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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第1四半期 11,316 △12.6 △53 ― △106 ― △121 ―

21年3月期第1四半期 12,947 ― 315 ― 263 ― △91 ―

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

22年3月期第1四半期 △4.56 ―

21年3月期第1四半期 △3.26 ―

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

22年3月期第1四半期 27,963 16,908 59.5 638.00
21年3月期 30,747 18,329 58.0 658.51

（参考） 自己資本  22年3月期第1四半期  16,632百万円 21年3月期  17,825百万円

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

21年3月期 ― 0.00 ― 22.00 22.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― 22.00 22.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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

24,800 △19.9 770 △35.3 760 △32.0 300 △42.9 11.39

通期 55,500 △9.6 2,750 △15.4 2,750 △13.4 1,400 △25.7 53.44

-1-



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、５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、５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）平成21年５月12日に公表致しました平成22年３月期の連結業績予想につきましては、自己株式数の変動に伴い1株当たり当期純利益につき変更 
   しておりますが、その他の業績予想数値は、変更ありません。 
（2）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。上記、業績予想に関する事項は、 
  ４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。 

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） 22年3月期第1四半期 29,397,185株 21年3月期 29,397,185株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期 3,327,389株 21年3月期 2,327,339株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 26,590,865株 21年3月期第1四半期 28,058,789株
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当第１四半期連結会計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）におけるわが国の経済は、輸出額の 

下げ止まりや在庫調整の進展に伴う鉱工業生産指数の増加などから、平成20年度末を底に回復局面の傾向にありま 

す。雇用・所得環境は一段と厳しさを増しているものの、政策効果から個人消費の一部に下げ止まりが見られてい 

ます。一方、企業収益は急速な悪化が続いており、設備投資も大幅に減少しております。景況感は７月１日に公表 

された日銀短観６月調査によると、金融を含む全産業のソフトウエア投資額は平成20年度実績が前年度比2.8％減、

平成21年度計画が同9.2％減となっており、依然として厳しい状況であります。 

このような環境のもと、当社グループにおきましては、高付加価値ビジネスの展開による収益力向上を経営のテ 

ーマに掲げ、「顧客深耕化の徹底」、「プロジェクト管理の徹底」、「コスト構造是正の徹底」を当期の経営方針 

として施策を実施しております。 

以上の結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は、前第１四半期連結会計期間に比べ16億30百万円減の113億 

16百万円となりました。当社グループの当第１四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。 

（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、前連結会計年度下期以降の急速な景気悪化のもと、エンドユーザーの 

ＩＴ投資抑制が依然継続していること及び前第１四半期連結会計期間に一部の大型開発案件が売上計上されたこ  

とも影響し、売上高は前第１四半期連結会計期間に比べ10億4百万円減（10.8％減）の82億73百万円となりまし 

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、前第１四半期連結会計期間に対し、金融業向けの運用管理サービスが 

当第１四半期連結会計期間は減少したため、売上高は前第１四半期連結会計期間に比べ3億80百万円減（14.1％ 

減）の23億11百万円となりました。  

（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、当社において前第１四半期連結会計期間に、ネットバンク向けの 

インフラ構築の大型案件が売上計上されたため、売上高は前第１四半期連結会計期間に比べ1億67百万円減 

（30.2％減）の3億87百万円となりました。 

（システム機器販売） 

システム機器販売におきましては、前第１四半期連結会計期間に比べ65百万円減（22.3％減）の2億28百万円 

となりました。 

（その他事業） 

その他事業におきましては、前第１四半期連結会計期間に比べ12百万円減（9.9％減）の1億16百万円となりま 

した。 

利益面につきましては、営業利益が前第１四半期連結会計期間末に比べ3億68百万円減の53百万円の損失、当四半

期純利益は前第１四半期連結会計期間末に比べ29百万円減の1億21百万円の損失となりました。 

なお、当社グループの業績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、売上は、連結会計年度における第１四半期並びに第３四半期が、第２四半 

期並びに第４四半期に比べて少なくなっております。 

  

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
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当第１四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27億83百万円減少し、279億63百万円となり

ました。流動資産は、前連結会計年度末に比べ24億39百万円減少し、200億2百万円となりました。その主な要因 

は、事業の特性として開発案件の検収が９月、及び３月に集中するため、前連結会計年度末の受取手形及び売掛金 

の回収により32億80百万円減少し、ソフトウェア開発の仕掛品が8億48百万円増加したことによります。固定資産 

は、前連結会計年度末に比べ3億43百万円減少し、79億60百万円になりました。その主な要因は、連結子会社におい

て保険積立金を取り崩したことにより1億81百万円減少したこと及び繰延税金資産が1億97百万円減少したことによ 

るものです。 

当第１四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13億62百万円減少し、110億55百万円とな 

りました。流動負債は、前連結会計年度末に比べ13億4百万円減少し、66億91百万円となりました。その主な要因 

は、賞与支給により賞与引当金が11億56百万円減少したことによるものです。固定負債は、前連結会計年度末に比 

べ57百万円減少し、43億64百万円となりました。その主な要因は、長期借入金が2億51百万円減少したことと、退 

職給付引当金が2億84百万円増加したこと及び一年超のリース債務が51百万円減少したことによるものです。  

当第１四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14億21百万円減少し、169億8百万円と 

なりました。その主な要因は、配当金の支払い等により利益剰余金が7億16百万円減少したこと及び自己株式の買 

付けを行ったことにより5億33百万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58.0％から、59.5％となりました。 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は88億66百万円となり、前連結会計年度末と 

