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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 32,950 △25.5 86 △93.6 △65 ― △229 ―

21年3月期第3四半期 44,215 ― 1,364 ― 1,245 ― 385 ―

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 △8.76 ―

21年3月期第3四半期 13.81 ―

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 27,063 16,837 61.0 632.99
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3四半期  16,500百万円 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

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 ― 0.00 ― 22.00 22.00
22年3月期 ― 0.00 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 0.00

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  有  
 

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 46,300 △24.6 1,300 △60.0 1,070 △66.3 500 △73.5 19.08
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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、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22年３月期の業績予想につきましては、平成21年10月26日に公表致しました通期の連結業績予想を修正しております。 
   詳しくは、平成22年２月９日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
（２） 平成21年５月12日に公表致しました配当予想を修正しております。 
   詳しくは、平成21年11月10日公表の「平成22年３月期配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
（３）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５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 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3四半期 3,329,888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3四半期 26,241,879株 21年3月期第3四半期 27,894,430株
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 当第３四半期（平成21年10月１日から平成21年12月31日まで）連結会計期間におけるわが国の経済は、内外の在

庫調整の進捗や海外経済の持ち直し、とりわけ新興国の回復などを背景に、輸出・生産は大きく増加しており、輸

出関連企業を中心に景況感に回復が感じられます。 

 しかしながら、厳しい収益環境などを背景に各社の設備投資やソフトウエア投資額は依然として大幅な減少傾向

にあります。 

 情報サービス業については、市場全体としてはクラウド・コンピューティング（注１）という言葉に象徴される

ようにＩＴ環境の大きな転換期を迎えており、お客様のシステム投資への関心が情報システムの整備からアウトソ

ーシングやＸａａＳ（注２）を活用した情報通信システムの効率的な利用・運用へと、大きく変化しています。 

  そのような環境の中、当社は、「規模の拡大と相乗効果による進化の追求」を目的として、ＩＴホールディング

ス株式会社との経営統合を行うことにしました。この統合を通じて、短期的には相互補完とリスク分散の効果を、

また中期的には両社の持つ技術・ノウハウの相乗効果及び企業規模のメリットを享受することができると考えま

す。 

 期初に策定した当社グループの方針につきましては、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。 

  

 （注１）インターネット上の“どこか”にあるハードウェアリソース、ソフトウェアリソース、データリソースをユ

ーザーがその所在や内部構造を意識することなく利用できる環境、ないしその利用スタイルをクラウド・コ

ンピューティングといいます。 

  （注２）ＸａａＳ とは、ＳａａＳ（ソフトウェア・アズ・ア・サービス）、ＰａａＳ（プラットフォーム・アズ・

ア・サービス）、ＩａａＳ（インフラストラクチャ・アズ・ア・サービス）、ＨａａＳ（ハードウェア・ア

ズ・ア・サービス）等の総称で、様々なＩＴリソースをオンデマンド形式で提供するサービスのことをいい

ます。  

  

 以上の結果、当第３四半期連結会計期間の売上高は、前第３四半期連結会計期間に比べ32億13百万円減の100億34

百万円となりました。当社グループの当第３四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、平成22年３月期 第１四半期（平成21年４月１日～平成21年６月30日）に係る連結経営成績に関する定性的

情報については、平成22年度３月期 第１四半期決算短信（平成21年７月31日開示）を、平成22年３月期 第２四半

期（平成21年７月１日～平成21年９月30日）に係る連結経営成績に関する定性的情報については、平成22年度３月

期 第２四半期決算短信（平成21年10月30日開示）をそれぞれご参照ください。 

  

（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、前連結会計年度からの経済環境の悪化を受け、エンドユーザーのＩＴ

投資抑制及び費用削減が依然継続していることにより、売上高は前第３四半期連結会計期間に比べ27億2百万円減

の70億74百万円となりました。 

  

（情報処理サ－ビス）  

 情報処理サービス事業におきましては、前第３四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３四半期連結会計期間は減少したため、売上高は前第３四半期連結会計期間に比べ3億51百万円減の23億17百

万円となりました。 

  

（システム関連サ－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３四半期連結会計期間に発生したインフラ構築

及びセキュリティ関連の案件が減少したため、売上高は前第３四半期連結会計期間に比べ30百万円減の4億15百万

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３四半期連結会計期間に発生した工事業及び金融業向けの機器販売が

