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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 30,968 ― 1,189 ― 1,117 ― 525 ―

20年3月期第2四半期 31,161 10.4 △184 ― △212 ― △454 ―

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2四半期 18.73 ―

20年3月期第2四半期 △15.65 ―

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2四半期 30,725 17,669 55.9 611.61
20年3月期 31,778 17,795 54.5 617.06

（参考） 自己資本  21年3月期第2四半期  17,168百万円 20年3月期  17,309百万円

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3月期 ― ― ― 22.00 22.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 22.00 22.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 63,000 △5.0 3,400 42.0 3,400 46.6 1,800 85.2 64.17

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、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) 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、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。  

(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 
    上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報、及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を 
   前提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。なお、上記業績予想に関する事項は３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。 
    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。 
    前年同四半期増減率（前年同四半期の金額）は参考として記載しております。  

 

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期 29,397,185株 20年3月期 29,397,185株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期 1,326,843株 20年3月期 1,345,041株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期 28,064,598株 20年3月期第2四半期 29,045,197株
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定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

（1）業績の状況

当第２四半期（平成20年７月１日から平成20年９月30日まで）連結会計期間におけるわが国の経済は、資源価格

の高騰には一服感が出ているものの、９月以降の米国発金融危機による世界的な株安もあり、景気の先行き不透明

感が増しています。景気動向指数は、８月に前月比2.8ポイント低下と大幅に低下するなど、景気は悪化していま

す。鉱工業生産では、８月生産指数は、世界的な景気減速による外需の減少を受けて、前月比3.5%低下と大幅に低

下しています。一方、電子部品・デバイス等一部の業種では、在庫調整圧力が高まっています。合わせて、企業収

益は日銀「短観」（９月調査）によると、全国大企業の経常利益は20年度通年で前年度比9.4%減と7年ぶりの減益予

想となっております。

情報サービス市場は、経済産業省特定サービス産業動態統計によると、業界全体での売上高は７月1.8％、８月

2.9％と前年同月比を上回る水準を維持しながらも、昨年度の成長率より若干鈍化しております。景況感が悪化する

中、情報通信製造業に係る生産・出荷ともに減少傾向にあり、在庫は過去最高水準を更新しております。また、情

報通信関連の物価の下落傾向も継続しております。他方、情報通信産業の設備投資は増加傾向にあります。

このような環境のもと、当社グループにおきましては、事業コアの確立によるプライム事業体質への変革を最大の

テーマに掲げ、「ＩＴソリューション提供力の強化」、「プロジェクトリスクマネジメント力の強化」、及び「経

営資源の強化と体制づくり」を経営方針として施策を実施しております。

当第２四半期連結会計期間の売上高は、前第２四半期連結会計期間に比べ4億26百万円増の180億21百万円となり

ました。当社グループの当第２四半期連結会計期間におけるセグメント別の売上高は次のとおりです。

なお、第１四半期連結会計期間（平成20年４月1日～平成20年６月30日）における連結経営成績については、平成

21年３月期 第１四半期決算短信（平成20年７月31日開示）をご参照ください。また、前年同四半期増減率は参考

として記載しております。

（ソフトウェア開発）

ソフトウェア開発事業におきましては、当社において製造業向けの大型開発案件により、売上高は140億56百万

円（前同四半期連結会計期間比10.3％増）となりました。

（情報処理サービス）

情報処理サービス事業におきましては、当社において運用管理サービスが堅調に推移したため、売上高は27億

93百万円（前同四半期連結会計期間比2.5％増）となりました。

（システム関連サービス）

システム関連サービス事業におきましては、連結子会社であったネットイヤーグループ株式会社ほか２社が前

連結会計年度末に持分法適用の関連会社に変更したことに伴い売上高が減少したため、売上高は6億37百万円（前

同四半期連結会計期間比60.0％減）となりました。

（システム機器販売）

システム機器販売におきましては、売上高は4億26百万円（前同四半期連結会計期間比1.4％減）となりまし

た。

（その他事業）

その他事業におきましては、売上高は1億6百万円（前同四半期連結会計期間比1.0％増）となりました。

利益面につきましては、当社の不採算案件の減少により、営業利益が前同四半期連結会計期間に比べ10億1百万円

増の8億74百万円、四半期純利益は前同四半期連結会計期間に比べ9億64百万円増の6億17百万円となりました。

なお、当社グループでは主力事業であるソフトウェア開発の事業形態として、開発案件の検収が第２、第４四半

期末日に集中する傾向にあるため、連結会計年度における第２四半期並びに第４四半期の売上高が、第１四半期並

びに第３四半期に比べて多くなっております。
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２．連結財政状態に関する定性的情報