比較して1億4百万円減少いたしました。当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれ 

らの要因は次の通りです。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第１四半期連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、12億24百万円の収入となりまし 

た。その主な要因は、売上債権の減少額32億80百万円による資金の増加と、賞与の支給による賞与引当金の減少 

11億56百万円及びたな卸資産の増加額8億51百万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） 

当第１四半期連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、37百万円の収入となりました。そ 

の主な要因は、保険積立金の解約3億89百万円による資金の増加と、子会社株式の追加取得2億34百万円及び無形 

固定資産の取得87百万円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） 

当第１四半期連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、13億71百万円の支出となりまし 

た。その主な要因は、長期借入金の返済2億51百万円、自己株式の取得5億33百万円及び配当金の支払5億96百万円

による資金の減少であります。 

  

平成21年５月12日に公表致しました平成22年３月期の連結業績予想につきましては、自己株式数の変動に伴い１

株当たり当期純利益につき変更しておりますが、その他の業績予想数値は変更ありません。 

当第１四半期連結会計期間の業績は当初予定の通りに推移しております。 

※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。 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報

３．連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。  

  

・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１四半期連結会計 

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。  

・会計処理基準に関する事項の変更 

  受注制作のソフトウェアに係る収益の計上基準については、従来、完成基準を適用しておりましたが、 

「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基 

準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を当第１四半期連結会計期間より適用 

し、当第１四半期連結会計期間に着手したソフトウェア開発契約から、当第１四半期連結会計期間末までの 

進捗部分について成果の確実性が認められるものについては進行基準（進捗率の見積りは原価比例法）を、 

その他のものについては完成基準を適用しております。  

これによる、当第１四半期連結累計期間における損益に与える影響はありません。 

  

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）

（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

（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
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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１四半期連結会計期間末 
(平成21年６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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 9,133,165 9,230,561 

受取手形及び売掛金 6,315,356 9,596,134 

商品及び製品 4,971 2,498 

仕掛品 2,030,963 1,182,313 

原材料及び貯蔵品 7,654 6,858 

繰延税金資産 1,223,268 947,035 

その他 1,303,686 1,500,920 

貸倒引当金 △16,232 △23,607 

流動資産合計 20,002,834 22,442,716 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 801,777 797,929 

減価償却累計額 △183,469 △176,657 

建物及び構築物（純額） 618,307 621,272 

土地 952,754 952,754 

リース資産 1,259,818 1,331,686 

減価償却累計額 △379,209 △408,200 

リース資産（純額） 880,609 923,486 

その他 305,207 310,949 

減価償却累計額 △198,506 △203,630 

その他（純額） 106,701 107,318 

有形固定資産合計 2,558,373 2,604,832 

無形固定資産   

のれん 208,691 221,444 

その他 571,382 528,266 

無形固定資産合計 780,074 749,711 

投資その他の資産   

投資有価証券 2,029,424 1,985,566 

敷金及び保証金 1,223,082 1,213,985 

繰延税金資産 944,266 1,141,732 

その他 537,202 720,497 

貸倒引当金 △111,429 △111,748 

投資その他の資産合計 4,622,547 4,950,034 

固定資産合計 7,960,994 8,304,577 

資産合計 27,963,828 30,747,294 
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末 
(平成21年６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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,500,442 2,021,747 

短期借入金 320,000 204,900 

1年内返済予定の長期借入金 1,004,400 1,004,400 

リース債務 379,233 386,494 

未払法人税等 78,130 167,073 

賞与引当金 557,692 1,713,961 

役員賞与引当金 1,125 10,500 

受注損失引当金 80,800 176,569 

その他 2,769,890 2,310,520 

流動負債合計 6,691,714 7,996,168 

固定負債   

長期借入金 1,494,726 1,745,863 

リース債務 641,126 692,724 

繰延税金負債 4,888 4,888 

退職給付引当金 1,610,802 1,326,724 

役員退職慰労引当金 261,561 272,679 

その他 350,900 379,093 

固定負債合計 4,364,005 4,421,972 

負債合計 11,055,719 12,418,141 

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 6,648,786 7,365,539 

自己株式 △2,031,208 △1,498,190 

株主資本合計 16,533,975 17,783,746 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 109,661 54,583 

為替換算調整勘定 △11,115 △12,579 

評価・換算差額等合計 98,545 42,004 

少数株主持分 275,588 503,402 

純資産合計 16,908,109 18,329,152 

負債純資産合計 27,963,828 30,747,294 
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年６月30日) 