減少したため、売上高は前第３四半期連結会計期間に比べ1億5百万円減の1億22百万円となりました。 

  

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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（その他の事業） 

 その他の事業におきましては、売上高は前第３四半期連結会計期間に比べ23百万円減の1億4百万円となりまし

た。 

  

 利益面につきましては、内製化の推進による外注費の削減及び経費削減施策を実施し、利益確保に努めてまいり

ましたが、営業損失が前第３四半期連結会計期間に比べ6億93百万円増の5億20百万円、当四半期純損失は前第３四

半期連結会計期間に比べ3億63百万円増の5億3百万円となりました。 

  

 当第３四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36億84百万円減少し、270億63百万円となり

ました。流動資産は、前連結会計年度末に比べ33億84百万円減少し、190億58百万円となりました。その主な要因

は、現金及び預金が7億72百万円減少したこと、受取手形及び売掛金が37億54百万円減少したこと、未収入金が7億

64百万円減少したこと、及び仕掛品が16億11百万円増加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2億99百万円減少し、80億5百万円になりました。その主な要因は、有形リース資産が1億6百万円減少したこ

と、ソフトウェアが3億50百万円増加したこと、長期貸付金が1億9百万円減少したこと、保険積立金が2億13百万円

減少したこと、及び繰延税金資産が2億46百万円減少したことによるものです。 

 当第３四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21億92百万円減少し、102億25百万円となり

ました。流動負債は、前連結会計年度末に比べ15億46百万円減少し、64億49百万円となりました。主な要因は、支

払手形及び買掛金が8億21百万円減少したこと、賞与引当金が12億65百万円減少したこと、及び受注損失引当金が3

億31百万円増加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6億46百万円減少し、37億75百万円

となりました。その主な要因は、長期借入金が7億53百万円減少したことによるものです。 

 当第３四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14億91百万円減少し、168億37百万円と

なりました。この主な要因は、利益剰余金が8億25百万円減少したこと、自己株式が5億34百万円増加したこと、及

び少数株主持分が1億65百万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、61.0％となりました。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第３四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7億6百万円減少し 

82億64百万円となりました。 

 当第３四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、15億92百万円の収入となりました。この主な要因は、売上債権の減少額

37億54百万円、法人税等の還付による収入5億75百万円による資金の増加と、賞与引当金の減少額12億65百万円、

たな卸資産の増加16億13百万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、1億17百万円の支出となりました。この主な要因は、保険積立金の解約

による4億60百万円、投資有価証券の売却による36百万円の収入と、投資有価証券の取得による1億71百万円、無形

固定資産の取得による4億47百万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、21億81百万円の支出となりました。この主な要因は、長期借入金の返済

7億53百万円、配当金の支払5億94百万円、及び自己株式の取得5億34百万円、並びにリース債務の返済3億6百万円

の支出による資金の減少であります。 

２．連結財政状態に関する定性的情報
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 平成22年３月期の業績予想につきましては、平成21年10月26日に公表致しました通期の連結業績予想を修正して

おります。詳しくは、平成22年２月９日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

※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おります。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。  

  

該当事項はありません。  

  

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３四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。 

 なお、この場合の法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

  

・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）を第１四半期連結会計期間より適用し、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。 

 この変更により、当第３四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。  

３．連結業績予想に関する定性的情報

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 8,457,909 9,230,561 

受取手形及び売掛金 5,841,559 9,596,134 

商品及び製品 3,502 2,498 

仕掛品 2,794,012 1,182,313 

原材料及び貯蔵品 7,711 6,858 

繰延税金資産 1,179,838 947,035 

その他 789,243 1,500,920 

貸倒引当金 △15,762 △23,607 

流動資産合計 19,058,014 22,442,716 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 803,214 797,929 

減価償却累計額 △200,001 △176,657 

建物及び構築物（純額） 603,212 621,272 

土地 952,754 952,754 

リース資産 1,308,190 1,331,686 

減価償却累計額 △490,779 △408,200 

リース資産（純額） 817,411 923,486 

その他 264,608 310,949 

減価償却累計額 △161,557 △203,630 

その他（純額） 103,051 107,318 

有形固定資産合計 2,476,429 2,604,832 

無形固定資産   

のれん 170,989 221,444 

その他 853,398 528,266 

無形固定資産合計 1,024,388 749,711 

投資その他の資産   

投資有価証券 2,126,427 1,985,566 

敷金及び保証金 1,199,949 1,213,985 

繰延税金資産 895,222 1,141,732 

その他 384,219 720,497 

貸倒引当金 △101,556 △111,748 

投資その他の資産合計 4,504,262 4,950,034 

固定資産合計 8,005,080 8,304,577 

資産合計 27,063,094 30,747,294 
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,199,805 2,021,747 

