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1.  平成22年5月期第2四半期の業績（平成21年6月1日～平成21年11月30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 ％

22年5月期第2四半期 214 3.9 △38 ― △33 ― △35 ―

21年5月期第2四半期 206 ― △39 ― △36 ― △36 ―

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5月期第2四半期 △2,796.89 ―

21年5月期第2四半期 △2,859.54 ―

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5月期第2四半期 1,346 1,214 90.2 96,023.80
21年5月期 1,397 1,248 89.4 98,736.24

（参考） 自己資本   22年5月期第2四半期  1,214百万円 21年5月期  1,248百万円

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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年5月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年5月期 ― 0.00

22年5月期 
（予想）

― 0.00 0.00

3.  平成22年5月期の業績予想（平成21年6月1日～平成22年5月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 571 8.0 1 ― 6 ― 3 ― 271.99
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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  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。 

(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） 22年5月期第2四半期 12,824株 21年5月期  12,824株

② 期末自己株式数 22年5月期第2四半期  180株 21年5月期  180株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年5月期第2四半期 12,644株 21年5月期第2四半期 12,644株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

（将来に関する記述についてのご注意） 
 本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、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説を前提にしております。実際の業績は今後の様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。なお、
上記の予想の前提条件、その他関連する事項については、３ページ「定性的情報・財務諸表等」３．業績予想に関する定性的情報をご参照ください。 
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当第２四半期累計期間(平成21年６月１日～平成21年11月30日)におけるわが国経済は、昨年来の景況悪

化の傾向に下げ止まりの兆候がみられるものの、企業収益は厳しい局面を脱しておらず、雇用・所得環境

は悪化傾向であることから、依然として先行き不透明な状況が継続してしております。 

当社を取り巻く環境も、景況感の悪化から新規のIT投資が抑制される等、引き続き厳しい状況が続いて

おります。 

そのような情勢下において、当第２四半期累計期間の売上高については、GIS基本ソフトウェア

「GeoBase.NET」のライセンスが公共関連事業や電力会社の大型案件に採用されたことにより、前年同四

半期比3.9%増の214,053千円となりました。 

利益面では、受託開発においてデジタル地図等の仕入を伴ったため粗利益率が低くなる案件があったこ

とから、売上総利益は前年同四半期比21.8%減の62,166千円となりましたが、販売費及び一般管理費のコ

スト削減に努めたことや研究開発費が減少したことにより、営業損失38,072千円（前年同四半期は営業損

失39,715千円）、経常損失33,773千円（前年同四半期は経常損失36,068千円）、四半期純損失35,363千円

（前年同四半期は四半期純損失36,155千円）となりました。 

  

（当第２四半期会計期間末の資産、負債、純資産の状況） 

当第２四半期会計期間末における総資産は、1,346,252千円となり、前事業年度末と比較して50,966千

円の減少となりました。これは主に、長期預金の減少(50,000千円減)によるものであります。 

負債は、132,127千円となり、前事業年度末と比較して16,670千円減となりました。これは主に、買掛

金の減少(8,614千円減)及び未払金の減少（7,098千円減）によるものであります。 

純資産は、1,214,124千円となり、前事業年度末と比較して34,296千円の減少となりました。これは四

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。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

当第２四半期会計期間末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

46,112千円減少し、88,448千円となりました。 

・営業活動によるキャッシュ・フロー 

当第２四半期累計期間において営業活動の結果支出した資金は、50,600千円（前年同四半期比23,083千

円減）となりました。これは主に、税引前四半期純損失が35,363千円、仕入債務の減少額が8,614千円あ

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２四半期累計期間において投資活動の結果獲得した資金は、4,493千円（前年同四半期比144,352千

円減）となりました。これは主に、投資有価証券の取得による支出が60,472千円あった一方で、長期預金

の払戻による収入が50,000千円、投資有価証券の売却による収入が11,000千円、有価証券の償還による収

入が10,000千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２四半期累計期間において財務活動の結果支出した資金は、4千円（前年同四半期比179千円減）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。 

  

当第２四半期累計期間の業績につきましては、現在の受注状況を踏まえてほぼ期初の年度計画に沿った

推移をしており、発表日現在において、平成21年７月14日発表の通期の業績予想に変更はありません。 

  

・定性的情報・財務諸表等

1. 経営成績に関する定性的情報

2. 財政状態に関する定性的情報

3. 業績予想に関する定性的情報
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（税金費用の計算） 

当第２四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。 

  

（工事契約に関する会計基準の適用） 

受託開発に係る売上高については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、第１四半期会計期

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）により計上しており、当

第２四半期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

（工事の進捗度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。   

なお、上記会計基準及び適用指針の適用に伴う損益に与える影響はありません。 

  

(3)継続企業の前提に関する重要事象等 

当社は、当第２四半期累計期間において38,072千円の営業損失を計上し、前事業年度を含め過去３期

にわたり営業損失及びマイナスの営業キャッシュ・フローを計上しており、将来にわたって事業活動を

継続するとの前提に重要な疑義を生じさせる事象が存在しております。 

当社は、当事業年度における特に重要な経営課題として、①地方自治体の庁内業務向け地図情報配信

サービスの拡販、②当社製品の販売促進と製品を利用した受託開発案件の獲得、③外注費等の製造コス

トの削減の３項目を認識し、その対応策を含む事業計画を着実に遂行すべく事業活動を展開しておりま

す。今後も引き続きこれらの経営課題に取り組むことにより、営業利益及び当期純利益を計上し、当該

事象の解消を図る所存であります。 

  

