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1. 2023年3月期第1四半期の連結業績（2022年4月1日～2022年6月30日）

(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
親会社株主に帰属する

四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2023年3月期第1四半期 4,592 △3.1 △129 ― △104 ― △81 ―

2022年3月期第1四半期 4,739 ― △85 ― △80 ― △61 ―

（注）包括利益 2023年3月期第1四半期　　△115百万円 （―％） 2022年3月期第1四半期　　△16百万円 （―％）

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

2023年3月期第1四半期 △94.46 ―

2022年3月期第1四半期 △70.84 ―

（注）「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を前第１四半期連結会計期間の期首から適用しております。2022年３月期第１
四半期に係る各数値については、当該会計基準等を適用した後の数値となっているため、対前年同四半期増減率は記載しておりません。

(2) 連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

2023年3月期第1四半期 16,776 8,228 49.1

2022年3月期 18,204 8,387 46.1

（参考）自己資本 2023年3月期第1四半期 8,228百万円 2022年3月期 8,387百万円

2. 配当の状況

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

2022年3月期 ― ― ― 50.00 50.00

2023年3月期 ―

2023年3月期（予想） ― ― 50.00 50.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

3. 2023年 3月期の連結業績予想（2022年 4月 1日～2023年 3月31日）

（％表示は、対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する

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 23,700 4.4 940 31.4 940 25.8 570 22.7 659.43

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



※ 注記事項

(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

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有

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

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 2023年3月期1Q 865,301 株 2022年3月期 865,301 株

② 期末自己株式数 2023年3月期1Q 1,036 株 2022年3月期 1,003 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年3月期1Q 864,273 株 2022年3月期1Q 864,439 株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 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、その
達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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当たっての注意事項等については、添付資料Ｐ．２「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。
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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

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症対策のための行動制限の緩和など

により経済社会活動の正常化が進み、持ち直しの動きはあったものの、半導体等の供給不足や原材料価格の上昇の

影響に加え、ウクライナ情勢の長期化による経済への影響懸念も生じ、景気の先行きは不透明な状況が続きまし

た。

世界経済は、欧米先進国ではコロナワクチン接種の普及に伴い経済活動は回復傾向がみられたものの、原油、原

材料価格、物流費の高騰や国内同様に半導体供給不足、ウクライナ情勢の長期化や中国における経済活動抑制の影

響による原材料価格の上昇やサプライチェーンの混乱による供給面での制約が発生するなど、今後の動向を注視し

ていく必要があります。

ＩＣＴ業界におきましては、「ニューノーマル（新常態）」を実現するうえでＤＸ（デジタルトランスフォーメ

ーション）への期待や需要は高まりつつあり、ＩｏＴ（モノのインターネット）やＡＩ（人工知能）などのデジタ

ル技術の進化とともに、企業の生産性向上や業務効率化を目的としたシステムの更新、クラウドサービスやセキュ

リティ対策需要には底堅さがあるものの、先行き不透明な景況感の中で投資判断には慎重さが続きました。

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、システムエンジニアリングサ

ービスは増収となりましたが、サーバやパソコンなどの情報通信機器や電子デバイス、フィールドサービスが減収

となり、売上高は45億92百万円（前年同期比3.1％減）となりました。

損益面につきましては、売上高の減少や販売費及び一般管理費の増加により、営業損失１億29百万円（前年同期

は85百万円の営業損失）、経常損失１億４百万円（前年同期は80百万円の経常損失）となり、親会社株主に帰属す

る四半期純損失81百万円（前年同期は61百万円の親会社株主に帰属する四半期純損失）となりました。

セグメント別の経営成績は、次のとおりであります。

「首都圏」は、組込み用のサーバやパソコンの需要減少や半導体不足による供給遅延の影響を受けた情報通信機

器やフィールドサービスが減収となり、売上高は25億34百万円（前年同期比13.5％減）となりました。

損益面につきましては、売上高の減少により、営業損失は68百万円（前年同期は18百万円の営業損失）となりま

した。

「東日本」は、自治体・文教商談が増加し、サーバやパソコン等の情報通信機器および付帯するフィールドサー

ビスが増収となったことから、売上高は12億27百万円（前年同期比32.1％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１百万円（前年同期は31百万円の営業損失）となりま

した。

「西日本」は、情報通信機器やフィールドサービスが減収となり、売上高は７億99百万円（前年同期比4.9％

減）となりました。

損益面につきましては、売上高の減少により、営業損失は７百万円（前年同期は７百万円の営業利益）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、14億28百万円減少し、

167億76百万円となりました。この主な要因は、現金及び預金が６億46百万円、商品が５億35百万円、仕掛品が90

百万円増加した一方、受取手形及び売掛金が28億３百万円減少するなど、流動資産が14億35百万円減少したことに

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、12億69百万円減少し、85億47百万円となりました。その主な要

因は、支払手形及び買掛金が10億15百万円、未払法人税等が２億11百万円、賞与引当金が２億２百万円減少するな

ど、流動負債が11億63百万円減少したこと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、１億58百万円減少し、82億28百万円となりました。その主な