短期借入金 241,508 204,900 

1年内返済予定の長期借入金 1,004,400 1,004,400 

未払法人税等 33,635 167,073 

賞与引当金 447,967 1,713,961 

役員賞与引当金 1,500 10,500 

受注損失引当金 507,796 176,569 

その他 3,013,350 2,697,014 

流動負債合計 6,449,962 7,996,168 

固定負債   

長期借入金 992,141 1,745,863 

繰延税金負債 3,988 4,888 

退職給付引当金 1,596,365 1,326,724 

役員退職慰労引当金 256,060 272,679 

その他 926,668 1,071,817 

固定負債合計 3,775,223 4,421,972 

負債合計 10,225,186 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 6,540,052 7,365,539 

自己株式 △2,033,094 △1,498,190 

株主資本合計 16,423,354 17,783,746 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 87,668 54,583 

為替換算調整勘定 △10,762 △12,579 

評価・換算差額等合計 76,906 42,004 

少数株主持分 337,647 503,402 

純資産合計 16,837,908 18,329,152 

負債純資産合計 27,063,094 30,747,294 
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（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 44,215,430 32,950,833 

売上原価 37,267,815 27,670,735 

売上総利益 6,947,615 5,280,097 

販売費及び一般管理費 5,583,169 5,193,192 

営業利益 1,364,445 86,905 

営業外収益   

受取配当金 35,494 30,524 

保険返戻金 69,061 － 

その他 37,688 85,020 

営業外収益合計 142,243 115,544 

営業外費用   

支払利息 42,375 54,657 

持分法による投資損失 119,094 － 

コミットメントフィー 35,578 － 

公開買付対応費用 － 129,500 

その他 63,845 83,815 

営業外費用合計 260,893 267,972 

経常利益又は経常損失（△） 1,245,796 △65,522 

特別利益   

投資損失引当金戻入額 35,000 － 

事業譲渡益 35,000 － 

保険解約返戻金 － 200,112 

その他 9,654 76,549 

特別利益合計 79,654 276,662 

特別損失   

投資有価証券評価損 417,046 － 

退職給付引当金繰入額 － 302,073 

その他 85,685 44,666 

特別損失合計 502,731 346,740 

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（△）

822,718 △135,600 

法人税、住民税及び事業税 249,053 98,143 

法人税等調整額 167,325 11,664 

法人税等合計 416,378 109,807 

少数株主利益又は少数株主損失（△） 21,118 △15,458 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 385,221 △229,949 
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 

 至 平成21年12月31日) 

売上高 13,247,264 10,034,082 

売上原価 11,283,420 8,874,500 

売上総利益 1,963,843 1,159,582 

販売費及び一般管理費 1,791,071 1,680,497 

営業利益又は営業損失（△） 172,771 △520,915 

営業外収益   

受取配当金 15,026 14,034 

保険返戻金 67,172 － 

その他 21,436 24,265 

営業外収益合計 103,635 38,299 

営業外費用   

支払利息 14,736 － 

持分法による投資損失 97,774 － 

コミットメントフィー 3,627 － 

公開買付対応費用 － 129,500 

その他 33,841 49,775 

営業外費用合計 149,979 179,275 

経常利益又は経常損失（△） 126,427 △661,890 

特別利益   

貸倒引当金戻入額 2,580 － 

賞与引当金戻入額 2,251 － 

子会社株式売却益 2,946 － 

退職給付引当金戻入額 － 41,507 

その他 － 4,867 

特別利益合計 7,778 46,374 

特別損失   

減損損失 － 14,683 

投資有価証券評価損 216,673 4,800 

その他 2,653 6 

特別損失合計 219,326 19,489 

税金等調整前四半期純損失（△） △85,121 △635,005 

法人税、住民税及び事業税 114,332 12,444 

法人税等調整額 △63,213 △134,677 

法人税等合計 51,118 △122,233 

少数株主利益又は少数株主損失（△） 4,311 △9,043 

四半期純損失（△） △140,551 △503,728 
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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（△）