当第２四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ10億52百万円減少し、307億25百万円となり

ました。流動資産は、前連結会計年度末に比べ20億72百万円減少し、220億52百万円となりました。その主な要因

は、現金及び預金が5億60百万円増加したこと、受取手形及び売掛金が14億60百万円減少したこと、及びソフトウェ

ア開発の仕掛品が8億41百万円減少したことによるものです。固定資産は、前連結会計年度末に比べ10億20百万円増

加し、86億73百万円になりました。その主な要因は、新リース会計基準の適用に伴い有形、及び無形リース資産が

10億46百万円増加したことによるものです。

当第２四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ9億26百万円減少し、130億56百万円となり

ました。流動負債は、前連結会計年度末に比べ3億39百万円減少し、103億95百万円となりました。主な要因は、短

期借入金が25億30百万円増加したこと、法人税等の納税により未払法人税等が16億59百万円減少したこと、１年以

内返済の長期借入金が5億48百万円減少したこと、及び買掛金が4億22百万円減少したことによるものです。また、

新リース会計基準の適用に伴い１年以内リース負債が4億45百万円増加しました。固定負債は、前連結会計年度末に

比べ5億86百万円減少し、26億60百万円となりました。その主な要因は、長期借入金の圧縮により11億49百万円減少

したことと、新リース会計基準の適用に伴い１年超のリース負債が6億41百万円増加したことによるものです。

当第２四半期連結会計期間末の純資産の合計は、前連結会計年度末に比べ1億25百万円減少し、176億69百万円と

なりました。この主な要因は、利益剰余金が92百万円減少したこと、及び有価証券評価差額金が60百万円減少した

ことによるものです。

この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の54.5％から、55.9％となりました。

（キャッシュ・フローの状況）

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べて5億53百万円増加

し、68億41百万円となりました。

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次の通りです。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動によるキャッシュ・フローは、9億67百万円の収入となりました。この主な要因は、税金等調整前四半

期純利益が9億7百万円、売上債権の減少額14億60百万円とたな卸資産の減少額8億64百万円による資金の増加と、

仕入債務の減少額4億22百万円と法人税等の支払い17億52百万円による資金の減少であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動によるキャッシュ・フローは、3億84百万円の支出となりました。この主な要因は、投資有価証券の取

得による2億17百万円の支出と有形、及び無形固定資産の取得による1億70百万円の支出による資金の減少であり

ます。

（財務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・フローは、29百万円の支出となりました。この主な要因は、短期借入金による25

億30百万円の資金の増加と、長期借入金の返済による16億97百万円の支出及び配当金6億14百万円の支出、並びに

リース債務の返済2億55百万円の支出による資金の減少であります。

３．連結業績予想に関する定性的情報

平成21年３月期の連結業績予想につきましては、当第２四半期連結会計期間の業績が当初の予定通り推移している

ため、平成20年５月９日に発表した予想を変更しておりません。

※上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報、及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る

本資料発表日現在における仮定を前提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果

となる可能性があります。
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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）

該当事項はありません。

（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

四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

税金費用の計算

連結子会社の税金費用については、四半期連結財務諸表に与える影響を勘案し、当第２四半期連結会計

期間を含む連結会計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しております。

（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

・会計処理基準に関する事項の変更

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。

② 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引にかか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）を第１四半期連結会計期間から早期適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっており

ます。これにより、営業利益が20百万円、経常利益が4百万円増加し、税金等調整前四半期純利益は39百万

円減少しております。

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。

③ 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として個別法による原価法によっておりま

したが、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、主として個別法による原価法（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）により算定しております。

なお、これにより損益に与える影響はありません。

④ 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。

なお、これにより損益に与える影響はありません。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　    ソラン株式会社（9750）　平成21年3月期　第2四半期決算短信

-4-



５．四半期連結財務諸表
（１）四半期連結貸借対照表

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 7,109,370 6,549,331
受取手形及び売掛金 10,059,109 11,519,584
商品及び製品 8,877 24,746
仕掛品 2,495,922 3,337,894
原材料及び貯蔵品 7,050 13,725
繰延税金資産 1,542,885 1,935,051
その他 841,068 750,747
貸倒引当金 △11,499 △5,391

流動資産合計 22,052,785 24,125,691

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 793,299 738,764
減価償却累計額 △159,534 △143,416

