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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

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

21年3月期第1四半期 5,321 ― △66 ― △67 ― △43 ―
20年3月期第1四半期 4,777 △13.4 △138 ― △144 ― △150 ―

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 △4.49 ―
20年3月期第1四半期 △15.01 ―

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 12,372 5,632 45.5 583.22
20年3月期 14,704 5,690 38.7 586.42

（参考） 自己資本  21年3月期第1四半期  5,632百万円 20年3月期  5,690百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  

   20年3月期期末配当金には記念配当2円00銭が含まれております。  

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 ― ― ― ― 6.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― ― 5.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（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2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期純

利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期連結累計期間 12,400 ― 210 ― 210 ― 90 ― 9.10
通期 25,000 0.9 500 △25.3 500 △25.3 230 △12.3 23.26

4.  その他 
(1) 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）  無  

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

（注）詳細は、３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) 四半期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（四半期連結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） 

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

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．本資料に掲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および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業
績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、２ページ【定性的情
報・財務諸表等】「３．連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
２．当連結会計年度より「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、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

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 10,169,610株 20年3月期 10,169,610株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期 511,979株 20年3月期 466,532株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期 9,670,118株 20年3月期第1四半期 9,997,440株
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　国内景気は、後退局面に入ったとの観測が広がり始め先行きの不透明感は増しておりますが、当第１四半期の業績
は概ね予想どおりに推移しており、第２四半期累計期間及び通期の業績につきましては、本年５月23日の決算発表時
に公表した予想から変更はありません。
　引き続き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。
　なお、今回予想の後に業績に変動を与える事情が生じた場合には速やかに業績予想の見直しの検討・実施を行って
まいります。

３．連結業績予想に関する定性的情報

２．連結財政状態に関する定性的情報
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　当第１四半期におけるわが国経済は､米国経済の減速と資源価格高騰の影響から景気の停滞感が強まってまいりま
した。厳しさを増す経済情勢下ではありましたが、当社の主な事業分野であるICT業界は、情報化投資への需要が底
堅さを維持いたしました。
　このような経営環境のもと当社グループの当第１四半期の連結業績は半導体が前年同四半期に比べ減収となったも
のの、パソコンやサーバなどの情報関連機器、電子デバイス、システム･ソフト開発、保守サービスが増収となり、
売上高は53億２千１百万円（前年同四半期比11.4％増）となりました。損益面におきましては、ICTソリューション
及びシステムソリューション部門の売上が第２四半期及び第４四半期に偏り第１四半期は低くなるという事業特性の
影響もあり、第１四半期では販売費及び一般管理費を吸収しきれず営業損失６千６百万円（前年同四半期は１億３千
８百万円の損失）の計上となりました。この結果、経常損失６千７百万円（前年同四半期は１億４千４百万円の損
失）、四半期純損失４千３百万円（前年同四半期は１億５千万円の損失）となりました。

　当第１四半期末における現金及び現金同等物は（以下資金という。）は、前期末に比べ５億１千９百万円増加して
33億９千５百万円となりました。
　営業活動の結果増加した資金は12億７千８百万円となりました。その主な要因は、売上債権の減少30億４千９百万
円による資金の増加、仕入債務の減少10億８千９百万円や法人税等の支払額２億７千３百万円によるものでありま
す。
　投資活動の結果減少した資金は１千５百万円となりました。その主な要因は、有形固定資産の取得によるものであ
ります。
　財務活動の結果減少した資金は７億４千３百万円となりました。その主な要因は、短期借入金返済による純減少額
６億円や長期借入金の返済額７千６百万円によるものであります。

　当第１四半期末の総資産は、123億７千２百万円となり、前期末比23億３千１百万円減少いたしました。流動資産
は、前期末比23億８千３百万円減少し、96億３千３百万円となりました。その主な要因は、現金及び預金、仕掛品が
増加した一方、受取手形及び売掛金が大幅に減少したことによるものです。固定資産は、前期末比５千２百万円増加
し、27億３千９百万円となりました。その主な要因は、投資有価証券が時価評価により増加したことによるものであ
ります。
　負債合計は、67億３千９百万円となり、前期末比22億７千４百万円減少いたしました。流動負債は、前期末比21億
３千８百万円減少し、49億１千６百万となりました。その主な要因は、支払手形及び買掛金、短期借入金の減少によ
るものであります。固定負債は、前期末比１億３千５百万円減少し、18億２千３百万円となりました。その主な要因
は、長期借入金の減少によるものであります。
　純資産は、前期末比５千７百万円減少し、56億３千２百万円となりました。その主な要因は、その他有価証券評価
差額金は増加しましたが、利益剰余金が減少したことによるものであります。