822,718 △135,600 

減価償却費 567,958 440,060 

退職給付引当金の増減額（△は減少） － 269,640 

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,272,296 △1,265,994 

受注損失引当金の増減額（△は減少） － 331,226 

投資有価証券評価損益（△は益） 417,046 － 

売上債権の増減額（△は増加） 4,190,974 3,754,575 

たな卸資産の増減額（△は増加） － △1,613,556 

未収入金の増減額（△は増加） － 218,833 

仕入債務の増減額（△は減少） △932,557 △821,942 

前受金の増減額（△は減少） － 425,144 

未払消費税等の増減額（△は減少） △221,529 △279,152 

その他 459,932 △19,084 

小計 4,032,250 1,304,149 

利息及び配当金の受取額 50,774 42,359 

利息の支払額 △80,188 △54,106 

法人税等の支払額 △2,607,976 △275,197 

法人税等の還付額 － 575,305 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,394,859 1,592,509 

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 △175,654 △160,923 

定期預金の払戻による収入 177,220 227,070 

投資有価証券の取得による支出 △217,965 △171,964 

子会社株式の追加取得による支出 － △234,927 

有形固定資産の取得による支出 △65,724 △27,170 

無形固定資産の取得による支出 △132,300 △447,710 

保険積立金の積立による支出 △38,436 △23,319 

保険積立金の解約による収入 92,663 460,349 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出

△22,551 － 

貸付金の回収による収入 － 116,829 

その他 38,433 144,460 

投資活動によるキャッシュ・フロー △344,315 △117,305 
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（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) 

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） 46,600 36,600 

長期借入れによる収入 3,000,000 － 

長期借入金の返済による支出 △1,901,747 △753,722 

リース債務の返済による支出 △397,030 △306,679 

公開買付けの対応による支出 － △25,025 

自己株式の取得による支出 △561,482 △534,904 

配当金の支払額 △615,445 △594,946 

その他 9,429 △2,800 

財務活動によるキャッシュ・フロー △419,675 △2,181,477 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △838 △231 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 630,030 △706,505 

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 6,917,929 8,264,071 

ソラン株式会社（9750）  平成22年3月期  第3四半期決算短信

‐11‐



 該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結会計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日） 

（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 
 9,776,626  2,669,429  445,348  228,030  127,829  13,247,264  －  13,247,264

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高 
 57,685  10,758  8,139  7,702  118,747  203,033 (203,033)  －

計  9,834,311  2,680,188  453,488  235,732  246,577  13,450,298 (203,033)  13,247,264

営業利益  604,947  255,852  188,527  21,000  17,277  1,087,606 (914,834)  172,771

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 
 7,074,254  2,317,974  415,204  122,077  104,572  10,034,082  －  10,034,082

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高 
 56,313  26,335  25,567  12,640  110,561  231,418 (231,418)  －

計  7,130,567  2,344,310  440,771  134,717  215,134  10,265,500 (231,418)  10,034,082

営業利益又は 

営業損失（△）  
 138,871  172,327  △12,730  18,094  19,699  336,261 (857,176)  △520,915
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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） 

   

前第３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日 至平成20年12月31日）及び当第３四半期連結会計期間（自

平成21年10月１日 至平成21年12月31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） 

 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３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日 至平成20年12月31日）及び当第３四半期連結会計期間（自

平成21年10月１日 至平成21年12月31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。 

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。 

  

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 
 33,111,516  8,154,294  1,637,692  948,594  363,332  44,215,430  －  44,215,430

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高 
 180,580  41,607  87,734  19,082  370,609  699,615 (699,615)  －

計  33,292,096  8,195,901  1,725,427  967,677  733,942  44,915,046 (699,615)  44,215,430

営業利益  2,876,983  823,959  339,612  122,583  67,761  4,230,900 (2,866,454)  1,364,445

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 
 23,822,516  6,912,673  1,322,767  552,996  339,878  32,950,833  －  32,950,833

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高 
 160,160  46,750  85,772  24,488  364,973  682,146 (682,146)  －

計  23,982,677  6,959,424  1,408,540  577,485  704,852  33,632,979 (682,146)  32,950,833

営業利益  1,926,559  511,219  65,831  90,272  74,942  2,668,825 (2,581,919)  86,905

〔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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  （ＩＴホールディングス株式会社との株式交換契約の締結について） 

