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平成 19年 5月 24日 

各      位 
会 社 名  ソ ラ ン 株 式 会 社 
代表者名  代表取締役社長  千 年 正 樹 
（コード番号 ９７５０     東証第一部） 

問合せ先 執行役員経営管理本部長 
兼 財経統括室長  伊 藤 浩         

（TEL．  ０３－５４２７－５５５１  ） 
 
 

（訂正）平成 19年 3月期 決算短信の一部訂正に関するお知らせ 
 
 平成 19 年 5 月 10 日に開示いたしました「平成 19 年 3 月期 決算短信」につきまして、一部誤りが
ありましたので、下記の通り訂正いたします。なお、訂正箇所は下線にて表示しております。 
 
 

記 

 

【訂正箇所：10 ページ】 

４．連結財務諸表 

 (1)連結貸借対照表 

（訂正前） 

    前連結会計年度 
（平成 18年３月 31日） 

当連結会計年度 
（平成 19年３月 31日）  対前年比

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％）

 増減 

  (千円） 
２．無形固定資産             

(1）のれん   －   523,986     

(2）連結調整勘定   615,738   －     

(3）その他   509,438   539,037     

無形固定資産合計   1,125,176 3.2 1,063,024 3.0 △62,152

 

（訂正後） 

    前連結会計年度 
（平成 18年３月 31日） 

当連結会計年度 
（平成 19年３月 31日）  対前年比

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％）

 増減 

  (千円） 
２．無形固定資産             

(1）のれん   －   580,820     

(2）連結調整勘定   615,738   －     

(3）その他   509,438   482,204     

無形固定資産合計   1,125,176 3.2 1,063,024 3.0 △62,152
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【訂正箇所：24 ページ】 

(6)連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

（訂正前） 

前連結会計年度 
（平成 18年３月 31日） 

当連結会計年度 
（平成 19年３月 31日） 

（会計方針の変更） （会計方針の変更） 

 ―――――― ３． 当連結会計年度より、「役員賞与に関する会計基準」
（企業会計基準第４号 平成 17年 11月 29日）を適
用しております。 
 なお、これにより、従来の方法と比較して、経常利

益及び当期純利益がそれぞれ 59,852 千円減少してお
ります。 

 

（訂正後） 

前連結会計年度 
（平成 18年３月 31日） 

当連結会計年度 
（平成 19年３月 31日） 

（会計方針の変更） （会計方針の変更） 

 ―――――― ３． 当連結会計年度より、「役員賞与に関する会計基準」
（企業会計基準第４号 平成 17年 11月 29日）を適
用しております。 
 なお、これにより、従来の方法と比較して、経常利

益が 70,616千円、当期純利益が 59,852千円減少して
おります。 

 

 

【訂正箇所：30 ページ】 

（退職給付関係） 

２．退職給付債務及びその内訳 

 （訂正前） （訂正後） 

項目 
当連結会計年度 

（平成 19年３月 31日）
当連結会計年度 

（平成 19年３月 31日）

(1) 退職給付債務（千円）（注）2,3,4 △5,533,566 △5,534,864 

(2) 年金資産（千円）（注）1 5,051,388 5,052,095 

(3) 未積立退職給付債務（千円） (1)＋(2) △482,177 △482,768 

(4) 未認識数理計算上の差異（千円） 1,299,617 1,300,305 

(5) 未認識過去勤務債務（千円） △2,397,580 △2,397,580 

(6) 連結貸借対照表計上額純額（千円） (3)+(4)+(5) △1,580,140 △1,580,043 

(7) 前払年金費用（千円） 97 97 

(8) 退職給付引当金（千円） (6)-(7) △1,580,238 △1,580,140 
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【訂正箇所：32 ページ】 

 

（税効果会計関係） 

（訂正前） （訂正後） 

当連結会計年度 

（自 平成 18 年４月１日 

至 平成 19 年３月 31 日） 

 当連結会計年度 

（自 平成 18 年４月１日 

至 平成 19 年３月 31 日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

流動資産の部     

賞与引当金 757,084千円 

未払事業税 85,714  

未払事業所税 5,910  

未払金 163  

未払費用 119,586  

受注損失引当金 156,003  

商品評価損 17,080  

繰越欠損金 139,361  

その他 23,976  

繰延税金資産小計 1,304,881  

評価性引当額 △89,751  

繰延税金資産合計 1,215,129千円 

 

固定資産の部     

退職給付引当金 665,624千円

投資有価証券評価損 219,453  

土地評価損 8,199  

役員退職慰労引当金 113,377  

会員権評価損 54,147  

繰越欠損金 418,835  

減価償却費 16,007  

長期未払金 120,973  

その他 65,193  

繰延税金資産小計 1,681,813  

評価性引当額 △867,376  

繰延税金資産合計 814,437  

繰延税金負債 △380,195  

繰延税金資産の純額 434,241千円

 

 

流動資産の部     

賞与引当金 757,084千円 

未払事業税 85,714  

未払事業所税 5,910  

未払金 163 

未払費用 119,586  

受注損失引当金 156,247  

商品評価損 17,080  

繰越欠損金 116,313  

その他 23,976  

繰延税金資産小計 1,282,077  

評価性引当額 △66,947  

繰延税金資産合計 1,215,129千円 

 

固定資産の部     

退職給付引当金 665,624千円

投資有価証券評価損 173,713  

土地評価損 5,693  

役員退職慰労引当金 115,972  

貸倒引当金  22,336 

会員権評価損 37,134  

繰越欠損金 555,668  

減価償却費 13,059  

長期未払金 120,973  

その他 59,868  

繰延税金資産小計 1,770,046  

評価性引当額 △955,609  

繰延税金資産合計 814,437  

繰延税金負債 △380,195  

繰延税金資産の純額 434,241千円 
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【訂正箇所：37 ページ】 

（関連当事者との取引） 

 当連結会計年度（自平成 18 年４月１日 至平成 19 年３月 31 日） 

（訂正前） 

 （注）１．取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 
２．取引条件及び取引条件の決定方針等 
当社通常の取引条件及び取引条件の決定方針により取引価格を決定しております。 

３．井上猛彦は、平成 19 年３月 31 日に特定非営利活動法人コーポレートガバナンス協会副理事長
を退任しております。 

４．役員貸付金については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。返済条件は期間

３年間、毎月々５００千円の返済で最終月に残額の一括返済としております。なお、貸付額を充

足する担保を受取っております。 

 

（訂正後） 

 （注）１．取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 
２．取引条件及び取引条件の決定方針等 
当社通常の取引条件及び取引条件の決定方針により取引価格を決定しております。 

３．役員貸付金については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。返済条件は期間

３年間、毎月々５００千円の返済で最終月に残額の一括返済としております。なお、貸付額を充

足する担保を受取っております。 

 

【訂正箇所：40 ページ】 

５．個別財務諸表 

(1)貸借対照表 

（訂正前） 

    
前事業年度 

（平成 18 年３月 31 日） 

当事業年度 

（平成 19 年３月 31 日） 
対前年比

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％）

増減 

（千円）

Ⅱ 固定資産                 

３．投資その他の資産                 

(7）関係会社出資金     120,000     188,908    

(8）出資金     250     250    

        

 

（訂正後） 

    
前事業年度 

（平成 18 年３月 31 日） 

当事業年度 

（平成 19 年３月 31 日） 
対前年比

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％）

増減 

（千円）

Ⅱ 固定資産                 

３．投資その他の資産                 

(7）関係会社出資金     120,000     170,000    

(8）出資金     250     19,158    

   以上 