（キャッシュ・フローの状況）

【定性的情報・財務諸表等】

連結経営成績に関する定性的情報１．
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④ リース取引に関する会計基準等の適用

② 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、連結会計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。

(3) 四半期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

② 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

　該当事項はありません。

　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって
おりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第
一部会）、平成19年３月30日改正））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（平成６年１月18日（日本公認会計士協会　会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成20年４
月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになったことに伴
い、当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっており
ます。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期
間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
　なお、リース取引開始日が適用初年度開始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。
　これによる損益への影響はありません。

四半期財務諸表に関する会計基準の適用

③ 連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱いの適用

　当第１四半期連結会計期間より「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」
（実務対応報告第18号　平成18年５月17日）を適用しております。
　これによる損益への影響はありません。

　通常の販売目的で保有する棚卸資産については、従来、主として移動平均法による低価法によっておりました
が、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月
５日）が適用されたことに伴い、主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に
基づく簿価切下げの方法）によって算定しております。
　これによる損益への影響はありません。

① 棚卸資産の評価方法

　当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関して、実地棚卸を省略し前連結会計年度に係る実地棚卸高を
基礎として合理的な方法により算定する方法により算定しております。

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

①

　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号　平成19年３月14日）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　平成19年３月14日）を適用し
ております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

その他

(1) 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．
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（単位：千円未満切捨て）

（平成20年６月30日） （平成20年３月31日）

3,395,861 2,876,452

4,523,100 7,566,633

1,023,693 1,075,412

342,324 153,233

357,012 354,430

△8,807 △9,051

9,633,185 12,017,110

834,535 832,876

29,747 30,290

530,013 459,794

746,592 748,047

553,084 565,134

65,722 76,810

△20,494 △25,924

1,874,918 1,823,862

2,739,200 2,687,029

12,372,385 14,704,139

 投資その他の資産合計

 貸倒引当金

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表

当第１四半期連結会計期間末

 仕掛品

 敷金及び保証金

 繰延税金資産

 その他

固定資産

有形固定資産

投資その他の資産
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　資産の部

(1) 四半期連結貸借対照表

５．四半期連結財務諸表

流動資産

無形固定資産

 流動資産合計

 現金及び預金

 受取手形及び売掛金

 商品

 その他

 貸倒引当金

 投資有価証券

資産合計

 固定資産合計
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（単位：千円未満切捨て）

（平成20年６月30日） （平成20年３月31日）

2,686,228 3,775,396

1,052,500 1,595,000

133,951 419,052

5,000 19,000

3,383 19,110

1,034,971 1,227,180

4,916,034 7,054,739

234,500 368,500

1,434,115 1,434,984

139,529 139,942

15,685 15,904

1,823,829 1,959,331

6,739,864 9,014,070

2,293,007 2,293,007

2,359,610 2,359,610

931,918 1,033,595

△108,390 △99,842

5,476,145 5,586,370

156,375 103,698

156,375 103,698

5,632,521 5,690,069

12,372,385 14,704,139

 賞与引当金

 受注損失引当金

 役員賞与引当金

流動負債

 評価・換算差額等合計

純資産合計

 資本剰余金

評価・換算差額等

 その他有価証券評価差
 額金

  株主資本合計

 自己株式

 資本金

 固定負債合計

負債合計

 利益剰余金

　純資産の部

株主資本

 役員退職慰労引当金

 その他

 短期借入金

　負債の部

 支払手形及び買掛金

　負債純資産合計

 その他

 流動負債合計

固定負債

 長期借入金

 退職給付引当金

当第１四半期連結会計期間末
前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
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（単位：千円未満切捨て）

当第１四半期連結累計期間
（自 平成20年４月１日

　　至 平成20年６月30日）

5,321,109

4,545,231

775,878

842,489

△66,610

3,703

3,623

7,327

6,762

1,803

8,565

△67,848

604

940

1,544

4,915

4,915

△71,219

7,070

△34,830

△27,760

△43,458

特別損失合計

営業外収益合計

売上原価

貸倒引当金戻入額

特別利益合計

法人税等合計

法人税等調整額

四半期純損失(△)