当社及びＩＴホールディングス株式会社（以下「ＩＴホールディングス」といいます。）は、平成22年１月12日開

催の両社取締役会において、ＩＴホールディングスを完全親会社、当社を完全子会社とする株式交換契約（以下「本

株式交換」といいます。）を実施することを決議し、同日付で株式交換契約を締結いたしました。当社が発行する株

式は平成22年３月29日に上場廃止となる予定です。  

１．株式交換の目的 

ＩＴホールディングスは、平成21年11月10日付の「ソラン株式会社株式に対する公開買付けの開始に関する 

お知らせ」（以下「公開買付けの開始に関するお知らせ」といいます。）の「１．買付け等の目的等」でご案 

内いたしましたとおり、当社の完全子会社化を目指して、平成21年11月13日から平成21年12月15日まで、当社 

の全株式（ただし、当社が所有する自己株式を除きます。）を対象とする公開買付け（以下「本公開買付け」 

といいます。）を実施いたしました。その結果、本日現在、ＩＴホールディングスは当社株式23,863,314株 

（当社の発行済株式数に占める所有割合で81.18％、議決権比率で91.54％（注）。なお、いずれも小数点以下 

第三位を四捨五入しております。）を保有しておりますが、今般、当初より予定していたＩＴホールディング 

スと当社との経営統合を完遂することを目的として、本株式交換を行うことといたしました。 

ＩＴホールディングスは、独立系のシステムインテグレータとして、お客様の視点で高い付加価値サービス 

を提供していくことが、大きな競争力になると考えています。ＩＴホールディングスは、予てより独立系シス 

テムインテグレータの団結が、不透明な経営環境下においては、短期的には企業活動におけるリスク分散と相 

互補完による業績の安定化に有効であり、かつ、中期的には企業体力の強化及び企業価値拡大への貢献が大き 

いと考え、他社との経営統合の可能性を検討してきました。そのような中、当社と同一のシステム開発案件を 

手がける機会があり、業務を通して同社をビジネスパートナーとなりうる存在として改めて高く評価しまし 

た。そこで、両社による協議を行なった結果、両社の経営統合は、これまでの事業戦略の共通性に起因する企 

業風土の親和性をベースにして、早期に相互補完とリスク分散の効果が見込まれるうえ、中期的には両社の持 

つ技術・ノウハウの相乗効果が狙えるとともに、規模拡大のメリットの享受が期待でき、両社の企業価値の更 

なる拡大に繋がるとの結論に至りました。 

また、当社も平成21年11月10日付の「ＩＴホールディングス株式会社による当社株式に対する公開買付けに 

関する賛同意見表明のお知らせ」（以下「公開買付けに関する賛同意見表明のお知らせ」といいます。）に記 

載のとおり、収益基盤の拡大に関しては、特に、当社及びＩＴホールディングスが得意としているクレジット 

カード業や銀行業などの金融業向けで、顧客カバレッジや業務範囲の拡大から競争力が強化されるため、クロ 

スセルの余地が大きいと考えています。また、製造業向けでも同様に、提供できるサービス・ソリューション 

の種類の広がりにより顧客の深耕が進み、収益基盤の拡充が進むと期待されます。顧客業種の分散による特定 

業種のＩＴ投資動向に左右され難い安定した収益構造の強化も進み、環境変化への対応力も高まるものと考え 

ます。 

アジアをはじめとした海外展開に関しても、当社及びＩＴホールディングスのリソースを集約することによ 

り、サービス提供力を強化し、更なる顧客獲得力の向上に寄与することができます。 

また、ＩＴホールディングス傘下の事業会社の株式会社インテックは富山県、株式会社ユーフィットは愛知 

県に事業基盤を持ちます。一方、長野県は当社の創業の地の一つでもあります。これらから、経営統合によ 

り、東海信越北陸地域は事業基盤として、より確固たるものになると考えられます。 

技術・ノウハウの拡充の面では、金融分野を中心に大規模システムの構築・運用が手がけられる技術者の拡 

充により、より高度な案件への対応が可能になります。また、両社が培ってきた生産管理技術、プロジェクト 

リスク管理等のナレッジを共有し、プロジェクト・マネジメントをより精度の高いものにすることが出来ると 

考えております。 

生産性の向上には、オフショアリソースや、地域子会社の効率的な活用などの施策が、貢献するものと考え 

られます。また、ＩＴホールディングスが保有する全国のデータセンタを、当社との協業により有効的に活用 

することで、高付加価値のビジネス展開や効率化が可能になります。 

