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1.  平成24年12月期第3四半期の連結業績（平成24年1月1日～平成24年9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 ％

24年12月期第3四半期 6,273 △7.5 149 229.9 158 281.6 66 ―

23年12月期第3四半期 6,783 2.6 45 ― 41 281.9 △53 ―

（注）包括利益 24年12月期第3四半期 70百万円 （―％） 23年12月期第3四半期 △55百万円 （―％）

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

24年12月期第3四半期 6.16 ―

23年12月期第3四半期 △4.89 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年12月期第3四半期 6,370 2,154 33.6
23年12月期 5,985 2,111 35.0

（参考） 自己資本   24年12月期第3四半期  2,138百万円 23年12月期  2,093百万円

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

23年12月期 ― 2.50 ― 2.50 5.00
24年12月期 ― 0.00 ―

24年12月期（予想） 5.00 5.00

3. 平成24年12月期の連結業績予想（平成24年 1月 1日～平成24年12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  
 

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 9,690 5.6 260 300.7 260 424.7 120 ― 11.19



(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、この四半期決算短信の開示時点において、四半期財務諸表に対 
する四半期レビュー手続を実施中です。 

※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、四半期決算短信（添付資料）２ページ「連結業績予想に関する定性的情報」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） 24年12月期3Q 13,410,297 株 23年12月期 13,410,297 株

② 期末自己株式数 24年12月期3Q 2,689,627 株 23年12月期 2,689,045 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年12月期3Q 10,720,995 株 23年12月期3Q 10,842,317 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間における我が国経済は、震災復興投資などにより緩やかな改善傾向にありましたが、

春以降、欧州財政危機、新興国経済の減速から足踏み状態が続き、先行き不透明な状況となっています。 

国内IT投資は、業種的な跛行性を強め、製造業においては比較的堅調でしたが、金融業においては投資計画の延

期・規模縮小の状況は依然として続いています。 

このような環境の下、当第３四半期連結累計期間の売上高は、前年同四半期比7.5%減の6,273百万円となりまし

た。 

セグメント別では、主業務であるソフトウェア開発事業の売上高は子会社における製造業向けソフトウェア開発

及び自動車教習所向けソリューション販売等では増収となりましたが、金融業向けソフトウェア開発が大幅減収

となり、同6.5%減の5,987百万円となりました。また、東日本を基盤とするデジタルサイネージ事業の売上高は震

災復興の遅れにより、同24.9%減の285百万円と低調でした。 

損益面では、売上高が減収となった一方で、ソフトウェア開発事業における原価圧縮に努めた外、子会社におけ

る製造業向けソフトウェア開発及び自動車教習所向けソリューション販売の好調もあり、売上総利益段階では僅

かな減益に止まり、同0.4%減の1,299百万円となりました。 

販売費及び一般管理費は、各方面に亘る経費圧縮努力により大幅に減少させた結果、同8.7%減の1,150百万円と

なり、営業利益は同229.9%増の149百万円、経常利益は同281.6%増の158百万円となりました。 

投資有価証券評価損等の特別損失7百万円、法人税等87百万円を控除した四半期純利益は66百万円（同119百万円

増）となりました。 

   

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期連結会計期間の総資産は、借入による現金及び預金の増加等により、前連結会計年度末に比べ6.4%

増加し、6,370百万円となりました。 

 負債は、長期借入金の増加等により、前連結会計年度末に比べ8.8%増加し、4,216百万円となりました。 

 純資産は、四半期純利益による利益剰余金の増加等により、前連結会計年度末に比べ2.0％増加し、2,154百万円

となりました。 

   

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

世界経済の動向には予断を許さないものの、復興事業の執行に伴う公共投資の拡大は継続していることから、我

が国経済は緩やかな回復基調に戻るものと見られ、通期連結業績予想の修正はいたしません。 

   

   

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。 

   

  

（４）追加情報 

 会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用 

  第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び

 誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正 

 に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 

  

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23年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,257,875 1,712,239

受取手形及び売掛金 1,607,275 1,340,046

有価証券 480,557 530,785

商品及び製品 15,034 26,989

仕掛品 146,551 216,389

原材料及び貯蔵品 5,477 4,703

その他 132,190 124,860

貸倒引当金 △3,971 △2,899

流動資産合計 3,640,991 3,953,115

固定資産   

有形固定資産 634,331 621,639

無形固定資産   

のれん 22,040 15,759

その他 422,319 505,748

無形固定資産合計 444,360 521,508

投資その他の資産   

投資有価証券 600,894 588,303

繰延税金資産 345,698 368,964

その他 314,122 313,859

貸倒引当金 △2,138 △1,440

投資その他の資産合計 1,258,576 1,269,687

固定資産合計 2,337,269 2,412,834

繰延資産 7,204 4,672

資産合計 5,985,464 6,370,622
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 462,697 403,455

