
平成22年3月期 第1四半期決算短信 

平成21年8月4日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 ソレキア株式会社 上場取引所 JQ 
コード番号 9867 URL http://www.solekia.com/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 小林 義和
問合せ先責任者 （役職名） 経理部長 （氏名） 宮崎 雅司 TEL 03-3732-1132
四半期報告書提出予定日 平成21年8月13日
配当支払開始予定日 ―

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 4,182 △21.4 △237 ― △234 ― △120 ―
21年3月期第1四半期 5,321 ― △66 ― △67 ― △43 ―

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 △12.71 ―
21年3月期第1四半期 △4.49 ―

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 10,900 5,686 52.2 601.56
21年3月期 11,979 5,821 48.6 615.82

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  5,686百万円 21年3月期  5,821百万円

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 ― ― ― 5.00 5.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
― ― 5.00 5.00

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

10,000 △16.4 120 △63.0 120 △63.4 50 △69.8 5.21

通期 20,900 △9.5 390 △11.6 390 △11.8 200 △39.9 20.84
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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）  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 
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、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。 

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 10,169,610株 21年3月期  10,169,610株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  716,978株 21年3月期  715,718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  9,453,287株 21年3月期第1四半期  9,670,118株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、前四半期に比べ生産活動の一部に下げ止まりの兆しが見られたもの

の、昨年からの世界的な景気後退局面に伴う企業業績の悪化から企業の設備投資の抑制傾向が続いており、当社グループ

を取り巻く経営環境は依然として厳しい状況が続きました。 

このような経営環境の中で、当社グループの当第１四半期連結累計期間の売上高は、システムソリューションの売上は

増加しましたが、コンポーネント、パソコン・サーバーの売上減ならびにフィールドサービスの減により、41億82百万円

（前年同期比21.4％減）となりました。損益面につきましては、売上高の大幅な減少により営業損失は２億37百万円（前

年同四半期は66百万円の損失）となり、経常損失は２億34百万円（前年同四半期は67百万円の損失）、四半期純損失は１

億20百万円（前年同四半期は43百万円の損失）となりました。 

  

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、109億円となり、前期末比10億79百万円減少いたしました。流動資産は、前

期末比11億５百万円減少し、81億58百万円となりました。その主な要因は、現金及び預金が増加した一方、受取手形及び

売掛金、たな卸資産が減少したことによるものです。固定資産は、前期末比26百万円増加し、27億41百万円となりまし

た。その主な要因は、投資有価証券が市場価格の上昇により増加したことによるものであります。 

負債合計は、52億13百万円となり、前期末比9億43百万円減少いたしました。流動負債は、前期末比９億41百万円減少

し、34億59百万円となりました。その主な要因は、支払手形及び買掛金、賞与引当金が減少したことによるものです。固

定負債は、前期末比２百万円減少し、17億54百万円となりました。その主な要因は、退職給付引当金が減少したことによ

るものであります。 

純資産は、56億86百万円となり、前期末比１億35百万円減少いたしました。その主な要因は、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）  

当第１四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は（以下資金という。）は、前連結会計年度末に比べ９億62

百万円増加して38億７百万円となりました。 

営業活動の結果増加した資金は10億32百万円となりました。これは主に、売上債権の減少19億39百万円やたな卸資産の

減少２億24百万円による資金の増加の一方、仕入債務の減少８億10百万円や賞与引当金の減少２億76百万円などによる資

金の減少があったことによるものであります。 

投資活動の結果増加した資金は８百万円となりました。これは主に、敷金及び保証金の回収による収入23百万円による

資金の増加の一方、有形固定資産の取得による支出12百万円による資金の減少があったことによるものであります。 

財務活動の結果減少した資金は81百万円となりました。これは主に、短期借入金の純増加額１億円による資金の増加の

一方、長期借入金の返済による支出１億34百万円や配当金の支払額47百万円による資金の減少があったことによるもので

あります。 

  

国内景気の先行きの不透明感は依然として根強くありますが、当第１四半期連結累計期間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18日の決算発表時に公表した予想から変更は

ありません。 

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通しの検討・実施を行ってまい

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

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。   

  

① 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。 

  

① 会計処理基準に関する事項の変更  

当第１四半期連結会計期間より、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、工事完成

基準を適用しておりましたが、当第１連結会計期間より、「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）が適用されたことに伴い、当第１四半期連結会計期間に着手した請負契約から、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場合については工事進行基準（工事の進捗率の見積り

は原価比例法）を、その他の場合については工事完成基準を適用しております。 

これによる売上高、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に与える影響は軽微であります。 

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 3,807,991 2,845,411

受取手形及び売掛金 3,226,128 5,165,731

商品 455,749 764,533

仕掛品 263,783 179,727

その他 413,448 323,369

貸倒引当金 △8,620 △14,684

流動資産合計 8,158,480 9,264,087

固定資産   

有形固定資産 855,858 861,844

無形固定資産 28,467 29,269

投資その他の資産   

投資有価証券 377,038 321,456

敷金及び保証金 784,605 807,474

繰延税金資産 648,158 647,279

その他 48,358 48,589

貸倒引当金 △827 △741

投資その他の資産合計 1,857,332 1,824,058

固定資産合計 2,741,659 2,715,172

資産合計 10,900,139 11,979,260

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,467,326 2,277,709

短期借入金 1,114,500 1,148,500

未払法人税等 90 354

賞与引当金 124,324 400,745

役員賞与引当金 － 19,000

その他 752,778 553,761

流動負債合計 3,459,019 4,400,070

固定負債   

退職給付引当金 1,601,433 1,602,700

役員退職慰労引当金 138,363 139,529

その他 15,022 15,022

固定負債合計 1,754,819 1,757,252

負債合計 5,213,838 6,157,322
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,293,007 2,293,007

