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1.  平成26年3月期第1四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25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 ％

26年3月期第1四半期 4,121 2.7 △165 ― △142 ― △100 ―
25年3月期第1四半期 4,011 △10.7 △118 ― △113 ― △80 ―

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 △98百万円 （―％） 25年3月期第1四半期 △103百万円 （―％）

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3月期第1四半期 △10.60 ―
25年3月期第1四半期 △8.48 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第1四半期 11,022 5,564 50.5
25年3月期 12,236 5,720 46.7
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  5,564百万円 25年3月期  5,720百万円

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3月期 ― ― ― 6.00 6.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） ― ― 5.00 5.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無   

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(累計) 9,900 13.2 25 △39.3 25 △67.9 0 ― 0.00
通期 20,500 5.9 255 △1.1 255 △19.7 130 △39.2 13.76



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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を実施しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記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及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、添付資料１
ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結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。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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3月期1Q 10,169,610 株 25年3月期 10,169,610 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 725,410 株 25年3月期 724,638 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 9,444,586 株 25年3月期1Q 9,446,885 株
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（１）経営成績に関する説明 

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、昨年末以降の円安と株価上昇に伴い、個人消費が牽引役とな

り「緩やかな持ち直し」の状況が続いており、 近では生産・輸出や企業収益の改善を背景に、設備投資にも一部

に持ち直しの動きが見られました。 

しかしながら、企業のＩＣＴ投資につきましては、金融市場や海外経済の不安定化もあり、実体経済の回復を見

極める必要があるとの懸念から、緩慢な動きにとどまりました。 

このような経営環境のもと、当社グループの第１四半期連結累計期間の売上高は、組込み用サーバ・パソコンや

海外調達の半導体などの売上が増加し、41億21百万円（前年同期比2.7％増）となりました。 

損益面につきましては、コンポーネント・デバイス、情報・通信機器などの売上増加による増益効果もあったも

のの、前年同期に医療機関向けシステム開発の大口売上があった「首都圏」のシステムソリューションや「東日

本」、「西日本」のフィールドサービスの売上が減少したこと、および販売費及び一般管理費の増加により、営業

損失は前年同期に比べ46百万円悪化の１億65百万円（前年同期は１億18百万円の営業損失）となり、経常損失１億

42百万円（前年同期は１億13百万円の経常損失）、四半期純損失１億円（前年同期は80百万円の四半期純損失）と

なりました。 

  

セグメントの業績は、次のとおりであります。 

  

「首都圏」は、前年同期の医療機関向け大口システム開発案件の反動減でシステムソリューション、ソフトウェ

アが減収となりましたが、組込みサーバ・パソコン、新規半導体、フィールドサービスの売上が増加し、売上高は

23億12百万円（前年同期比2.8％増）となりました。 

損益面につきましては、売上高の増加により、営業損失は前年同期に比べ38百万円改善の１億15百万円（前年同

期は１億54百万円の営業損失）となりました。 

  

「東日本」は、フィールドサービスが減少しましたが、業務用サーバ、パソコン、ソフトウェアが増加し、売上

高は９億26百万円（前年同期比2.7％増）となりました。 

損益面につきましては、販売費及び一般管理費の増加により、営業損失12百万円（前年同期は５百万円の営業損

失）となりました。 

  

「西日本」は、フィールドサービスが減少しましたが、車載用半導体が増加するとともにシステムソリューショ

ンが底堅い需要に支えられ伸長し、売上高は８億39百万円（前年同期比4.1％増）となりました。 

損益面につきましては、売上構成の変化と原価率の上昇に加え販売費及び一般管理費が増加したため、営業利益

３百万円（前年同期比92.6％減）となりました。 

   

（２）財政状態に関する説明 

当第１四半期連結会計期間末における総資産につきましては、前連結会計年度末に比べ、12億13百万円減少し、

110億22百万円となりました。この主な要因は、受取手形及び売掛金が13億63百万円、電子記録債権が１億３百万

円減少するなど、流動資産が12億34百万円減少したことなどによるものであります。 

負債につきましては、前連結会計年度末に比べ、10億58百万円減少し、54億58百万円となりました。その主な要

因は、支払手形及び買掛金が８億20百万円、賞与引当金が２億68百万円、未払法人税等が１億35百万円減少したこ

となどによるものであります。 

純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ、１億55百万円減少し、55億64百万円となりました。その主な

要因は、四半期純損失、剰余金の配当により利益剰余金が１億56百万円減少したことなどによるものであります。

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

当第１四半期連結累計期間の業績の状況等を勘案した結果、業績は概ね見込みどおりに推移しており、平成25年

５月10日に公表いたしました平成26年３月期の連結業績予想に変更はございません。   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。 

   

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。 

   

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当事項はありません。 

   

