
 

平成18年3月14日 

各  位 

 
東京都港区港南一丁目８番15号 

ソフトブレーン株式会社 
代表取締役社長   松田 孝裕 

（コード番号 4779 東証第一部） 
問合せ先 取締役副社長  小松 弘明 
ＴＥＬ （03）6714－2800（代表） 

 
平成１７年１２月期決算短信(連結)の一部訂正について 

 

  平成18年2月17日に発表いたしました「平成17年12月期決算短信（連結）」（平成18年3月3日に発表の「平成

17年12月期決算短信（連結）の一部修正について」により一部訂正）について、下記のとおり訂正いたします。なお

訂正箇所には下線を付しております。 

 

記 

１．訂正理由 

 連結キャッシュ・フロー計算書の作成において、連結子会社ソフトブレーン・コストマネージメント株式会社の連結

決算からの除外に伴う処理に関して、財務活動によるキャッシュ・フローにおける「連結子会社ソフトブレーン・コス

トマネージメント株式会社の除外による収入」に集約して表示しておりました。また少数株主持分にかかる処理につい

て、投資活動によるキャッシュ・フローにおける「少数株主からの払込による収入」に集約して表示しておりました。

これらについては、決算短信発表時において当社監査法人である中央青山監査法人のチェックを受け、了承を得ており

ましたが、今回、同法人が有価証券報告書の最終審査を行った際に、これらの一連の集約した記載を、今回訂正の通り

変更すべきであるとの指摘を受けました。これに伴い、ソフトブレーン・コストマネージメント株式会社にかかる処理

につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローの「貸倒引当金の増加額」、「子会社株式評価損」、「売上債権

の減少額」、「仕入債務の減少額」、「未払消費税の増加額」等、投資活動によるキャッシュ・フローの「差入保証金

の取得による支出」、財務活動によるキャッシュ・フローの「短期借入金の増加額」「長期借入れによる収入」に分解

して記載致しました。また連結子会社ソフトブレーン・コストマネージメント株式会社の連結決算からの除外に伴う処

理に関しましては、「新規連結子会社ソフトブレーン・コストマネージメント株式会社の取得及び除外による支出」と

して記載致しました。少数株主持分にかかる処理にかかる処理につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローの

「持分変動利益」等に記載致しました。 

これらにより、営業活動によるキャッシュ・フローは、99,842千円、投資活動によるキャッシュ・フローは、△

625,443千円、財務活動によるキャッシュ・フローは、187,584千円となります。謹んで訂正させていただきます。 

 

２． 訂正箇所 

【1ページ 1.（3）連結キャッシュ・フローの状況】 
（訂正前） 

 営業活動による          
キャッシュ・フロー 

投資活動による          
キャッシュ・フロー 

財務活動による          
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 
期 末 残 高          

 
 

百万円 百万円 百万円 百万円 
17年12月期 
16年12月期 

31  
          500 

△515  
       △183 

145  
       △33 

    1,720 
      1,994 

 
（訂正後）                                （百万円未満切捨） 

 営業活動による          
キャッシュ・フロー 

投資活動による          
キャッシュ・フロー 

財務活動による          
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 
期 末 残 高          

 
 

百万円 百万円 百万円 百万円 
17年12月期 
16年12月期 

99  
          500 

△625  
       △183 

187  
       △33 

    1,720 
      1,994 
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【7ページ 3．（1）② キャッシュ・フローの状況】 

（訂正前） 
当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ273,053千円減少し、1,720,957千円となりま

した。各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減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、税金等調整前当期純利益が、755,188千円となりましたが、売上債権が504,230千円増加し

たこと、法人税等の支払が451,161千円あったこと等により、31,759千円の収入超過（前年同期は500,357千円の収入超過）になり

ました。 

（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、固定資産の取得による支出が279,950千円となったこと、関連会社への出資等積極的に事業

を展開したことや投資有価証券の取得による支出が124,710千円となったこと等により、515,028千円の支出超過（前年同期は

183,864千円の支出超過）になりました。 

（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、借入による収入が93,450千円となったこと、株式の発行による収入が57,637千円となった

こと等により、145,252千円の収入超過（前年同期は33,526千円の支出超過）になりました。 

 
（訂正後） 
当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ273,053千円減少し、1,720,957千円となりま

した。各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減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、税金等調整前当期純利益が、755,188千円となりましたが、売上債権が504,230千円増加し

たこと、法人税等の支払が451,026千円あったこと等により、99,842千円の収入超過（前年同期は500,357千円の収入超過）になり

ました。 

（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、固定資産の取得による支出が279,950千円となったこと、関連会社への出資等積極的に事業

を展開したことや投資有価証券の取得による支出が124,710千円となったこと等により、625,443千円の支出超過（前年同期は

183,864千円の支出超過）になりました。 

（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、借入による収入が123,069千円となったこと、株式の発行による収入が57,637千円となっ

たこと等により、187,584千円の収入超過（前年同期は33,526千円の支出超過）になりました。 
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【14、15ページ 4．（4）連結キャッシュ・フロー計算書】 

