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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） 

 

(2) 財政状態 

（注）平成20年４月１日付けをもって、普通株式１株につき、２株に分割しております。  
 

(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 2,003 ― 50 ― 151 ― 91 ―

20年3月期第1四半期 1,845 ― 20 ― 17 ― 9 ―

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 62.41 62.16
20年3月期第1四半期 12.83 12.70

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 3,399 1,644 48.4 1,119.10
20年3月期 3,466 1,635 47.2 2,162.66

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  1,644百万円 20年3月期  1,635百万円

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  有  

詳細につきましては、平成20年８月６日公表の「平成21年３月期配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 
尚、平成20年４月１日付けをもって、普通株式１株につき、２株に分割しております。  

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 ― 35.00 ― 35.00 70.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 22.00 ― 22.00 44.00

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）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  

詳細につきましては、平成20年８月６日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。  

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 4,234 5.5 168 6.5 255 67.6 146 76.5 99.72
通期 9,200 9.0 486 12.9 555 35.3 319 38.9 217.76

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．その他をご覧下さい。  

(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） 

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

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）平成20年４月１日付けをもって、普通株式１株につき、２株に分割しております。  

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  1,520,930株 20年3月期  760,465株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  51,892株 20年3月期  4,446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  1,469,038株 20年3月期第1四半期  755,684株

※ 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。 
２．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。又、「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。  
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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１四半期会計期間における我が国経済は、米国の景気減速や金融不安が世界経済に波及して、資源高・円高

   の影響も重なり、日本経済を支えてきた外需の先行きに不透明感が増して、輸出の不調が国内企業の景況感を急速

   に悪化させており、企業収益の下振れ懸念から、開発投資や設備投資を抑制・先送りする動きも見られ、事業環境

   としては予断を許さない状況にあります。 

    こうした事業環境下において、当社は、既存事業の拡大策として、積極的な受注活動を展開しながらも、前事業

   年度に引続き、受注審査を厳格化して選別受注を推進したことと、工程移行リスク低減に向けたプロジェクト管理

   の強化及び契約締結活動を推進したこと、の２点があります。 

    更に、新規事業の下期スタートに向けて、ユビキタス製品の量産化、販売開始に向け提携先との調整を積極的に

   推進しております。 

    以上の結果、当第１四半期会計期間の売上高は2,003百万円（前年同期比8.6％増）、営業利益は50百万円（同 

   152.4％増）、経常利益は151百万円（同785.2％増）、四半期純利益は91百万円（同845.8％増）となりました。 

    そして、株主還元策としては、平成20年４月１日を効力発生日として、普通株主１株につき２株の割合で株主分

   割を行っております。 

    又、５月30日に固定価格取引により自己株式を43,000株取得しました。 

    尚、前事業年度末の配当は１株当たり35.00円を実施しました。 

  

    市場別の状況は次の通りであります。  

   ①組込み市場は、売上高465百万円と前年同期比86百万円の減収となりました。 

    医療機器、OS開発業務は順調に推移しましたが、携帯電話領域において端末メーカが新機種の絞込みを始めて開

   発業務が減少してきており、検証業務も海外委託される等の影響で減少しております。 

    しかしながら、携帯電話の冬モデル開発への参画が決定したことから、受注残が増加しております。 

     

   ②インフォメーション市場は、売上高554百万円と前年同期比12百万円の微増収となりました。 

    旅行代理店向け基幹システムリニューアル業務、ガス会社向け顧客情報管理システム、通信会社向け料金請求 

   Webシステム等が新規に立ち上がると共に業務量も拡大化しております。 

    尚、旅行会社向け次期航空システムが保守工程に移行したことから受注残が微減しております。 

     

   ③金融市場は、売上高420百万円と前年同期比84百万円の増収となりました。 

    信用保証会社向け保証システムがピークを迎えると共に、決済ステーション業務も立ち上がり、又、地銀向けシ

   ステム共同化業務、及び営業店システム拡張開発等も安定的に受注しております。 

    尚、信託銀行向けシステム統合が保守工程に移行したことと、銀行向けのホスト系業務を中心に開発体制の縮小

   があったことから受注残が減少しております。 

     

   ④通信市場は、売上高218百万円と前年同期比57百万円の増収となりました。 

    通信会社向け移動体通信基地局開発業務、無線ノード対応業務、拡張メッセージ・サービス業務が新規に立ち上

   がると共に拡大しております。 

    尚、通信会社向けFOMAモジュール開発が保守工程に移行したことと、FOMAインフラ業務が縮小したことから受注

   残が減少しております。 

     

   ⑤制御市場は、売上高345百万円と前年同期比90百万円の増収となりました。 

    半導体洗浄装置開発は期初の縮小予想から一転して前期並みを維持すると共に、航空管制システムが年末まで開

   発ピークが続きます。 

    又、防災情報システム及び発電プラント・システムが新規に立ち上がりました。 

    更に、前期後半から参画した産業機械制御領域で継続受注したことで、売上高及び受注残の増加に寄与しており

   ます。   

  

