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1.  平成21年5月期第1四半期の業績（平成20年6月1日～平成20年8月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(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5月期第1四半期 69 △19.5 △43 ― △41 ― △41 ―

20年5月期第1四半期 86 33.9 △25 ― △23 ― △23 ―

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5月期第1四半期 △3,300.19 ―

20年5月期第1四半期 △1,816.34 ―

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5月期第1四半期 1,362 1,230 90.3 97,289.62
20年5月期 1,444 1,271 88.1 100,600.14

（参考） 自己資本   21年5月期第1四半期  1,230百万円 20年5月期  1,271百万円

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  
 

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5月期 ― ― ― 0.00 0.00
21年5月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年5月期（予想） ――― ― ― 0.00 0.00

3.  平成21年5月期の業績予想（平成20年6月1日～平成21年5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  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2四半期累計期間 226 100.0 △34 ― △30 ― △30 ― △2,384.93

通期 622 114.8 10 ― 18 ― 9 ― 734.74

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、２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） 

（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) 発行済株式数（普通株式） 

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5月期第1四半期  12,824株 20年5月期  12,824株

② 期末自己株式数 21年5月期第1四半期  180株 20年5月期  180株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年5月期第1四半期  12,644株 20年5月期第1四半期  12,824株

１．平成20年７月15日公表の業績予想の修正は行っておりません。 
２．本資料に記載している業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおりま
す。実際の実績等は、業績の変化等により上記予想数値と異なる場合があります。 
３．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。  



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（平成20年６月１日～平成20年８月31日）におけるわが国経済は、世界的な原油等の原材料価格の高

騰や米国のサブプライムローン問題に端を発した世界的な金融市場の混乱から景気の減速懸念が広がり、先行き不透

明感が増大しております。 

 当社を取り巻く経営環境は、依然として公共投資が縮減傾向であることや、景気動向を反映して民間企業もＩＴ投

資に対して慎重な姿勢が見られることから、厳しい状況が続いております。 

 このような状況の中で、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いたしました。

しかしながら、ライセンス販売の売上が伸び悩み前年同期を下回ったことや、受託開発については、納期が当社の下

半期となる案件が多くなったことから、当第１四半期の売上高は、前年同期比19.5%減の69,463千円となりました。 

 利益面では、売上高が減収となったことに加え、位置情報サービスの提供に先立ってGPS機器の仕入が発生したこ

とや開発人員の採用に伴う労務費の増加により、営業損失43,374千円（前年同四半期は25,404千円の損失）、経常損

失41,701千円（前年同四半期は23,292千円の損失）、第１四半期純損失41,727千円（前年同四半期は23,292千円の損

失）となりました。 

  

２．財政状態に関する定性的情報 

 (1) 財政状況 

  当第１四半期会計期間末における総資産は、1,362,739千円となり、前事業年度末と比較して81,596千円の減少と

なりました。これは主に売掛金の減少（56,221千円減）と現金及び預金の減少（35,765千円減）によるものであり

ます。     

  負債は、132,609千円となり、前事業年度末と比較して39,738千円減となりました。これは主に買掛金の減少

（33,929千円減）と未払法人税等の減少（12,455千円減）によるものであります。 

  純資産は、1,230,130千円となり、前事業年度末と比較して41,858千円の減少となりました。これは第１四半期純

損失を計上したことにより利益剰余金が減少したことによるものであります。 

  (2) キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期会計期間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15,679千円

減少し、176,802千円となりました。  

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

 当第１四半期会計期間において営業活動の結果支出した資金は、33,598千円となりました。これは主に、売上債権

の減少額が56,221千円あったものの、税引前四半期純損失が41,701千円、仕入債務の減少額が33,929千円、棚卸資産

の増加額が14,255千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１四半期会計期間において投資活動に結果獲得した資金は、17,930千円となりました。これは主に、有価証

券の償還による収入が20,000千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１四半期会計期間において財務活動の結果支出した資金は、11千円となりました。これは、配当金の支払に

よるものであります。 

  

３．業績予想に関する定性的情報 

 今後も厳しい事業環境が続くものと予想され、予断を許さない状況にありますが、現時点におきまして、平成20年

７月15日の決算発表時の業績予想からの変更はありません。 

  

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 税金金額の計算 

 当第１四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見

積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 

 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 
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（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 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 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 当第１四半期会計期間より「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）を適用し、原価法から原価法（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）に変更

しております。これにより、営業損失、経常損失及び税引前四半期純損失は、それぞれ48千円増加しておりま

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８月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 902,249 938,014

