
(注) 配当予想の当四半期における修正の有無 ： 無

3. 平成21年３月期の業績予想（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)

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

第２四半期累計期間 3,000 11.2 48 10.2 40 △11.1 24 40.7 1 95

通期 6,200 12.6 125 6.1 110 0.0 75 0.0 6 10
(注) 業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 無
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4. その他

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有

　 [(注) 詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。]

(2) 四半期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（四半期財務諸表作成のための
基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの）

　① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

　② ①以外の変更 ： 無

　 [(注) 詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。]
(3) 発行済株式数（普通株式）
　① 期末発行済株式数（自己株式を含む）

21年３月期第１四半期 12,305,677株 20年３月期 12,305,677株

　② 期末自己株式数

21年３月期第１四半期 8,640株 20年３月期 8,540株

　③ 期中平均株式数（四半期累計期間）

21年３月期第１四半期 12,297,090株 20年３月期第１四半期 8,258,585株

　

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
・当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関す

る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」
に従い四半期財務諸表を作成しております。
・上記の平成21年３月期業績予想は、現時点で得られた情報に基づいて算定しておりますので、予想に内在

する不確定要因や、今後の事業運営における状況の変化等により、実際の実績は上記に記載した予想数字と異
なる場合がありますことをご了解ください。
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㈱ソリスト(9847)平成21年３月期 第１四半期決算短信

・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、米国における、いわゆるサブプライム問題の影響による景気後退懸

念、また原油をはじめとする原材料の価格高騰などの不安定要素が重なり、急速に不透明感が広がってまい
りました。
　このような環境下、当社はお客様満足度の向上を第一に考え、「お客様のビジネスのイノベーティング・パ
ートナー」を目指して、当第１四半期においても積極的な事業活動をおこなってまいりました。
 その結果、当社の売上高は前年同期比63百万円増の12億75百万円となりましたが、利益面においても継続的
な収益性の改善努力が奏功し、前年同期を大幅に上回り、営業利益32百万円、経常利益31百万円、また四半
期純利益は29百万円となりました。
当第１四半期における各部門別の概況は以下のとおりです。
①半導体・一般電子部品事業
　業界における価格競合が激化し、販売価格が低迷いたしました。付加価値の高い提案営業に注力したもの
の、売上高は前年同期比96百万円減の５億44百万円となりました。
②マルチメディア事業
　ＤＶＤメディアの価格競合はさらに進み、他の新商材の売上増加に努力いたしましたが、売上高は前年同
期比68百万円減の１億52百万円となりました。
③グローバル事業
　ロシアおよびその周辺国向け輸出が堅調であり、また７月出荷予定分の前倒しもあり、売上高は１億96百
万円増の３億13百万円となりました。
④ソリューション事業
　プリント基板の受注が順調であり、売上高は前年同期比31百万円増の２億66百万円となりました。

2. 財政状態に関する定性的情報
(資産)
　流動資産は、前事業年度末に比べて15百万円減の29億61百万円となりました。これは主として、現金及び
預金の減少によります。
　固定資産は、前事業年度末に比べて12百万円減の７億３百万円となりました。これは主として、投資有価
証券の時価評価によるものです。
　この結果、総資産は、前事業年度末に比べて27百万円減の36億63百万円となりました。
 (負債)
　流動負債は、前事業年度末に比べて37百万円減の14億45百万円となりました。これは主として、前受金の
減少によります。
　固定負債は、前事業年度末に比べて３百万円減の45百万円となりました。これは主として、退職給付引当
金の減少によります。
　この結果、負債合計は、前事業年度末に比べ40百万円減の14億90百万円となりました。
 (純資産)
　純資産合計は、前事業年度末に比べ14百万円増の21億73百万円となりました。これは主として、利益剰余
金の増加によります。

3. 業績予想に関する定性的情報
当第１四半期において、第２四半期に予定していた売上が繰り上がりましたが、第１、第２四半期を通じ

ては、ほぼ予想通り推移する見込みです。このため、平成20年５月８日発表の業績予想に変更はありません。
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4. その他
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用
１．一般債権の貸倒見積高の算定方法

当第１四半期会計期間末の貸倒実績率等が前事業年度末に算定したものと著しい変化がないと認め
られるため、前事業年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。

２．棚卸資産の評価方法
当第１四半期会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前事業年度末の実地棚卸

高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。
また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額

を見積り、簿価切下げを行っております。
３．固定資産の減価償却費の算定方法

定率法を採用している資産については、事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方
法によっております。

