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1.  平成26年5月期第1四半期の業績（平成25年6月1日～平成25年8月31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 ％

26年5月期第1四半期 82 16.3 △27 ― △26 ― △26 ―
25年5月期第1四半期 71 △9.1 △52 ― △50 ― △50 ―

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

26年5月期第1四半期 △16.51 ―
25年5月期第1四半期 △31.81 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年5月期第1四半期 1,111 1,016 91.4
25年5月期 1,148 1,044 91.0
（参考） 自己資本   26年5月期第1四半期  1,016百万円 25年5月期  1,044百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

年間配当金
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

25年5月期 ― 0.00 ― 2.50 2.50
26年5月期 ―
26年5月期（予想） 0.00 ― 2.50 2.50

3. 平成26年 5月期の業績予想（平成25年 6月 1日～平成26年 5月31日）  
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無  
当社は、業績管理を年次で行っているため、第２四半期累計期間の業績予想は開示しておりません。 

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 630 16.0 32 ― 37 ― 33 ― 21.29



(1) 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、添付資料３ページ「(1)四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

※  注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年5月期1Q 1,780,000 株 25年5月期 1,780,000 株
② 期末自己株式数 26年5月期1Q 189,856 株 25年5月期 189,856 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年5月期1Q 1,590,144 株 25年5月期1Q 1,590,200 株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外でありますが、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に
基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
 本資料に記載されている業績予測等の将来に関する記述は、当社が現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確実な要素を含んで
おります。実際の業績等は、業況の変化等により上記予想数値と異なる場合があります。 
 なお、上記の予想の前提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、添付資料２ページ「(3)業績予想などの将来予測情報に関する説
明」をご覧ください。 
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当第１四半期累計期間(平成25年６月１日から平成25年８月31日まで)におけるわが国経済は、円安に

よる輸出の増加、株価上昇や消費マインドの高まりによる個人消費の持ち直し等により、景気は緩やか

な回復傾向にあります。 

当社を取り巻く環境におきましては、政府の復興支援、防災対策並びに地域活性化の重点予算により

公共投資予算が増加しており、これに伴い地方自治体を中心にシステム開発の案件数も堅調に推移して

おりますが、その一方で業者間の競争が激化する等、引き続き厳しい状況が続いております。 

このような状況の下、当社は、宮城県仙台市に株式会社イメージア・ソリューションを合弁会社とし

て設立し、震災復興に取り組む東北地方における案件開拓を行うとともに、防災・防犯関連を重点分野

として全国の地方自治体を対象に案件開拓に努めました。 

以上の結果、当第１四半期累計期間の売上高については、ライセンス販売の売上高は前年同四半期を

下回りましたが、前事業年度に受注したインフラ系システムの開発が進んだことから、82,736千円（前

年同四半期比16.3％増）となりました。 

利益面では、売上高の増加に加えて売上原価の減少により利益率が向上したことから、売上総利益は

28,715千円（前年同四半期比502.1％増）となりましたが、販売費及び一般管理費を吸収するには至ら

ず、営業損失27,632千円（前年同四半期は営業損失52,043千円）、経常損失26,255千円（前年同四半期

は経常損失50,579千円）、四半期純損失26,255千円（前年同四半期は四半期純損失50,579千円）となり

ました。 

なお、当社事業は顧客の決算期である３月に売上計上される受注が多いため、第４四半期会計期間に

売上高が偏重する傾向があることから、各四半期の業績に季節変動があります。 

また、当社は地理及び位置情報事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略してお

ります。 

  

当第１四半期会計期間末における総資産は、1,111,710千円となり、前事業年度末と比較して36,425

千円の減少となりました。これは主に、仕掛品が35,559千円、投資有価証券が22,286千円増加した一方

で、現金及び預金が53,523千円、売掛金が45,513千円減少したことによるものであります。 

負債は、95,564千円となり、前事業年度末と比較して7,580千円の減少となりました。これは主に、

賞与引当金が9,872千円増加した一方で、買掛金が16,746千円減少したことによるものであります。 

純資産は、1,016,145千円となり、前事業年度末と比較して28,845千円の減少となりました。これ

は、四半期純損失の計上や配当金の支払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。 

  