  

  

  

   

 

                 

- 1 -



  

２．財政状態に関する定性的情報 

   （1）資産、負債及び純資産の状況  

    流動負債の有利子負債を前年同期比228百万円圧縮し、固定負債では前社長の役員退職慰労引当金の残高分を44 

   百万円取崩したことにより、負債合計は1,755百万円と前年同期比373百万円減少しました。 

    純資産においては、自己株式の取得により前年同期比56百万円減少した一方で、利益剰余金が259百万円増加し 

   たことから、純資産合計は1,644百万円と前年同期比203百万円増加となり、自己資本比率は48.4％と前年同期末に

   対して８ポイント改善しております。  

  

   （2）キャッシュ・フローの状況 

    当第１四半期会計期間における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ267百万円増加し、当第１四半期末 

   には487百万円となりました。 

    当第１四半期会計期間における各キャッシュ・フローは、次の通りであります。 

    「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、165百万円の増加となりました。 

    その主な要因は、賞与引当金が144百万円減少、法人税等の支払で121百万円減少した一方で、税引前四半期純利

   益が148百万円となり、売上債権が322百万円減少し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」は、225百万円の増加となりました。 

    その主な要因は、保険積立金の払戻により前事業年度末に比べ150百万円増加、投資有価証券の売却により90百 

   万円増加し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」は、123百万円の減少となりました。 

    その主な要因は、自己株式の取得により前事業年度末に比べ55百万円減少、長期借入金及び短期借入金の返済に

   より46百万円減少、配当金の支払により21百万円減少したことによるものであります。  

  

３．業績予想に関する定性的情報 

    当第２四半期累計期間での見通しは、増収増益を見込んでおります。 

    売上高は、新規案件の開発着手に若干の遅れがあったものの順次立ち上ってくると共に、長期継続業務について

   も拡大傾向にあり、又、終了業務の保守対応により業務量の急激な減少を補うことにより、受注残高も上昇してい

   ることから、期初予想の通り4,234百万円と前年同期比219百万円の増収を確保できる見通しです。 

    売上総利益は、低採算プロジェクトの発生を抑制することと、開発プロセスの効率化を推進することにより、期

   初予想の通り947百万円と前年同期比97百万円の増益を図ります。 

    販売管理費は、第１四半期の特殊要因による一時的費用に加えて、新設した本社別館の地代家賃及び水道光熱 

   費、要員増に伴う労務費、ユビキタス事業の立上げ費用、情報セキュリティ対策として購入した設備・ソフトウェ

   ア製品の減価償却費、及び内部統制監査費用としての支払報酬等の増加が見込まれることから、総額で779百万円 

   と前年同期比87百万円の増加を織込んでいます。 

    これにより、営業利益は168百万円と期初予想を48百万円下回ることとなるものの、前年同期比10百万円の営業 

   増益を見込んでおります。 

    しかし、第１四半期での営業外収益の一時的収入により、経常利益は255百万円と期初予想を55百万円上回るこ 

   ととなり、前年同期比103百万円の経常増益を見込んでおります。 

    又、当事業年度末の見通しは、増収増益を見込んでおります。 

    売上高は、インフォメーション市場と制御市場は微増収ながらも、組込み市場、金融市場、通信市場では２桁の

   増収を見込んでいることから、期初予想の通り9,200百万円と前年同期比763百万円の増収を確保できると見通して

   おります。 

    売上総利益は、期初予想の通り2,035百万円と前年同期比241百万円の増益を図ります。 

    販売管理費は、第１四半期に発生した一時的費用を含めて総額で1,548百万円と前年同期比186百万円の増加を織

   込んでいます。 

    これにより、営業利益は486百万円と期初予想を48百万円下回ることとなるものの、前年同期比104百万円の営業

   増益を見込んでおります。 

    又、第１四半期に営業外収益の一時的収入があったことにより、経常利益は555百万円と期初予想を55百万円上 

   回ることとなり、前年同期比145百万円の経常増益を見込んでおります。 

    そして、株主還元策として、配当性向20％以上を目処とすることを、基本方針に掲げていることから、期初予想

   の第２四半期末20.00円、期末20.00円から、第２四半期末・期末共に２円を増配して、第２四半期末22.00円、期 

   末22.00円を予定しております。 

  内容につきましては、併せて平成20年８月６日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」 をご参照下さい。 
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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 

      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場合に、前事業年度末におい

      て算定した貸倒実績率等の合理的な基準を使用して、一般債権の貸倒見積高を算定する方法を採用しており

      ます。 

    ２．棚卸資産の評価方法 

      四半期会計期間末における棚卸高の算出に関して、実地棚卸を省略し、前事業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を採用しております。 