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

(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
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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２四半期会計期間末 
(平成21年11月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 734,047 759,938

売掛金 109,758 105,151

有価証券 74,294 74,362

仕掛品 13,747 7,222

貯蔵品 3,000 3,276

未収還付法人税等 － 1,630

その他 13,362 12,720

貸倒引当金 △113 △105

流動資産合計 948,098 964,196

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,487 1,601

工具、器具及び備品（純額） 16,165 19,513

有形固定資産合計 17,653 21,114

無形固定資産   

ソフトウエア 8,066 10,636

ソフトウエア仮勘定 534 1,357

その他 272 303

無形固定資産合計 8,873 12,297

投資その他の資産   

投資有価証券 196,882 177,090

長期預金 100,000 150,000

繰延税金資産 8,566 9,231

その他 66,205 63,287

貸倒引当金 △28 －

投資その他の資産合計 371,626 399,609

固定資産合計 398,153 433,021

資産合計 1,346,252 1,397,218
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年11月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年５月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 29,093 37,707

繰延税金負債 12,092 12,026

賞与引当金 5,714 －

未払消費税等 1,972 1,841

未払法人税等 572 －

その他 26,410 40,320

流動負債合計 75,855 91,896

固定負債   

役員退職慰労引当金 － 54,707

長期未払金 54,707 －

その他 1,564 2,194

固定負債合計 56,271 56,901

負債合計 132,127 148,797

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 515,458 550,822

自己株式 △16,416 △16,416

株主資本合計 1,216,441 1,251,805

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △2,316 △3,384

評価・換算差額等合計 △2,316 △3,384

純資産合計 1,214,124 1,248,420

負債純資産合計 1,346,252 1,397,218
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(2)【四半期損益計算書】 
【第２四半期累計期間】 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成20年11月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成21年11月30日) 

売上高 206,078 214,053

売上原価 126,614 151,887

売上総利益 79,463 62,166

販売費及び一般管理費 119,179 100,238

営業損失（△） △39,715 △38,072

営業外収益   

受取利息 2,121 1,726

受取配当金 847 9

有価証券利息 852 1,423

助成金収入 － 1,780

その他 176 325

営業外収益合計 3,998 5,264

営業外費用   

投資事業組合運用損 350 933

貸倒引当金繰入額 － 31

営業外費用合計 350 965

経常損失（△） △36,068 △33,773

特別利益   

固定資産売却益 － 831

投資有価証券売却益 － 1,000

特別利益合計 － 1,831

特別損失   

固定資産売却損 61 －

社葬費用 － 3,421

特別損失合計 61 3,421

税引前四半期純損失（△） △36,129 △35,363

法人税等 26 －

四半期純損失（△） △36,155 △35,363
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成20年11月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成21年11月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純損失（△） △36,129 △35,363

減価償却費 8,469 9,542

固定資産売却損益（△は益） 61 △831

投資有価証券売却損益（△は益） － △1,000

貸倒引当金の増減額（△は減少） 202 36

受取利息及び受取配当金 △2,968 △1,735

有価証券利息 △852 △1,423

投資事業組合運用損益（△は益） 350 933

賞与引当金の増減額（△は減少） 5,132 5,714

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,712 －

売上債権の増減額（△は増加） △3,672 △4,607

たな卸資産の増減額（△は増加） △22,870 △6,250

仕入債務の増減額（△は減少） △19,910 △8,614

前払費用の増減額（△は増加） 777 155

未払金の増減額（△は減少） △1,849 △3,249

預り金の増減額（△は減少） △601 △1,155

未払消費税等の増減額（△は減少） △3,039 131

前受収益の増減額（△は減少） 5,162 △3,237

その他 5,199 △5,177

小計 △64,826 △56,130

利息及び配当金の受取額 3,640 3,344

法人税等の支払額 △12,629 △942

法人税等の還付額 129 3,128

営業活動によるキャッシュ・フロー △73,684 △50,600

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 40,000 －

長期預金の払戻による収入 100,000 50,000

投資有価証券の取得による支出 △20,000 △60,472

投資有価証券の売却による収入 41,250 11,000

有価証券の償還による収入 20,000 10,000

有形固定資産の取得による支出 △518 △4,464

無形固定資産の取得による支出 △3,705 △3,049

貸付けによる支出 △30,000 －

貸付金の回収による収入 － 119

出資金の分配による収入 893 495

その他 925 864

投資活動によるキャッシュ・フロー 148,845 4,493

8

株式会社ドーン（2303）　平成22年5月期　第2四半期決算短信（非連結）

8



（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成20年11月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成21年11月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △183 △4

財務活動によるキャッシュ・フロー △183 △4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 74,977 △46,112

現金及び現金同等物の期首残高 192,482 134,560

現金及び現金同等物の四半期末残高 267,459 88,448
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該当事項はありせん。 

  

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) 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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