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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 12,661 △26.0 △239 ― △237 ― △171 ―
21年3月期第3四半期 17,113 ― 311 ― 321 ― 131 ―

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3四半期 △18.13 ―
21年3月期第3四半期 13.66 ―

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3四半期 10,798 5,635 52.2 596.42
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3四半期  5,635百万円 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
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3月期 ― ― ― 5.00 5.00
22年3月期 ― ― ―
22年3月期 

（予想）
3.00 3.00

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 18,500 △19.9 △40 ― △40 ― △60 ― △6.35
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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3四半期 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3四半期  720,515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3四半期  9,451,780株 21年3月期第3四半期  9,632,533株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、輸出の回復や政府の景気刺激策に伴い緩やかな回復の動きがみ

られるものの、企業収益の低迷、低調な設備投資、深刻な雇用情勢、さらにデフレ傾向の長期化など、景気は低迷し

ており、当社グループを取り巻く経営環境は引き続き厳しい状況で推移しました。 

このような経営環境の中で、電子デバイス・半導体の売上の大幅な落ち込み、パソコンやＰＣサーバの売上減、ソ

フトウエア開発・サービスの回復の遅れや企業の経費削減からシステムソリューション、フィールドサービスの不振

により、当社グループの当第３四半期連結累計期間の売上高は、126億61百万円（前年同期比26.0％減）となりまし

た。損益面につきましては、外注費をはじめ各種経費の低減に努めましたが、営業損失２億39百万円（前年同期は３

億11百万円の利益）、経常損失は２億37百万円（前年同期は３億21百万円の利益）、四半期純損失は１億71百万円

（前年同期は１億31百万円の利益）となりました。 

  

  

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、107億98百万円となり、前連結会計年度末比11億80百万円減少いた

しました。流動資産は、前連結会計年度末比11億90百万円減少し、80億73百万円となりました。その主な要因は、現

金及び預金等が増加した一方、受取手形及び売掛金、商品が減少したことによるものであります。固定資産は、前連

結会計年度末比９百万円増加し、27億25百万円となりました。その主な要因は、投資有価証券が市場価格の上昇によ

り増加したものであります。 

負債合計は、51億63百万円となり、前連結会計年度末比９億93百万円減少いたしました。流動負債は、前連結会計

年度末比10億88百万円減少し、33億11百万円となりました。その主な要因は、支払手形及び買掛金、賞与引当金、短

期借入金が減少したことによるものであります。固定負債は、前連結会計年度末比94百万円増加し、18億52百万円と

なりました。その主な要因は、長期借入金が増加したことによるものであります。 

純資産は、56億35百万円となり、前連結会計年度末比１億86百万円減少いたしました。その主な要因は、評価・換

算差額等が増加した一方、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３四半期連結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、前連結会計年度末に比べ10億

57百万円増加し39億２百万円となりました。 

営業活動の結果増加した資金は11億97百万円となりました。その主な要因は、売上債権の減少額21億５百万円、た

な卸資産の減少額１億86百万円等により資金が増加した一方、税金等調整前四半期純損失２億58百万円、仕入債務の

減少額６億87百万円、賞与引当金の減少額２億97百万円等により資金が減少したことによるものであります。 

投資活動の結果減少した資金は25百万円となりました。その主な要因は、有形固定資産の取得による支出28百万円

により資金が減少し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１億16百万円となりました。その主な要因は、短期借入金の純増加額２億円、長期

借入れによる収入１億円により資金が増加した一方、長期借入金の返済による支出３億68百万円、配当金の支払額47

百万円等により資金が減少したことによるものであります。 

  

  

国内景気の急速な回復は見込めない状況にありますが、当社グループといたしましては積極的な受注活動に注力す

るとともに、業務プロセスの効率化、経費の削減に努め業績の改善を図っていく所存であります。平成22年３月期の

連結業績につきましては、平成21年11月11日の決算発表時に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりま

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 

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、第

１四半期連結会計期間より、「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、第１四半期連結会計期間に着手した請負契約から、当第３四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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 3,902,447 2,845,411

受取手形及び売掛金 3,060,539 5,165,731

商品 497,441 764,533

仕掛品 259,905 179,727

その他 362,034 323,369

貸倒引当金 △8,413 △14,684

流動資産合計 8,073,954 9,264,087

固定資産   

有形固定資産 827,864 861,844

無形固定資産 28,036 29,269

投資その他の資産   

投資有価証券 357,218 321,456

敷金及び保証金 818,806 807,474

繰延税金資産 645,808 647,279

その他 48,118 48,589

貸倒引当金 △831 △741

投資その他の資産合計 1,869,121 1,824,058

固定資産合計 2,725,022 2,715,172

資産合計 10,798,976 11,979,260

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,589,804 2,277,709

短期借入金 980,000 1,148,500

未払法人税等 13,978 354

賞与引当金 102,900 400,745

役員賞与引当金 － 19,000

その他 624,555 553,761

流動負債合計 3,311,238 4,400,070

固定負債   

長期借入金 100,000 －

退職給付引当金 1,598,701 1,602,700

役員退職慰労引当金 138,363 139,529

その他 15,025 15,022

固定負債合計 1,852,091 1,757,252

負債合計 5,163,329 6,157,322
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 1,089,521 1,308,114