           棚卸資産の簿価切下げに関して、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

      下げを行う方法を採用しております。 

    ３．法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

  法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法を

  採用しております。繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度末以降に経営環境等、かつ、

  一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められる場合に、前事業年度決算において使用した将来の業

  績予測やタックス・プランニングを利用する方法を採用しております。 

（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 

 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。 
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１【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 487,305 220,282

受取手形及び売掛金 1,241,566 1,564,158

原材料 19,687 25,554

仕掛品 233,156 135,807

その他 246,762 304,382

貸倒引当金 △3,352 △4,223

流動資産合計 2,225,126 2,245,962

固定資産   

有形固定資産   

土地 371,169 371,169

その他（純額）     230,819     229,007

有形固定資産合計 601,988 600,176

無形固定資産 52,737 55,166

投資その他の資産 519,371 565,497

固定資産合計 1,174,097 1,220,840

資産合計 3,399,224 3,466,803

負債の部   

流動負債   

買掛金 339,046 407,056

短期借入金 － 25,000

1年内返済予定の長期借入金 32,400 54,000

未払金 422,687 139,463

未払法人税等 61,144 129,965

賞与引当金 152,922 297,270

その他 127,296 127,800

流動負債合計 1,135,496 1,180,556

固定負債   

退職給付引当金 574,366 563,942

役員退職慰労引当金 45,358 87,290

固定負債合計 619,724 651,232

負債合計 1,755,221 1,831,788

                 アドソル日進（株）（3837） 平成21年３月期第１四半期決算短信（非連結）
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（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 499,312 499,312

資本剰余金 204,312 204,312

利益剰余金 1,010,474 945,242

自己株式 △70,096 △14,153

株主資本合計 1,644,002 1,634,713

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 － 301

純資産合計 1,644,002 1,635,015

負債純資産合計 3,399,224 3,466,803
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（２）【四半期損益計算書】 
【第１四半期累計期間】 

（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 2,003,837

売上原価 1,545,300

売上総利益 458,537

販売費及び一般管理費     408,002

営業利益 50,535

営業外収益  

受取利息 24

有価証券利息 39

受取保険金 101,513

雑収入 3,014

営業外収益合計 104,592

営業外費用  

支払利息 160

売上債権売却損 1,911

コミットメントフィー 601

その他 544

営業外費用合計 3,217

経常利益 151,909

特別利益  

投資有価証券売却益 547

貸倒引当金戻入額 870

特別利益合計 1,418

特別損失  

投資有価証券評価損 4,404

特別損失合計 4,404

税引前四半期純利益 148,924

法人税等     57,231

四半期純利益 91,692
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（３）【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

（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) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純利益 148,924

減価償却費 9,748

貸倒引当金の増減額（△は減少） △870

賞与引当金の増減額（△は減少） △144,347

退職給付引当金の増減額（△は減少） 10,423

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △41,931

受取利息及び受取配当金 △64

受取保険金 △101,513

支払利息 160

投資有価証券売却損益（△は益） △547

投資有価証券評価損益（△は益） 4,404

売上債権の増減額（△は増加） 322,592

たな卸資産の増減額（△は増加） △90,721

前払費用の増減額（△は増加） △33,472

仕入債務の増減額（△は減少） △68,010

前受金の増減額（△は減少） △1,026

未払消費税等の増減額（△は減少） 18,339

その他 255,047

小計 287,132

利息及び配当金の受取額 115

利息の支払額 △160

法人税等の支払額 △121,757

営業活動によるキャッシュ・フロー 165,330

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △7,495

投資有価証券の売却による収入 90,000

保険積立金の払戻による収入 150,321

その他 △7,415

投資活動によるキャッシュ・フロー 225,410

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） △25,000

長期借入金の返済による支出 △21,600

配当金の支払額 △21,019

自己株式の取得による支出 △55,943

その他 △154

財務活動によるキャッシュ・フロー △123,717

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 267,023

現金及び現金同等物の期首残高 220,282

現金及び現金同等物の四半期末残高     487,305
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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。 

（４）継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 該当事項はありません。 
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「参考資料」 

前四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期損益計算書 

科目 

前年同四半期 
（平成20年３月期 
第１四半期） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高 1,845,620 

Ⅱ 売上原価 1,475,835 

売上総利益 369,785 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 349,766 

営業利益 20,018 

Ⅳ 営業外収益 1,812 

１．受取利息  25 

２．有価証券利息  106 

３．受取配当金  1,000 

４．雑収入  681 

Ⅴ 営業外費用 4,670 

１．支払利息  3,576 

２．支払手数料 902 

３．為替差損 191 

経常利益 17,160 

Ⅵ 特別利益 514 

１．貸倒引当金戻入  514 

Ⅶ 特別損失 1,517 

１．投資有価証券売却損 18 

２．積立保険解約損  1,498 

税引前四半期純利益 16,157 

税金費用 6,463 

四半期純利益 9,694 
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