要因は、利益剰余金が１億24百万円減少したことによるものであります。以上の結果、自己資本比率は49.1％（前

連結会計年度末は46.1％）となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2023年３月期の連結業績予想につきましては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響等、依然として先行

き不透明な状況が予想されますが、2022年５月13日に公表いたしました連結業績予想に変更はございません。
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2022年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 7,658,030 8,304,051

受取手形及び売掛金 6,373,583 3,569,634

電子記録債権 393,375 432,551

商品 1,189,651 1,725,116

仕掛品 72,189 162,646

その他 126,335 183,521

貸倒引当金 △979 △969

流動資産合計 15,812,185 14,376,551

固定資産

有形固定資産 1,024,987 1,016,943

無形固定資産 34,546 32,726

投資その他の資産

投資有価証券 476,735 458,266

敷金及び保証金 439,542 439,919

繰延税金資産 351,653 387,123

その他 71,599 71,231

貸倒引当金 △6,653 △6,659

投資その他の資産合計 1,332,877 1,349,881

固定資産合計 2,392,411 2,399,551

資産合計 18,204,597 16,776,103

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,812,263 2,796,454

短期借入金 1,564,629 1,580,348

１年内返済予定の長期借入金 400,000 400,000

未払法人税等 233,150 21,576

賞与引当金 293,200 90,400

役員賞与引当金 13,250 －

その他 874,802 1,138,748

流動負債合計 7,191,296 6,027,527

固定負債

長期借入金 1,500,000 1,400,000

役員退職慰労引当金 81,315 81,315

退職給付に係る負債 981,022 975,391

資産除去債務 62,315 62,417

その他 1,012 751

固定負債合計 2,625,665 2,519,875

負債合計 9,816,961 8,547,403

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2022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 3,566,326 3,441,467

自己株式 △3,244 △3,389

株主資本合計 8,215,699 8,090,695

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 214,659 201,446

為替換算調整勘定 △42,723 △63,442

その他の包括利益累計額合計 171,935 138,004

純資産合計 8,387,635 8,228,700

負債純資産合計 18,204,597 16,776,103
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（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

売上高 4,739,096 4,592,968

売上原価 4,010,521 3,887,263

売上総利益 728,575 705,705

販売費及び一般管理費 813,774 835,211

営業損失（△） △85,199 △129,505

営業外収益

受取配当金 4,877 5,289

為替差益 － 14,051

その他 4,316 11,128

営業外収益合計 9,193 30,468

営業外費用

支払利息 3,372 4,886

その他 1,287 288

営業外費用合計 4,659 5,174

経常損失（△） △80,664 △104,211

税金等調整前四半期純損失（△） △80,664 △104,211

法人税、住民税及び事業税 7,090 7,090

法人税等調整額 △26,522 △29,658

法人税等合計 △19,432 △22,568

四半期純損失（△） △61,232 △81,643

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △61,232 △81,643

（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）
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（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

四半期純損失（△） △61,232 △81,643

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 40,382 △13,212

為替換算調整勘定 3,932 △20,718

その他の包括利益合計 44,314 △33,931

四半期包括利益 △16,918 △115,574

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △16,918 △115,574

（四半期連結包括利益計算書）

（第１四半期連結累計期間）

- 6 -

ソレキア㈱（9867）
2023年3月期　第1四半期決算短信



（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）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。

（会計方針の変更）

（時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用）

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年６月17日。以下「時価算定

会計基準適用指針」という。）を当第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-２

項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用す

ることといたしました。これによる、四半期連結財務諸表への影響はありません。

（追加情報）

（新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り）

当第１四半期連結累計期間における新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り及び当

該見積りに用いた仮定については、前連結会計年度の有価証券報告書（追加情報）（新型コロナウイルス感染症の

感染拡大の影響に関する会計上の見積り）に記載した新型コロナウイルス感染症の収束時期等を含む仮定について

重要な変更はありません。
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（単位：千円）

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 2,930,107 929,311 840,989 4,700,408 38,688 4,739,096

セグメント間の内部売上高

又は振替高
779 － － 779 50,173 50,952

計 2,930,886 929,311 840,989 4,701,188 88,861 4,790,049

セグメント利益又は損失（△） △18,311 △31,597 7,794 △42,114 3,697 △38,416

利益又は損失（△） 金額

報告セグメント計 △42,114

「その他」の区分の利益 3,697

セグメント間取引消去 76

全社費用（注） △46,859

四半期連結損益計算書の営業損失（△） △85,199

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自2021年４月１日　至2021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

（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。
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（単位：千円）

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 2,534,146 1,227,688 799,969 4,561,805 31,163 4,592,968

セグメント間の内部売上高

又は振替高
1,459 － － 1,459 41,930 43,390

計 2,535,606 1,227,688 799,969 4,563,265 73,094 4,636,359

セグメント損失（△） △68,562 △1,242 △7,207 △77,012 △5,182 △82,195

利益又は損失（△） 金額

報告セグメント計 △77,012

「その他」の区分の利益 △5,182

セグメント間取引消去 300

全社費用（注） △47,611

四半期連結損益計算書の営業損失（△） △129,505

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自2022年４月１日　至2022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

（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。
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