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,987,543 4,104,167

受取手形及び売掛金 4,487,868 3,124,480

電子記録債権 210,585 107,439

商品 707,807 703,071

仕掛品 90,800 154,304

その他 290,714 346,782

貸倒引当金 △2,872 △2,389

流動資産合計 9,772,447 8,537,858

固定資産   

有形固定資産 784,827 789,568

無形固定資産 220,195 219,128

投資その他の資産   

投資有価証券 329,890 372,728

敷金及び保証金 556,150 556,159

繰延税金資産 491,966 466,319

その他 84,679 84,552

貸倒引当金 △3,550 △3,686

投資その他の資産合計 1,459,136 1,476,073

固定資産合計 2,464,159 2,484,770

資産合計 12,236,606 11,022,628

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,609,235 1,788,810

短期借入金 1,080,000 1,080,000

未払法人税等 148,165 12,790

賞与引当金 369,200 100,700

役員賞与引当金 20,000 －

受注損失引当金 5,330 6,408

その他 790,097 1,006,505

流動負債合計 5,022,028 3,995,214

固定負債   

退職給付引当金 1,328,008 1,310,684

役員退職慰労引当金 104,782 90,494

資産除去債務 61,576 61,807

固定負債合計 1,494,367 1,462,986

負債合計 6,516,396 5,458,201

　　　　　　　 ソレキア㈱　（9867） 
平成26年３月期　第１四半期決算短信

－3－



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30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 1,181,323 1,024,501

自己株式 △137,482 △137,600

株主資本合計 5,696,458 5,539,517

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 40,615 45,254

為替換算調整勘定 △16,863 △20,345

その他の包括利益累計額合計 23,752 24,909

純資産合計 5,720,210 5,564,427

負債純資産合計 12,236,606 11,022,628
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（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24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 4,011,806 4,121,257

売上原価 3,307,168 3,439,733

売上総利益 704,637 681,524

販売費及び一般管理費 823,543 846,569

営業損失（△） △118,905 △165,044

営業外収益   

受取配当金 4,167 4,520

助成金収入 － 7,576

為替差益 2,039 7,518

その他 3,496 5,667

営業外収益合計 9,703 25,281

営業外費用   

支払利息 2,491 2,212

その他 1,460 302

営業外費用合計 3,952 2,514

経常損失（△） △113,154 △142,277

税金等調整前四半期純損失（△） △113,154 △142,277

法人税、住民税及び事業税 7,090 7,090

法人税等調整額 △40,174 △49,214

法人税等合計 △33,084 △42,124

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △80,069 △100,152

四半期純損失（△） △80,069 △100,152
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（四半期連結包括利益計算書） 
（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24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △80,069 △100,152

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △22,752 4,638

為替換算調整勘定 △244 △3,481

その他の包括利益合計 △22,997 1,157

四半期包括利益 △103,067 △98,995

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △103,067 △98,995
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該当事項はありません。 

   

   

該当事項はありません。 

   

   

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24年６月30日）  

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

（単位：千円）

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、連結子会社を含んでおります。 

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

（差異調整に関する事項）  

（単位：千円）  

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費、予算と実績の調整差額であります。  

  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

該当事項はありません。  

  

（３）四半期連結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）

（セグメント情報等）

  
報告セグメント その他 

（注） 
合計 

首都圏 東日本 西日本 計 

売上高             

外部顧客への売上高  2,249,883  901,806  806,066  3,957,755  54,050  4,011,806

セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
 5,272  73  300  5,646  57,648  63,294

計  2,255,155  901,879  806,366  3,963,401  111,698  4,075,100

セグメント利益又は損失（△）  △154,153  △5,762  49,752  △110,163  656  △109,507

利益又は損失（△） 金額 

報告セグメント計  △110,163

「その他」の区分の利益  656

セグメント間取引消去  487

全社費用（注）  △9,886

四半期連結損益計算書の営業損失（△）  △118,905

　　　　　　　 ソレキア㈱　（9867） 
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Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自平成25年４月１日 至平成25年６月30日）  

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

（単位：千円）

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、連結子会社を含んでおります。 

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

（差異調整に関する事項）  

（単位：千円）  

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費、予算と実績の調整差額であります。  

  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

該当事項はありません。  

   

  
報告セグメント その他 

（注） 
合計 

首都圏 東日本 西日本 計 

売上高             

外部顧客への売上高  2,312,039  926,354  839,344  4,077,738  43,519  4,121,257

セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
 4,298  －  300  4,598  59,226  63,824

計  2,316,337  926,354  839,644  4,082,336  102,745  4,185,082

セグメント利益又は損失（△）  △115,472  △12,661  3,683  △124,450  △4,247  △128,698

利益又は損失（△） 金額 

報告セグメント計  △124,450

「その他」の区分の利益  △4,247

セグメント間取引消去  46

全社費用（注）  △36,393

四半期連結損益計算書の営業損失（△）  △165,044

　　　　　　　 ソレキア㈱　（9867） 
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