税金等調整前四半期純損失(△)

法人税、住民税及び事業税

投資有価証券評価損

特別損失

支払利息

役員賞与引当金戻入額

特別利益

その他

経常損失(△)

営業外費用合計

その他

営業外費用

売上総利益

販売費及び一般管理費

売上高

（第１四半期連結累計期間）

四半期連結損益計算書(2)

受取配当金

営業外収益

ソレキア㈱（9867）平成21年３月期　第１四半期決算短信

営業損失(△)
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（単位：千円未満切捨て）

△71,219

16,176

△5,673

△285,100

△14,000

△15,727

△413

△869

△4,965

6,762

4,915

3,049,518

△137,371

△1,089,167

△153,127

253,289

1,553,025

4,076

△5,349

△273,444

1,278,308

四半期連結キャッシュ・フロー計算書(3)

法人税等の支払額

営業活動によるキャッシュ・フロー

たな卸資産の増減額（△は増加）

仕入債務の増減額（△は減少）

投資有価証券評価損益（△は益）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
　　至　平成20年６月30日）

売上債権の増減額（△は増加）

税金等調整前四半期純損失（△）

貸倒引当金の増減額（△は減少）

賞与引当金の増減額（△は減少）

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

退職給付引当金の増減額（△は減少）

受取利息及び受取配当金

支払利息

減価償却費

受注損失引当金の増減額（△は減少）

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

営業活動によるキャッシュ・フロー

未払消費税等の増減額（△は減少）

その他

利息及び配当金の受取額

利息の支払額

　　小　　　計

ソレキア㈱（9867）平成21年３月期　第１四半期決算短信
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（単位：千円未満切捨て）

△16,651

△6,915

△165

2,971

△403

5,395

△15,768

△600,000

△76,500

△8,547

△58,218

△743,266

135

519,408

2,876,452

3,395,861現金及び現金同等物の四半期末残高

現金及び現金同等物の期首残高

自己株式の取得による支出

配当金の支払額

財務活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物に係る換算差額

長期借入金の返済による支出

財務活動によるキャッシュ・フロー

敷金及び保証金の回収による収入

その他の支出

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

有形固定資産の取得による支出

（自　平成20年４月１日
　　至　平成20年６月30日）

敷金及び保証金の差入による支出

当第１四半期連結累計期間

投資活動によるキャッシュ・フロー

ソレキア㈱（9867）平成21年３月期　第１四半期決算短信

現金及び現金同等物の増加額(△は減少)

その他の収入

短期借入金の純増減額（△は減少）
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当第１四半期連結会計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日)

　海外売上高は連結売上高の10％未満のため、記載を省略しております。

　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】

当第１四半期連結会計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日)

　本邦の売上高の金額が全セグメントの売上高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。

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

【海外売上高】

ソレキア㈱（9867）平成21年３月期　第１四半期決算短信

該当事項はありません。

株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　当連結会計年度より「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
連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

(6)

(4) 継続企業の前提に関する注記
該当事項はありません。

当第１四半期連結会計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日)
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前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

4,777,205

4,018,658

758,547

896,999

△138,452

9,937

15,555

△144,069

△144,069

6,000

― 

△150,069

Ⅳ

営業損失(△)

Ⅰ 売上高

科目

Ⅱ

Ⅲ 販売費及び一般管理費

売上総利益

Ⅴ 営業外費用

経常損失(△)

四半期純損失(△)

税金等調整前四半期純損失(△)

法人税等調整額

法人税、住民税及び事業税

金額（千円未満切捨て）

売上原価

営業外収益

前四半期に係る財務諸表等

（要約）四半期連結損益計算書

「参考資料」

(1)

ソレキア㈱（9867）平成21年３月期　第１四半期決算短信
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△144,069