売上高 12,947,144 11,316,378 

売上原価 10,679,262 9,567,277 

売上総利益 2,267,882 1,749,101 

販売費及び一般管理費 1,952,567 1,802,771 

営業利益又は営業損失（△） 315,315 △53,670 

営業外収益   

受取利息 － 972 

受取配当金 19,680 16,260 

為替差益 7,445 － 

助成金収入 － 3,671 

負ののれん償却額 － 7,524 

雑収入 3,051 4,667 

その他 9,050 4,490 

営業外収益合計 39,228 37,586 

営業外費用   

支払利息 － 19,408 

為替差損 － 9,568 

持分法による投資損失 44,478 38,478 

コミットメントフィー 28,876 21,456 

その他 17,213 1,781 

営業外費用合計 90,568 90,694 

経常利益又は経常損失（△） 263,976 △106,778 

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 5,370 

役員退職慰労引当金戻入額 2,200 － 

保険解約返戻金 － 200,112 

賞与引当金戻入額 677 8,202 

その他 476 13,601 

特別利益合計 3,353 227,285 

特別損失   

固定資産除却損 － 3,166 

投資有価証券評価損 140,851 － 

退職給付引当金繰入額 － 275,423 

リース会計基準の適用に伴う影響額 44,085 － 

その他 8,751 10,867 

特別損失合計 193,689 289,457 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

73,641 △168,950 

法人税、住民税及び事業税 49,837 26,287 

法人税等調整額 116,023 △67,519 

法人税等合計 165,860 △41,232 

少数株主損失（△） △713 △6,502 

四半期純損失（△） △91,505 △121,215 
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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）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年６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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

73,641 △168,950 

減価償却費 180,662 144,998 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △101,935 284,077 

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,172,581 △1,156,269 

受注損失引当金の増減額（△は減少） △129,662 △95,769 

投資有価証券評価損益（△は益） 140,851 － 

売上債権の増減額（△は増加） 3,686,015 3,280,778 

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,036,468 △851,919 

未収入金の増減額（△は増加） － 266,857 

仕入債務の増減額（△は減少） △415,192 △521,305 

前受金の増減額（△は減少） 331,671 153,917 

その他営業活動に関する資産の増減額（△は増
加）

△177,710 － 

その他営業活動に関する負債の増減額（△は減
少） 

498,158 － 

未払消費税等の増減額（△は減少） △248,337 △186,494 

その他 107,050 176,993 

小計 736,163 1,326,915 

利息及び配当金の受取額 29,780 25,873 

利息の支払額 △24,335 △20,389 

法人税等の支払額 △1,771,141 △108,316 

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,029,533 1,224,083 

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 △267,761 △110,315 

定期預金の払戻による収入 243,387 103,536 

有形固定資産の取得による支出 △53,406 △4,925 

無形固定資産の取得による支出 △43,271 △87,180 

投資有価証券の取得による支出 △156,765 △40,764 

子会社株式の追加取得による支出 － △234,927 

保険積立金の解約による収入 － 389,678 

その他 △7,287 22,145 

投資活動によるキャッシュ・フロー △285,104 37,247 

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） 4,065,100 115,100 

長期借入金の返済による支出 △1,456,341 △251,136 

リース債務の返済による支出 △128,231 △102,989 

自己株式の取得による支出 － △533,018 

配当金の支払額 △617,957 △596,976 

その他 9,187 △2,800 

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,871,756 △1,371,821 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △10,866 6,316 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 546,251 △104,174 

現金及び現金同等物の期首残高 6,287,898 8,970,577 

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,834,150 8,866,402 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　    ソラン株式会社（9750）　平成22年3月期　第1四半期決算短信

-9-



 該当事項はありません。 

  

前第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） 

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

  

前第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）及び当第１四半期連結累計期間（自

平成21年４月１日 至平成21年６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。 

  

前第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）及び当第１四半期連結累計期間（自

平成21年４月１日 至平成21年６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。 

 該当事項はありません。 

   

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

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 
 9,277,944  2,691,446  554,612  293,921  129,219  12,947,144  －  12,947,144

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高 
 103,124  10,758  54,984  5,804  108,695  283,366 (283,366)  －

計  9,381,069  2,702,204  609,596  299,725  237,915  13,230,511 (283,366)  12,947,144

営業利益  1,022,300  188,279  20,982  46,498  19,397  1,297,457 (982,141)  315,315

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 
 8,273,211  2,311,022  387,253  228,508  116,383  11,316,378  －  11,316,378

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高 
 49,869  12,387  32,458  5,549  124,421  224,686 (224,686)  －

計  8,323,081  2,323,409  419,712  234,058  240,804  11,541,065 (224,686)  11,316,378

営業利益又は 

営業損失（△） 
 694,903  112,699  △16,249  26,630  24,759  842,744 (896,414)  △53,670

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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