短期借入金 715,000 818,800

1年内償還予定の社債 60,000 260,000

1年内返済予定の長期借入金 210,700 387,700

未払法人税等 70,332 99,444

賞与引当金 － 97,036

受注損失引当金 25,765 6,380

その他 603,737 382,744

流動負債合計 2,148,233 2,455,561

固定負債   

社債 330,000 70,000

長期借入金 325,700 525,100

退職給付引当金 913,884 1,001,667

役員退職慰労引当金 109,842 126,102

その他 46,654 38,022

固定負債合計 1,726,081 1,760,892

負債合計 3,874,315 4,216,454

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,494,500 1,494,500

資本剰余金 1,468,229 1,468,229

利益剰余金 131,060 170,263

自己株式 △1,002,271 △1,002,485

株主資本合計 2,091,519 2,130,507

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 573 6,667

為替換算調整勘定 1,117 1,179

その他の包括利益累計額合計 1,690 7,846

少数株主持分 17,939 15,813

純資産合計 2,111,149 2,154,168

負債純資産合計 5,985,464 6,370,622
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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23年１月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 6,783,080 6,273,792

売上原価 5,477,915 4,974,259

売上総利益 1,305,164 1,299,532

販売費及び一般管理費   

役員報酬 249,710 237,579

給料 353,919 375,983

賞与 38,375 19,176

役員賞与引当金繰入額 2,250 －

賞与引当金繰入額 28,272 10,932

役員退職慰労引当金繰入額 14,863 16,094

退職給付費用 21,579 25,551

法定福利費 68,927 66,597

地代家賃 85,201 79,437

支払手数料 95,159 68,779

のれん償却額 6,280 6,280

その他 295,407 243,934

販売費及び一般管理費合計 1,259,945 1,150,348

営業利益 45,218 149,184

営業外収益   

受取利息 8,521 3,416

受取配当金 322 3,326

デリバティブ評価益 4,130 13,525

負ののれん償却額 339 －

その他 13,491 13,240

営業外収益合計 26,805 33,509

営業外費用   

支払利息 11,064 15,635

投資事業組合運用損 7,663 3,258

その他 11,677 4,992

営業外費用合計 30,405 23,886

経常利益 41,617 158,806

特別損失   

固定資産除却損 568 674

投資有価証券評価損 － 5,309

ゴルフ会員権評価損 － 1,674

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 4,759 －

災害による損失 4,644 －

特別損失合計 9,972 7,658

税金等調整前四半期純利益 31,645 151,148

法人税、住民税及び事業税 89,296 128,848

法人税等調整額 △4,609 △41,574

法人税等合計 84,687 87,274

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△53,042 63,874

少数株主損失（△） △35 △2,132

四半期純利益又は四半期純損失（△） △53,006 66,006

- 6 -

㈱ソルクシーズ（4284）平成24年12月期第３四半期決算短信



（四半期連結包括利益計算書） 
（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23年１月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△53,042 63,874

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △2,676 6,093

為替換算調整勘定 － 68

その他の包括利益合計 △2,676 6,162

四半期包括利益 △55,718 70,036

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △55,682 72,162

少数株主に係る四半期包括利益 △35 △2,125
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  該当事項はありません。 

   

   

 該当事項はありません。   

   

   

  

［セグメント情報］ 

  Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自 平成23年１月１日 至 平成23年９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）１．セグメント利益又は損失の調整額は、セグメント間取引消去1,809千円であります。 

    ２．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益との調整を行っております。 

    

  

  Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自 平成24年１月１日 至 平成24年９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）セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。  

  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）セグメント情報等

  

報告セグメント  
調整額 

（注１）  

四半期連結  

損益計算書  

計上額 
（注２）  

ソフトウェア

開発事業 
デジタルサイネ

ージ事業  
計  

 売上高           

  外部顧客への売上高  6,402,208  380,871  6,783,080  －   6,783,080

  セグメント間の内部売上高又は振替高  297  －  297    △297  －

計  6,402,505  380,871  6,783,377    △297  6,783,080

 セグメント利益又は損失(△)   130,204  △86,795  43,409  1,809  45,218

  

報告セグメント  
調整額 

  

四半期連結  

損益計算書  

計上額 
（注）  

ソフトウェア

開発事業 
デジタルサイネ

ージ事業  
計  

 売上高           

  外部顧客への売上高  5,987,846  285,946  6,273,792  －   6,273,792

  セグメント間の内部売上高又は振替高  －  －  －    －  －

計  5,987,846  285,946  6,273,792    －  6,273,792

 セグメント利益又は損失(△)   199,387  △50,203  149,184  －  149,184
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