受取手形及び売掛金 52,315 108,536

有価証券 109,544 109,416

仕掛品 14,278 －

貯蔵品 2,101 2,124

その他 9,489 10,230

貸倒引当金 △251 △108

流動資産合計 1,089,727 1,168,213

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,800 1,866

工具、器具及び備品（純額） 3,574 3,496

有形固定資産合計 5,374 5,363

無形固定資産   

ソフトウエア 11,639 15,817

ソフトウエア仮勘定 11,629 9,941

その他 351 367

無形固定資産合計 23,620 26,125

投資その他の資産   

投資有価証券 162,019 162,858

長期預金 50,000 50,000

繰延税金資産 592 490

その他 41,405 41,284

貸倒引当金 △10,000 △10,000

投資その他の資産合計 244,017 244,633

固定資産合計 273,012 276,122

資産合計 1,362,739 1,444,336
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年８月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年５月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 16,179 50,108

未払法人税等 619 13,074

繰延税金負債 19,764 19,750

賞与引当金 7,609 －

未払消費税等 204 3,732

その他 32,098 30,089

流動負債合計 76,475 116,755

固定負債   

役員退職慰労引当金 52,994 52,138

その他 3,139 3,454

固定負債合計 56,134 55,592

負債合計 132,609 172,348

純資産の部   

株主資本   

資本金 363,950 363,950

資本剰余金 353,450 353,450

利益剰余金 529,299 571,027

自己株式 △16,416 △16,416

株主資本合計 1,230,282 1,272,010

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △152 △22

評価・換算差額等合計 △152 △22

純資産合計 1,230,130 1,271,988

負債純資産合計 1,362,739 1,444,336
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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６月１日 
 至 平成20年８月31日) 

売上高 69,463

売上原価 51,056

売上総利益 18,406

販売費及び一般管理費 61,780

営業損失（△） △43,374

営業外収益  

受取利息 1,133

受取配当金 472

有価証券利息 416

営業外収益合計 2,023

営業外費用  

投資事業組合運用損 350

営業外費用合計 350

経常損失（△） △41,701

税引前四半期純損失（△） △41,701

法人税等 26

四半期純損失（△） △41,727
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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６月１日 
 至 平成20年８月31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 △41,701

減価償却費 4,835

貸倒引当金の増減額（△は減少） 143

受取利息及び受取配当金 △1,606

有価証券利息 △416

投資事業組合運用損益（△は益） 350

賞与引当金の増減額（△は減少） 7,609

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 856

売上債権の増減額（△は増加） 56,221

たな卸資産の増減額（△は増加） △14,255

仕入債務の増減額（△は減少） △33,929

前払費用の増減額（△は増加） △315

未払金の増減額（△は減少） 1,838

預り金の増減額（△は減少） △2,001

未払消費税等の増減額（△は減少） △3,527

前受収益の増減額（△は減少） 2,366

その他 △1,234

小計 △24,766

利息及び配当金の受取額 1,812

法人税等の支払額 △10,644

営業活動によるキャッシュ・フロー △33,598

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有価証券の償還による収入 20,000

有形固定資産の取得による支出 △518

無形固定資産の取得による支出 △1,788

その他 236

投資活動によるキャッシュ・フロー 17,930

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △11

財務活動によるキャッシュ・フロー △11

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △15,679

現金及び現金同等物の期首残高 192,482

現金及び現金同等物の四半期末残高 176,802
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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。 

株式会社ドーン(2303)  平成21年５月期　第１四半期決算短信（非連結）



「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５月期 
第１四半期） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高 86,339 

Ⅱ 売上原価 49,963 

売上総利益 36,375 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 61,780 

営業損失（△） △25,404 

Ⅳ 営業外収益 2,111 

  受取利息  956 

  有価証券利息  410 

  受取配当金 702 

  その他 42 

Ⅴ 営業外費用 － 

経常損失（△） △23,292 

Ⅵ 特別利益 － 

Ⅶ 特別損失 － 

税引前四半期損失（△） △23,292 

税金費用 － 

四半期純損失（△） △23,292 
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（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書 

 
前年同四半期 

（平成20年５月期 
第1四半期） 

区分 金額（千円） 

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  

△23,292 

減価償却費 5,973 

貸倒引当金の増加額 10 

賞与引当金の繰入額 6,706 

役員退職慰労引当金の減
少額 

△2,179 

受取利息及び配当金 △1,658 

有価証券利息  △410 

投資事業組合出資金運用
益  0 

売上債権の増加額  △10,852 

たな卸資産の増加額  △3,721 

仕入債務の減少額  △5,309 

前払費用の減少額  254 

未払金の増加額  7,516 

預り金の減少額  △1,983 

未払消費税の増加額  1,627 

前受収益の減少額  △152 

その他  △2,038 

小計 △29,511 

利息及び配当金の受取額  2,355 

法人税等の支払額  △296 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△27,452 

Ⅱ 投資活動によるキャッシ
ュ・フロー   

定期預金の預入による支
出  

△50,000 

有価証券の償還による収
入  80,000 

有形固定資産の取得によ
る支出  

△248 

その他  7 

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 29,759 
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前年同四半期 

（平成20年５月期 
第1四半期） 

区分 金額（千円） 

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー   

配当金の支払額  △41 

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△41 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増
加額 2,265 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期
首残高 284,893 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期
末残高 287,159 
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