平成26年５月期の業績予想に関する事項につきましては、平成25年７月12日に公表いたしました数値

から変更はありません。なお、業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報

に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後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。  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

（２）財政状態に関する説明

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

(株)ドーン（2303）　平成26年５月期　第１四半期決算短信（非連結）

2



  

（税金費用の計算） 

税金費用については、当第１四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。 

  

該当事項はありません。 

  

当社は、平成25年５月期において２期連続の営業損失、当期純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、当第１四半期累計期間も引き続き営業損失、四半期純損失を計上しておりま

す。当該状況により継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しておりま

す。 

当社は、「売上の増大」と「利益の獲得」を当事業年度における対処すべき重点課題と定め、①クラ

ウド化の進展に対応した新製品・新サービスの提供、②防災・防犯分野の営業強化、③コスト管理の徹

底による収益力の強化、の各対策を実施することによって黒字化を図り、継続的に利益を計上できる体

制を構築することにより当該事象等の解消を図る所存であります。 

また、上記のような状況であるものの、当第１四半期会計期間末において有利子負債は存在せず、当

座資産も609,038千円あることから、事業活動を継続していく上で財務状況は安定しており、継続企業

の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断しております。 

  

  

  

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

３．継続企業の前提に関する重要事象等
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４．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

(単位：千円)

前事業年度 
(平成25年５月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成25年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 515,388 461,865

売掛金 128,825 83,312

有価証券 63,999 63,860

仕掛品 7,667 43,227

貯蔵品 2,820 2,520

未収還付法人税等 － 776

その他 16,505 19,923

貸倒引当金 △128 △83

流動資産合計 735,078 675,403

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,280 1,236

工具、器具及び備品（純額） 2,765 3,095

有形固定資産合計 4,046 4,331

無形固定資産   

ソフトウエア 3,105 3,356

その他 676 230

無形固定資産合計 3,781 3,587

投資その他の資産   

投資有価証券 335,792 358,079

関係会社株式 － 3,400

その他 69,734 67,207

貸倒引当金 △297 △297

投資その他の資産合計 405,229 428,388

固定資産合計 413,057 436,306

資産合計 1,148,136 1,111,710
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成25年５月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成25年８月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 36,745 19,998

未払消費税等 4,968 656

賞与引当金 － 9,872

その他 29,690 33,176

流動負債合計 71,405 63,703

固定負債   

長期未払金 27,430 27,430

その他 4,309 4,430

固定負債合計 31,739 31,860

負債合計 103,144 95,564

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 362,208 331,976

自己株式 △36,618 △36,618

株主資本合計 1,042,989 1,012,758

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,001 3,387

評価・換算差額等合計 2,001 3,387

純資産合計 1,044,991 1,016,145

負債純資産合計 1,148,136 1,111,710
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（２）四半期損益計算書 
 第１四半期累計期間 

(単位：千円)

前第１四半期累計期間 
(自 平成24年６月１日 
 至 平成24年８月31日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成25年６月１日 
 至 平成25年８月31日) 

売上高 71,162 82,736

売上原価 66,392 54,020

売上総利益 4,769 28,715

販売費及び一般管理費 56,812 56,348

営業損失（△） △52,043 △27,632

営業外収益   

受取利息 216 101

受取配当金 9 9

有価証券利息 1,233 1,089

その他 5 176

営業外収益合計 1,463 1,376

経常損失（△） △50,579 △26,255

特別損失   

固定資産除却損 － 0

特別損失合計 － 0

税引前四半期純損失（△） △50,579 △26,255

四半期純損失（△） △50,579 △26,255
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

（３）四半期財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（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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