建物及び構築物（純額） 633,765 595,347

土地 952,754 952,754
リース資産 1,128,686 －

減価償却累計額 △218,070 －

リース資産（純額） 910,615 －

その他 338,919 349,144
減価償却累計額 △217,156 △221,406

その他（純額） 121,762 127,737

有形固定資産合計 2,618,898 1,675,839

無形固定資産

のれん 306,597 391,749
その他 541,502 422,012

無形固定資産合計 848,099 813,761

投資その他の資産

投資有価証券 2,451,837 2,576,699
敷金及び保証金 1,219,914 1,234,998
繰延税金資産 865,761 657,784
その他 755,115 757,324
貸倒引当金 △86,535 △63,949

投資その他の資産合計 5,206,093 5,162,856

固定資産合計 8,673,091 7,652,457

資産合計 30,725,876 31,778,148
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,434,385 2,856,922
短期借入金 2,773,021 243,021
1年内返済予定の長期借入金 318,932 867,124
未払法人税等 191,535 1,851,490
賞与引当金 1,803,068 1,827,979
役員賞与引当金 4,050 10,800
受注損失引当金 81,072 313,800
その他 2,789,719 2,764,500

流動負債合計 10,395,784 10,735,639

固定負債

長期借入金 6,106 1,155,591
繰延税金負債 4,888 4,888
退職給付引当金 1,348,583 1,464,130
役員退職慰労引当金 272,679 274,879
投資損失引当金 － 35,000
その他 1,028,688 312,966

固定負債合計 2,660,946 3,247,455

負債合計 13,056,731 13,983,094

純資産の部

株主資本

資本金 6,878,413 6,878,413
資本剰余金 5,037,983 5,037,983
利益剰余金 6,006,299 6,099,001
自己株式 △937,332 △950,191

株主資本合計 16,985,364 17,065,207

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 170,265 230,663
為替換算調整勘定 12,572 14,020

評価・換算差額等合計 182,837 244,684

少数株主持分 500,943 485,161

純資産合計 17,669,145 17,795,053

負債純資産合計 30,725,876 31,778,148
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（２）四半期連結損益計算書
（第２四半期連結累計期間）

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
至 平成20年９月30日)

売上高 30,968,166
売上原価 25,984,394

売上総利益 4,983,771

販売費及び一般管理費 3,794,097

営業利益 1,189,674

営業外収益

受取配当金 20,467
その他 26,484

営業外収益合計 46,952

営業外費用

支払利息 27,639
コミットメントフィー 31,951
その他 59,667

営業外費用合計 119,257

経常利益 1,117,368

特別利益

投資損失引当金戻入額 35,000
事業譲渡益 35,000
その他 3,876

特別利益合計 73,876

特別損失

投資有価証券評価損 200,373
その他 83,032

特別損失合計 283,405

税金等調整前四半期純利益 907,839

法人税、住民税及び事業税 134,720
法人税等調整額 230,539

法人税等合計 365,260

少数株主利益 16,806

四半期純利益 525,772
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（第２四半期連結会計期間）

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間
(自 平成20年７月１日
至 平成20年９月30日)

売上高 18,021,021
売上原価 15,305,132

売上総利益 2,715,889

販売費及び一般管理費 1,841,530

営業利益 874,358

営業外収益

持分法による投資利益 23,159
その他 15,169

営業外収益合計 38,328

営業外費用

支払利息 18,965
為替差損 18,331
その他 21,997

営業外費用合計 59,294

経常利益 853,392

特別利益

投資損失引当金戻入額 35,000
事業譲渡益 35,000
その他 522

特別利益合計 70,522

特別損失

投資有価証券評価損 59,521
貸倒引当金繰入額 22,225
その他 7,968

特別損失合計 89,716

税金等調整前四半期純利益 834,198

法人税、住民税及び事業税 84,883
法人税等調整額 114,515

法人税等合計 199,399

少数株主利益 17,520

四半期純利益 617,278
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
至 平成20年９月30日)

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利益 907,839
減価償却費 372,063
退職給付引当金の増減額（△は減少） △115,547

受注損失引当金の増減額（△は減少） △232,727

投資有価証券評価損益（△は益） 200,373
売上債権の増減額（△は増加） 1,460,475
たな卸資産の増減額（△は増加） 864,515
仕入債務の増減額（△は減少） △422,537

前受金の増減額（△は減少） △204,443

その他営業活動に関する資産の増減額（△は増
加） △49,243

その他営業活動に関する負債の増減額（△は減
少） △157,683

その他 103,779

小計 2,726,869

利息及び配当金の受取額 34,512
利息の支払額 △41,399

法人税等の支払額 △1,752,330

営業活動によるキャッシュ・フロー 967,652

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 △250,457

定期預金の払戻による収入 244,015
投資有価証券の取得による支出 △217,365

有形固定資産の取得による支出 △60,107

無形固定資産の取得による支出 △110,746

その他 10,188

投資活動によるキャッシュ・フロー △384,470

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） 2,530,000
長期借入金の返済による支出 △1,697,676