（訂正前） 

    
前連結会計年度 

（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー      

税金等調整前当期純利益   753,259 755,188 

減価償却費   41,528 95,698 

連結調整勘定償却額   － 18,002 

持分法投資損失   8,716 14,017 

貸倒引当金の増加額（△減少額）   △1,746 754 

受取利息及び受取配当金   △383 △8,016 

支払利息   1 606 

新株発行費   2,829 1,394 

株式上場費用   20,368 5,000 

投資有価証券売却益   △1,500 △12,997 

固定資産除却損   615 1,526 

固定資産売却損   113 146 

少数株主損失   － 13,019 

持分変動利益   － △3,054 

売上債権の減少額（△増加額）   △105,874 △504,230 

たな卸資産の減少額（△増加額）   △36,687 56,537 

仕入債務の増加額（△減少額）   21,798 52,073 

未払消費税等の増加額（△減少額）   4,710 8,224 

その他の増減額   198 △11,566 

小計   707,946 482,325 

利息及び配当金の受取額   388 1,202 

利息の支払額   △1 △606 

法人税等の支払額   △207,976 △451,161 

営業活動によるキャッシュ・フロー   500,357 31,759 
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前連結会計年度 

（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー     

投資有価証券の取得による支出   △68,050 △124,710 

投資有価証券の売却による収入   1,500 30,650 

新規連結子会社ソフトブレーン・コストマネ
ージメント株式会社の取得による支出 

  － 4,337 

新規連結子会社株式会社ダイヤモンドセール
ス編集企画の取得による支出  

  － △6,451 

連結子会社ソフトブレーン・コストマネージ
メント株式会社の除外による収入 

  － 34,673 

有形固定資産の取得による支出   △44,076 △109,878 

有形固定資産の売却による収入   100 12 

無形固定資産の取得による支出   △53,764 △170,072 

差入保証金の返戻による収入   2,144 1,318 

差入保証金の差入による支出   △21,719 △174,908 

投資活動によるキャッシュ・フロー   △183,864 △515,028 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー       

株式の発行による収入   16,655 57,637 

株式上場費用の支払額   △20,368 △5,000 

短期借入金の増加額   － 44,205 

長期借入れによる収入   － 49,245 

少数株主からの払込による収入    － 27,287 

配当金の支払額   △29,813 △28,122 

財務活動によるキャッシュ・フロー   △33,526 145,252 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額   △14,134 64,962 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額   268,831 △273,053 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高   1,725,179 1,994,010 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高   1,994,010 1,720,957 
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（訂正後） 

    
前連結会計年度 

（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー      

税金等調整前当期純利益   753,259 755,188 

減価償却費   41,528 95,698 

連結調整勘定償却額   － 18,002 

持分法投資損失   8,716 14,017 

貸倒引当金の増加額（△減少額）   △1,746 55,804 

受取利息及び受取配当金   △383 △8,016 

支払利息   1 606 

新株発行費   2,829 1,394 

株式上場費用   20,368 5,000 

投資有価証券売却益   △1,500 △12,997 

固定資産除却損   615 1,526 

固定資産売却損   113 146 

子会社株式評価損  － 30,100 

持分変動利益   － △2,747 

売上債権の減少額（△増加額）   △105,874 △503,822 

たな卸資産の減少額（△増加額）   △36,687 56,537 

仕入債務の増加額（△減少額）   21,798 47,585 

未払消費税等の増加額（△減少額）   4,710 6,784 

その他の増減額   198 △10,536 

小計   707,946 550,273 

利息及び配当金の受取額   388 1,202 

利息の支払額   △1 △606 

法人税等の支払額   △207,976 △451,026 

営業活動によるキャッシュ・フロー   500,357 99,842 
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前連結会計年度 

（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー     

投資有価証券の取得による支出   △68,050 △124,710 

投資有価証券の売却による収入   1,500 30,650 

新規連結子会社ソフトブレーン・コストマネ
ージメント株式会社の取得及び除外による支
出 

  － △70,711 

新規連結子会社株式会社ダイヤモンドセール
ス編集企画の取得による支出  

  － △6,451 

有形固定資産の取得による支出   △44,076 △109,878 

有形固定資産の売却による収入   100 12 

無形固定資産の取得による支出   △53,764 △170,072 

差入保証金の返戻による収入   2,144 1,318 

差入保証金の差入による支出   △21,719 △175,600 

投資活動によるキャッシュ・フロー   △183,864 △625,443 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー       

株式の発行による収入   16,655 57,637 

株式上場費用の支払額   △20,368 △5,000 

短期借入金の増加額   － 37,080 

長期借入れによる収入   － 85,988 

少数株主からの払込による収入    － 40,000 

配当金の支払額   △29,813 △28,122 

財務活動によるキャッシュ・フロー   △33,526 187,584 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額   △14,134 64,962 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額   268,831 △273,053 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高   1,725,179 1,994,010 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高   1,994,010 1,720,957 

 
 
 
 
 