資本剰余金 2,359,610 2,359,610

利益剰余金 1,140,661 1,308,114

自己株式 △136,708 △136,541

株主資本合計 5,656,570 5,824,191

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 29,730 △2,253

評価・換算差額等合計 29,730 △2,253

純資産合計 5,686,300 5,821,937

負債純資産合計 10,900,139 11,979,260

－6－

ソレキア㈱（9867）平成22年度３月期第１四半期決算短信



（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 5,321,109 4,182,634

売上原価 4,545,231 3,593,711

売上総利益 775,878 588,923

販売費及び一般管理費 842,489 826,637

営業損失（△） △66,610 △237,714

営業外収益   

受取配当金 3,703 2,110

為替差益 － 3,200

その他 3,623 3,478

営業外収益合計 7,327 8,789

営業外費用   

支払利息 6,762 4,202

その他 1,803 954

営業外費用合計 8,565 5,156

経常損失（△） △67,848 △234,081

特別利益   

貸倒引当金戻入額 604 5,979

役員賞与引当金戻入額 940 －

特別利益合計 1,544 5,979

特別損失   

投資有価証券評価損 4,915 －

特別損失合計 4,915 －

税金等調整前四半期純損失（△） △71,219 △228,102

法人税、住民税及び事業税 7,070 7,090

法人税等調整額 △34,830 △115,008

法人税等合計 △27,760 △107,918

四半期純損失（△） △43,458 △120,184

－7－

ソレキア㈱（9867）平成22年度３月期第１四半期決算短信



（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損失（△） △71,219 △228,102

減価償却費 16,176 20,052

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5,673 △5,979

賞与引当金の増減額（△は減少） △285,100 △276,420

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △14,000 △19,000

受注損失引当金の増減額（△は減少） △15,727 －

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △413 △1,165

退職給付引当金の増減額（△は減少） △869 △1,267

受取利息及び受取配当金 △4,965 △2,546

支払利息 6,762 4,202

投資有価証券評価損益（△は益） 4,915 －

売上債権の増減額（△は増加） 3,049,518 1,939,501

たな卸資産の増減額（△は増加） △137,371 224,728

仕入債務の増減額（△は減少） △1,089,167 △810,382

未払消費税等の増減額（△は減少） △153,127 78,161

その他 253,289 139,037

小計 1,553,025 1,060,818

利息及び配当金の受取額 4,076 2,158

利息の支払額 △5,349 △4,009

法人税等の支払額 △273,444 △26,628

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,278,308 1,032,339

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 △16,651 △12,751

投資有価証券の取得による支出 △6,915 △1,736

敷金及び保証金の差入による支出 △165 △224

敷金及び保証金の回収による収入 2,971 23,516

その他 4,991 △181

投資活動によるキャッシュ・フロー △15,768 8,623

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） △600,000 100,000

長期借入金の返済による支出 △76,500 △134,000

自己株式の取得による支出 △8,547 △167

配当金の支払額 △58,218 △47,269

財務活動によるキャッシュ・フロー △743,266 △81,436

現金及び現金同等物に係る換算差額 135 3,054

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 519,408 962,580

現金及び現金同等物の期首残高 2,876,452 2,845,411

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,395,861 3,807,991
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 該当事項はありません。 

  

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) 

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。 

  

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) 

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。  

   

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) 

海外売上高は連結売上高の10％未満のため、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〕

〔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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(1) 生産、受注及び販売の状況 

①生産実績 

②受注の状況  

③販売の状況  

６．その他の情報

    
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） 

金額（千円） 金額（千円） 

システム 

 ソリューション 
システム・ソフト開発  646,179  625,636

フィールドサービス 電算機保守  1,075,861  905,083

合計  1,722,041  1,530,719

    
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） 

 金額（千円）
構成比
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％） 

コンポーネント・ 

デバイス・ 

ソリューション 

電子デバイス  960,989  16.0  719,237  16.6

半導体  427,243  7.2  287,548  6.7

電線及び加工品  127,603  2.1  14,963  0.3

部品販売手数料  1,625  0.0  －  －

  小計  1,517,462  25.3  1,021,749  23.6

ＩＣＴソリューション 
情報関連機器  2,057,986  34.4  1,467,987  34.0

電算機販売手数料  41,604  0.7  6,329  0.1

  小計  2,099,591  35.1  1,474,317  34.1

システム 

ソリューション 
システム・ソフト開発  1,072,771  17.9  828,484  19.2

フィールドサービス 電算機保守  1,298,802  21.7  1,000,175  23.1

合計  5,988,628  100.0  4,324,726  100.0

    
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） 

金額（千円）
構成比
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％） 

コンポーネント・ 

デバイス・ 

ソリューション 

電子デバイス  943,702  17.7  699,707  16.7

半導体  428,212  8.1  287,170  6.9

電線及び加工品  115,567  2.2  157,730  0.4

部品販売手数料  1,625  0.0  －  －

  小計  1,489,107  28.0  1,002,607  24.0

ＩＣＴソリューション 
情報関連機器  1,931,549  36.3  1,496,187  35.8

電算機販売手数料  22,469  0.4  6,329  0.1

  小計  1,954,018  36.7  1,502,517  35.9

システム 

 ソリューション 
システム・ソフト開発  582,905  11.0  680,339  16.3

フィールドサービス 電算機保守  1,295,076  24.3  997,170  23.8

合計  5,321,109  100.0  4,182,634  100.0
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