リース債務の返済による支出 △255,968

配当金の支払額 △614,329

その他 8,732

財務活動によるキャッシュ・フロー △29,243

現金及び現金同等物に係る換算差額 △341

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 553,596

現金及び現金同等物の期首残高 6,287,898

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,841,495
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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。

（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）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日）

（注）１．事業区分の方法

事業は、市場及び販売方法の類似性により区分しております。

２．事業区分

３.会計処理の方法の変更

（リース取引に関する会計基準）

「４．その他（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」に記載の

とおり、第１四半期連結会計期間より、「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））を適用しております。

この変更に伴い、従来の方法によった場合と比較して、当第２四半期連結累計期間の営業利益は、ソフト

ウェア開発事業が14,971千円、情報処理サービス事業が3,439千円、システム関連サービス事業が635千円、

その他の事業が36千円、それぞれ増加しております。

〔所在地別セグメント情報〕

当第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日）

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、90％を超えているため、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〕

当第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日）

海外売上高の合計が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

（６）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。

科目

情報サービス関連事業
その他の事
業
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）ソフトウェ

ア開発
（千円）

情報処理サ
ービス
（千円）

システム関
連サービス
（千円）

システム
機器販売
（千円）

売上高

(1）外部顧客に対す

る売上高
23,334,889 5,484,864 1,192,343 720,564 235,503 30,968,166 － 30,968,166

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高

122,894 30,849 79,595 11,380 251,862 496,581 (496,581) －

計 23,457,784 5,515,713 1,271,939 731,945 487,365 31,464,748 (496,581) 30,968,166

営業利益 2,270,035 568,106 151,084 101,583 50,483 3,141,293 (1,951,619) 1,189,674

事業区分 主要な製品及び役務

情報サービス関連事業

ソフトウェア開発事業 コンピュータのソフトウェア開発関連業務

情報処理サービス事業 コンピュータの受託計算運用管理（アウトソーシング形態の受託を含む）

システム関連サービス事業 コンピュータのソフトウェア保守、教育及び導入支援、各種コンサルティング業務

システム機器販売事業 情報機器、ソフトウェアパッケージ及びサプライ品等の販売

その他の事業 人材派遣、ビルメンテナンス、不動産の賃貸
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「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表
（１）中間連結損益計算書

（中間連結会計期間）

前中間連結会計期間
（自 平成19年４月１日

至 平成19年９月30日）

区分 金額（千円） 百分比
（％）

Ⅰ 売上高 31,161,580 100.0

Ⅱ 売上原価 27,357,328 87.8

売上総利益 3,804,251 12.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費 3,989,245 12.8

営業損失 △184,993 △0.6

Ⅳ 営業外収益

１．受取利息 5,113

２．受取配当金 25,008

３．保険解約返戻金 1,496

４．法人税等還付加算金 1,495

５. 投資事業組合投資利益 19,723

６．助成金収入 8,843

７．その他 6,387 68,067 0.2

Ⅴ 営業外費用

１．支払利息 28,941

２．支払手数料 405

３．投資事業組合投資損失 696

４. コミットメントライン手数料 48,239

５. 為替差損 10,109

６．その他 7,439 95,832 0.3

経常損失 △212,757 △0.7

Ⅵ 特別利益

１．投資有価証券売却益 7,200

２．貸倒引当金戻入益 637

３．未払役員退職慰労金取崩益 15,000

４．その他 1,339 24,176 0.1

Ⅶ 特別損失

１．投資有価証券評価損 30,243

２．固定資産除売却損 4,386

３. 減損損失 126,111

４. 訴訟損失引当金繰入額 44,734

５．その他 19,190 224,667 0.7

税金等調整前中間純損失 △413,248 △1.3

法人税、住民税及び事業税 164,549

法人税等調整額 △230,793 △66,243 △0.2

少数株主利益 107,596 0.4

中間純損失 △454,601 △1.5
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（第２四半期連結会計期間）