(2) 四半期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
１．「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の
適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を当第１四半期会計期間から適用しております。また、「四半
期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。

２．「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号)及び「リース取引に関する会計基準の適用指
針」(企業会計基準適用指針第16号)を当第１四半期会計期間から早期に適用し、所有権移転外ファイナ
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から通常の売買取引に準
じた会計処理に変更しております。
なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・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を引き続き採用しております。
この変更による損益に与える影響額はありません。

３．「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号）を当第１四半期会計期間から適用し、評
価基準については、原価法から原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更しております。
この変更による損益に与える影響額は軽微であります。
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5. 【四半期財務諸表】

(1) 【四半期貸借対照表】

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末

(平成20年６月30日)

前事業年度末に係る

要約貸借対照表

(平成20年３月31日)

資産の部 

流動資産

現金及び預金 1,310,338 1,375,528

受取手形及び売掛金 892,491 874,057

商品 392,364 385,597

その他 376,825 351,279

貸倒引当金 △11,490 △11,110

流動資産合計 2,960,528 2,975,351

固定資産

有形固定資産 164,882 166,358

無形固定資産 54,763 54,973

投資その他の資産

その他 699,849 710,165

貸倒引当金 △216,764 △216,995

投資その他の資産合計 483,085 493,170

固定資産合計 702,730 714,501

資産合計 3,663,258 3,689,852

負債の部

流動負債

買掛金 414,318 409,051

短期借入金 830,000 830,000

未払法人税等 2,995 7,081

その他 197,640 236,100

流動負債合計 1,444,953 1,482,232

固定負債

退職給付引当金 23,409 25,446

役員退職慰労引当金 13,120 13,940

その他 8,313 8,313

固定負債合計 44,842 47,699

負債合計 1,489,795 1,529,931

純資産の部

株主資本

資本金 1,596,711 1,596,711

資本剰余金 1,254,635 1,254,635

利益剰余金 △14,447 △43,208

自己株式 △2,157 △2,145

株主資本合計 2,834,742 2,805,993

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △65,303 △54,399

繰延ヘッジ損益 △11,079 △6,776

土地再評価差額金 △584,897 △584,897

評価・換算差額等合計 △661,279 △646,072

純資産合計 2,173,463 2,159,921

負債純資産合計 3,663,258 3,689,852
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(2) 【四半期損益計算書】

（単位：千円）

当第１四半期累計期間

(自 平成20年４月１日

　至 平成20年６月30日)

売上高  1,274,845

売上原価 1,007,894

売上総利益 266,951

販売費及び一般管理費

役員報酬 11,962

給料及び手当 81,874

退職給付費用 23

役員退職慰労引当金繰入額 1,370

減価償却費 6,035

貸倒引当金繰入額 380

その他 133,507

販売費及び一般管理費合計 235,151

営業利益 31,800

営業外収益

受取利息 1,776

受取配当金 423

為替差益 1,522

その他 1,091

営業外収益合計 4,812

営業外費用

支払利息 5,630

その他 418

営業外費用合計 6,048

経常利益 30,564

特別利益

貸倒引当金戻入額 231

特別利益合計 231

特別損失

固定資産除却損 280

たな卸資産評価損 872

特別損失合計 1,152

税引前四半期純利益 29,643

法人税、住民税及び事業税 882

四半期純利益 28,761
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当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関す

る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期財務諸表等規

則」に従い四半期財務諸表を作成しております。

(3) 継続企業の前提に関する注記

当第１四半期会計期間(自 平成20年4月１日 至 平成20年６月30日)
該当事項はありません。

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

当第１四半期会計期間(自 平成20年4月１日 至 平成20年６月30日)
該当事項はありません。

― 7 ―

決算短信 2008年07月31日 18時09分 04815xe01_in 7ページ （Tess 1.10 20080626_01）



㈱ソリスト(9847)平成21年３月期 第１四半期決算短信

「参考資料」

(要約)前四半期損益計算書

(単位:千円)

科 目

前第１四半期累計期間

(自 平成19年４月１日

  至 平成19年６月30日)

金額

Ⅰ 売上高 1,212,084

Ⅱ 売上原価 1,006,925

　 売上総利益 205,159

Ⅲ 販売費及び一般管理費 229,227

　 営業損失 △24,068

Ⅳ 営業外収益 4,933

Ⅴ 営業外費用 5,661

　 経常損失 △24,796

Ⅵ 特別利益 1,131

Ⅶ 特別損失 ―

　 税引前四半期純損失 △23,665

　 税金費用 945

　 四半期純損失 △24,610
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