13,713

△269,656

△18,000

△148,058

7,546

△5,928

13,523

2,458,398

△649,508

△2,131,045

373,492

△499,592

4,574

△13,523

△146,803

△655,345

ソレキア㈱（9867）平成21年３月期　第１四半期決算短信

Ⅰ

区 分

減価償却費

役員賞与引当金の減少額

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△）

賞与引当金の減少額

その他

売上債権の減少額

受取利息及び受取配当金

支払利息

仕入債務の減少額

利息及び配当金の受取額

利息の支払額

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

金額（千円未満切捨て）

　　小　　　計

役員退職引当金の減少額

たな卸資産の増加額

退職給付引当金の増加額

法人税等の支払額

営業活動によるキャッシュ・フロー

（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書(2)
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△23,715

△17,729

△657

1,116

△621

1,275

△40,333

1,100,000

△128,500

△1,024

△29,996

940,478

273

245,073

2,186,269

2,431,343

ソレキア㈱（9867）平成21年３月期　第１四半期決算短信

第１四半期）

現金及び現金同等物の増加額

金額（千円未満切捨て）

その他投資の減少額

短期借入金の純増加額

有形固定資産の取得による支出

敷金及び保証金の増加額

前年同四半期
（平成20年３月期

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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増 減

増 減

増 減
前年同四半期 当四半期

（平成20年３月期 （平成21年３月期
第１四半期） 第１四半期）

100.0 543,904 11.4

生産実績

受注の状況

販売の状況

合 計 4,777,205 100.0 5,321,109

1,295,076 24.3 32,754 2.6
ﾌｨｰﾙﾄﾞ
　ｻｰﾋﾞｽ

電 算 機 保 守 1,262,322 26.4

582,905 11.0 54,623 10.3
ｼｽﾃﾑ
　ｿﾘｭｰｼｮﾝ

システム・ソフト開発 528,282 11.1

1,954,018 36.7 383,389 24.4

22,469 0.4 △17,199 △43.4

1,931,549 36.3 400,588 26.2

ICTｿﾘｭｰｼｮﾝ

情 報 関 連 機 器 1,530,961 32.1

電 算 機 販 売 手 数 料 39,668 0.8

小 計 1,570,629 32.9

0.0 1,619 ―

小 計 1,415,970 29.6 1,489,107 28.0 73,137 5.2

電子部品販売手数料 6 0.0 1,625

8.1 △118,020 △21.6

電 線 及 び 加 工 品 95,846 2.0 115,567 2.2 19,721 20.6

半 導 体 546,232 11.4 428,212

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 773,885 16.2 943,702 17.7 169,817 21.9

金 額 構 成 比 金 額 構 成 比

2.9

16,217 0.3

③

21.7

5,988,628 100.0

36,480

合 計 5,972,411

4.9

△63,456 △2.9

95,715 9.8

1,936

△52,522 △3.3

△65,393 △3.1

2,099,591 35.1

1,072,771 17.9

1,517,462 25.3

2,057,986 34.4

427,243 7.2

127,603 2.1

100.0

960,989

1,625

41,604

1,298,802

13.8

10.7

1.8

26.3

35.5

0.7

16.4

36.2

ﾌｨｰﾙﾄﾞ
　ｻｰﾋﾞｽ

電 算 機 保 守

977,056

1,262,322 21.1

2,123,379

39,668

2,163,047

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

小 計

0.0

金 額 構 成 比

824,830

640,327

104,821

6

1,569,984

電 子 デ バ イ ス

電子部品販売手数料

①

②

電 算 機 保 守

合 計

ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ
 ﾃﾞﾊﾞｲｽ
　ｿﾘｭｰｼｮﾝ

半 導 体

電 線 及 び 加 工 品

ｼｽﾃﾑ
　ｿﾘｭｰｼｮﾝ

ﾌｨｰﾙﾄﾞ
　ｻｰﾋﾞｽ

(3) 生産、受注及び販売の状況

金 額 金 額

前年同四半期
（平成20年３月期

当四半期

（単位：千円未満切捨て表示）

（平成21年３月期

システム・ソフト開発 618,004 28,175

第１四半期）

金 額

646,179

第１四半期）

11,908

40,083

1,063,953

1,681,958

1,075,861

1,722,041

金 額

前年同四半期 当四半期
（平成21年３月期

第１四半期） 第１四半期）
（平成20年３月期

（単位：千円未満切捨て表示、％）

（単位：千円未満切捨て表示、％）

構 成 比 金 額 増 減 率

0.7

16.5

△213,084 △33.3

22,782 21.7

16.0

0.0

136,159

―1,619
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