前第２四半期連結会計期間
（自 平成19年７月１日

至 平成19年９月30日）

区分 金額（千円）

Ⅰ 売上高 17,594,916

Ⅱ 売上原価 15,792,756

売上総利益 1,802,160

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,929,100

営業損失 △126,940

Ⅳ 営業外収益

１．受取配当金 7,039

２. 投資事業組合投資利益 19,723

３．その他 8,928 35,690

Ⅴ 営業外費用

１．支払利息 14,014

２. コミットメントライン手数料 9,704

３．その他 12,709 36,428

経常損失 △127,677

Ⅵ 特別利益

１．投資有価証券売却益 7,200

２．その他 337 7,537

Ⅶ 特別損失

１. 減損損失 126,111

２. 訴訟損失引当金繰入額 44,734

３．その他 51,413 222,260

税金等調整前四半期純損失 △342,401

法人税、住民税及び事業税 106,465

法人税等調整額 △206,923 △100,458

少数株主利益 105,059

四半期純損失 △347,002
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（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間
（自 平成19年４月１日

至 平成19年９月30日）

区分 金額（千円）
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純損失 △413,248

減価償却費 135,483

訴訟損失引当金の増加額 44,734

退職給付引当金の減少額 △55,807

役員退職慰労引当金の減少額 △20,242

賞与引当金の減少額 △16,369

受注損失引当金の増加額 698,705

受取利息及び受取配当金 △30,121

支払利息 28,941

減損損失 126,111

投資有価証券評価損 30,243

投資事業組合投資利益 △19,026

未収入金の減少額 1,147,754

売上債権の減少額 3,545,309

たな卸資産の増加額 △1,300,818

仕入債務の減少額 △583,891

その他 △873,797

小計 2,443,959

利息及び配当金の受取額 29,906

利息の支払額 △27,706

法人税等の支払額 △844,246

法人税等の還付による収入 8,046

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,609,959

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の解約による収入 182,603

定期預金の預入による支出 △189,206

有形・無形固定資産の取得による支出 △233,120

有形・無形固定資産の売却による収入 17,000

投資有価証券の取得による支出 △1,266

投資有価証券の売却による収入 9,700

投資事業組合の分配による収入 20,817

保険積立金の解約による収入 4,557

連結範囲の変更を伴う子会社株式の取
得による支出 △70,231

連結子会社株式の追加取得による支出 △11,500

その他 △23,958

投資活動によるキャッシュ・フロー △294,604
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前中間連結会計期間
（自 平成19年４月１日

至 平成19年９月30日）

区分 金額（千円）

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純減少額 △795,900

長期借入金の返済による支出 △629,792

配当金の支払額 △579,017

自己株式の取得による支出 △728

自己株式の売却による収入 11,400

少数株主への配当支払額 △7,102

その他 △239

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,001,378

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 8,865

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額 △677,158

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 8,587,721

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 7,910,562

　　　　　　　　　　　　　　　　　　    ソラン株式会社（9750）　平成21年3月期　第2四半期決算短信

-14-



（３）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

前中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日）

（注）１．事業区分の方法

事業は、市場及び販売方法の類似性により区分しております。

２．事業区分

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、1,922,641千円であり、その主

なものは、当社総務・経理部門などの管理部門に係る費用であります。

４．当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当中間連結会計期間より、平成19年４月１日以降に取

得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

なお、これにより損益に与える影響は軽微であります。

〔所在地別セグメント情報〕

前中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日）

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が90％を超えているため、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〕

前中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日）

海外売上高は連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

科目

情報サービス関連事業
その他の事
業
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）ソフトウェ

ア開発
（千円）

情報処理サ
ービス
（千円）

システム関
連サービス
（千円）

システム
機器販売
（千円）

売上高

(1）外部顧客に対す

る売上高
22,135,745 5,293,328 2,825,865 699,083 207,557 31,161,580 － 31,161,580

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高

140,355 17,406 154,309 13,149 244,324 569,545 (569,545) －

計 22,276,100 5,310,735 2,980,175 712,233 451,881 31,731,125 (569,545) 31,161,580

営業費用 21,467,417 4,732,596 2,814,608 590,768 388,087 29,993,478 1,353,095 31,346,573

営業利益又は

営業損失(△）
808,682 578,138 165,567 121,465 63,793 1,737,647 (1,922,641) △184,993

事業区分 主要な製品及び役務

情報サービス関連事業

ソフトウェア開発事業 コンピュータのソフトウェア開発関連業務

情報処理サービス事業 コンピュータの受託計算運用管理（アウトソーシング形態の受託を含む）

システム関連サービス事業 コンピュータのソフトウェア保守、教育及び導入支援、各種コンサルティング業務

システム機器販売事業 情報機器、ソフトウェアパッケージ及びサプライ品等の販売

その他の事業 人材派遣、ビルメンテナンス、不動産の賃貸
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