自己株式 △137,266 △136,541

株主資本合計 5,604,872 5,824,191

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 30,774 △2,253

評価・換算差額等合計 30,774 △2,253

純資産合計 5,635,647 5,821,937

負債純資産合計 10,798,976 11,979,260

ソレキア㈱（9867）平成22年度３月期第３四半期決算短信

－6－



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 17,113,994 12,661,170

売上原価 14,269,843 10,519,115

売上総利益 2,844,151 2,142,055

販売費及び一般管理費 2,533,137 2,381,187

営業利益又は営業損失（△） 311,013 △239,131

営業外収益   

受取利息 7,994 3,140

受取配当金 6,395 3,605

受取手数料 － 3,768

その他 14,875 7,244

営業外収益合計 29,265 17,759

営業外費用   

支払利息 15,992 10,999

その他 3,056 4,708

営業外費用合計 19,049 15,708

経常利益又は経常損失（△） 321,229 △237,080

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 6,182

特別利益合計 － 6,182

特別損失   

固定資産除却損 14,934 －

減損損失 9,367 2,893

投資有価証券評価損 19,792 25,182

特別損失合計 44,094 28,076

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（△）

277,135 △258,975

法人税、住民税及び事業税 20,270 25,270

法人税等調整額 125,326 △112,921

法人税等合計 145,596 △87,651

四半期純利益又は四半期純損失（△） 131,538 △171,323
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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（△）

277,135 △258,975

減価償却費 56,937 63,070

減損損失 9,367 2,893

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4,872 △6,182

賞与引当金の増減額（△は減少） △287,066 △297,845

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △4,000 △19,000

受注損失引当金の増減額（△は減少） △19,110 －

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） △4,491 △3,998

受取利息及び受取配当金 △14,389 △6,746

支払利息 15,992 10,999

固定資産除却損 14,934 －

投資有価証券評価損益（△は益） 19,792 25,182

売上債権の増減額（△は増加） 2,958,722 2,105,090

たな卸資産の増減額（△は増加） △241,619 186,914

仕入債務の増減額（△は減少） △916,306 △687,904

未払消費税等の増減額（△は減少） △232,490 18,656

その他 185,572 64,646

小計 1,813,692 1,195,637

利息及び配当金の受取額 10,188 4,091

利息の支払額 △14,322 △9,056

法人税等の支払額 △397,224 6,614

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,412,334 1,197,286

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 △107,398 △28,263

投資有価証券の取得による支出 △10,640 △5,130

敷金及び保証金の差入による支出 △89,656 △15,416

敷金の回収による収入 7,878 25,456

その他 2,561 △2,455

投資活動によるキャッシュ・フロー △197,256 △25,810

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） △370,000 200,000

長期借入れによる収入 － 100,000

長期借入金の返済による支出 △404,500 △368,500

自己株式の取得による支出 △27,393 △724

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 △860,112 △116,494

現金及び現金同等物に係る換算差額 153 2,054

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 355,119 1,057,036

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 3,231,572 3,902,447
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 該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日)及び当第３四半期連結累計期間（自

平成21年４月１日 至平成21年12月31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。 

  

前第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日)及び当第３四半期連結累計期間（自

平成21年４月１日 至平成21年12月31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。 

  

前第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日)及び当第３四半期連結累計期間（自

平成21年４月１日 至平成21年12月31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３四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 

  至 平成20年12月31日）

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 

  至 平成21年12月31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  2,178,893  1,731,859

フィールドサービス 電算機保守  3,313,970  2,658,153

合計  5,492,863  4,390,013

    
前第３四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 

  至 平成20年12月31日） 

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 

  至 平成21年12月31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  2,788,691  15.9  1,948,091  14.7

半導体  1,035,924  5.9  667,296  5.0

電線及び加工品  342,258  2.0  48,951  0.4

部品販売手数料  3,605  0.0  －  －

  小計  4,170,480  23.8  2,664,339  20.1

ＩＣＴソリューション 
情報関連機器  5,935,245  33.9  5,011,283  37.8

電算機販売手数料  149,237  0.9  83,296  0.6

  小計  6,084,483  34.8  5,094,579  38.4

システム 

ソリューション 
システム・ソフト開発  3,195,012  18.3  2,465,883  18.6

フィールドサービス 電算機保守  4,037,486  23.1  3,038,348  22.9

合計  17,487,461  100.0  13,263,151  100.0

    
前第３四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 

  至 平成20年12月31日） 

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 

  至 平成21年12月31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  2,880,898  16.9  1,872,279  14.8

半導体  1,295,716  7.6  612,873  4.8

電線及び加工品  347,278  2.0  43,958  0.3

部品販売手数料  3,605  0.0  －  －

  小計  4,527,499  26.5  2,529,111  19.9

ＩＣＴソリューション 
情報関連機器  5,894,934  34.4  4,807,706  38.0

電算機販売手数料  149,930  0.9  83,296  0.7

  小計  6,044,864  35.3  4,891,002  38.7

システム 

 ソリューション 
システム・ソフト開発  2,504,491  14.6  2,203,717  17.4

フィールドサービス 電算機保守  4,037,138  23.6  3,037,339  24.0

合計  17,113,994  100.0  12,661,170  100.0
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