コストダウンは、前述の社内リソースの効率的な活用に加え、両社が推進しているバックオフィスのシェア 

ードサービス化により、一段と進むものと思います。 

６．その他の情報

ソラン株式会社（9750）  平成22年3月期  第3四半期決算短信

‐14‐



以上のような認識に基づき、両社は、本公開買付けによりＩＴホールディングスが当社の株式の全てを取得 

できなかった場合には、公開買付けの開始に関するお知らせ及び公開買付けに関する賛同意見表明のお知らせ 

にも記載したとおり、本株式交換を実施し、当社を完全子会社化することを予定しておりました。 

かかる経緯を踏まえ、本日、両社は平成22年４月１日を効力発生日として、本株式交換を行うことを決定 

し、両社は株式交換契約を締結しました。 

（注）議決権比率は、ＩＴホールディングスの保有する当社株式に係る議決権の数238,633個が、当社が平成 

21年11月13日に提出した第39期第２四半期報告書に記載された平成21年９月30日現在の総株主等の議決権

の数である260,148個に単元未満株式に係る議決権の数（上記四半期報告書に記載された平成21年９月 

30日現在の単元未満株式54,985株から、平成21年９月30日現在の当社の保有する単元未満自己株式29株 

を控除した54,956株に係る議決権の数である549個）を加えた260,697個に占める割合として算出しており

ます。  

２．株式交換の方式 

平成22年１月12日に締結した株式交換契約の内容に従い、ＩＴホールディングスは、本株式交換に際して、本

株式交換によりＩＴホールディングスが当社の発行済株式の全部を取得する時点の直前時の当社の株主名簿に記

載又は記録された当社の株主に対し、その所有する当社の普通株式に代わり、その所有する当社の普通株式１株

につきＩＴホールディングスの普通株式0.74株の割合をもって算定した数のＩＴホールディングスの普通株式を

交付し、ＩＴホールディングスは、当社の発行済株式の全部を取得します。これにより、当社はＩＴホールディ

ングスの完全子会社となります。 

 なお、当社は会社法第784条第１項に定める略式株式交換の手続により、同法第783条第１項に定める当社の株

主総会の承認を得ることなく本株式交換を行います。またＩＴホールディングスは会社法第796条第３項の規定 

に基づく簡易株式交換の手続により、同法第795条第１項に定めるＩＴホールディングスの株主総会の承認を得 

ることなく本株式交換を行います。 

３．株式交換に係る割当ての内容 

当社の普通株式１株に対して、ＩＴホールディングスの普通株式0.74株を割当交付いたします。ただし、ＩＴ

ホールディングスが保有する当社の普通株式に対しては、割当交付を行いません。 

４．株式交換比率の算定根拠 

本株式交換の株式交換比率については、その公正性・妥当性を確保するため、各社がそれぞれ別個に、両社か

ら独立した第三者機関に株式交換比率の算定を依頼することとし、ＩＴホールディングスは野村證券株式会社 

を、当社はＩＢＳ証券株式会社を、それぞれの第三者算定機関として選定いたしました。 

それぞれの算定機関は、本株式交換に先立って行われた公開買付けの事実、諸条件、結果等を分析した上で、

ＩＴホールディングス及び当社の株式価値について複数の評価手法により評価を行いました。 

ＩＴホールディングス及び当社は、それぞれの算定機関から提出を受けた株式交換比率の算定結果を慎重に検

討し、当社株式の評価については公開買付けの買付価格と同一の価格を基準とし検討・交渉・協議を重ね、株式

交換比率の決定に至りました。 

５．株式交換の日程 

上場廃止日（当社）          平成22年３月29日（予定） 

本株式交換の予定日（効力発生日）   平成22年４月１日（予定） 

６．株式交換により発行する新株式数等 

普通株式 1,630,803株 

ただし、当社による自己株式の取得・消却等の理由により今後修正される可能性があります。 

７．当該株式交換完全親会社となる会社の概要 

商号        ＩＴホールディングス株式会社 

本店の所在地    富山県富山市牛島新町５番５号 

代表者の氏名    代表取締役社長 岡本 晋 

資本金の額     10,001百万円 

事業内容       ソフトウェア開発、システムインテグレーション、ネットワーク、 

アウトソーシング、ＩＴコンサルティング、情報サービス 
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