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平成 19年 6月 21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・数値データ訂正あり）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。また、
訂正後の数値データも送信いたします。 
 
 

記 

 

【訂正箇所：1ページ】 

 （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

19年３月期 1,191 758 △3,636 8,587
18年３月期 688 129 313 10,256

 
（訂正後） 

  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

19年３月期 1,348 602 △3,636 8,587
18年３月期 688 129 313 10,256

 
 
【訂正箇所：6ページ】 

②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】 
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、11 億 91 百万円の収入となり、前連結会計年度に

比べ 5億 3百万円増加しました。 
これは、主として、税金等調整前当期純利益が 3億 68百万円増加したこと及び、投資有価証券評価損が 1億

86百万円増加したことによるものです。 
【投資活動によるキャッシュ・フロー】 
当連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フローは、7億 58百万円の収入となり、前連結会計年度に比

べ 6億 29百万円増加しました。 
これは、主として、有形固定資産及び無形固定資産の売却による収入が 8億 82百万円増加したことによるも
のであります。 
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(訂正後) 
【営業活動によるキャッシュ・フロー】 
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、13 億 48 百万円の収入となり、前連結会計年度に

比べ 6億 60百万円増加しました 
これは、主として、税金等調整前当期純利益が 3億 68百万円増加したこと及び、投資有価証券評価損が 1億

86百万円増加したことによるものです。 
【投資活動によるキャッシュ・フロー】 
当連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フローは、6億 2百万円の収入となり、前連結会計年度に比べ 

4億 73百万円増加しました。 
これは、主として、有形固定資産及び無形固定資産の売却による収入が 8 億 82 百万円増加し,投資有価証券
の売却による収入が 2億 68百万円減少したことによるものであります。 
 

 

【訂正箇所：7ページ】 

(訂正前) 

当企業集団のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

  第 33期 
平成 16年 3月期

第 34期 
平成 17年 3月期

第 35期 
平成 18年 3月期 

第 36期 
平成 19年 3月期

自己資本比率（％） 40.7 44.8 49.6 50.2

時価ベースの株主資本比率（％） 44.5 56.4 76.9 84.4

債務償還年数（年） 13.9 3.2 6.3 3.6 

インタレスト・カバレッジ・レシオ

（倍） 
7.8 25.6 14.2 14.2

 
(訂正後) 

  第 33期 
平成 16年 3月期

第 34期 
平成 17年 3月期

第 35期 
平成 18年 3月期 

第 36期 
平成 19年 3月期

自己資本比率（％） 40.7 44.8 49.6 50.2

時価ベースの株主資本比率（％） 44.5 56.4 76.9 84.4

債務償還年数（年） 13.9 3.2 6.3 3.2 

インタレスト・カバレッジ・レシ

オ（倍） 
7.8 25.6 14.2 16.1
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【訂正箇所：17～19 ページ】 

（4）連結キャッシュ・フロー計算書 

(訂正前) 

前連結会計年度 当連結会計年度 

（自 平成 17 年４月１日 （自 平成 18 年４月１日     

至 平成 18 年３月 31 日） 至 平成 19 年３月 31 日） 

注記
区分 

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   2,426,676 2,795,088 

減価償却費   224,194 235,445 

連結調整勘定償却額   170,419 165,425 

貸倒引当金の増減額（減少:△）   △8,461 29,120 

退職給付引当金の減少額   △98,192 △31,640 

役員退職慰労引当金の増減額（減少:△）   2,441 △38,196 

賞与引当金の増加額   56,493 137,429 

役員賞与引当金の増加額   － 70,616 

受注損失引当金の増加額   184,324 199,575 

受取利息及び受取配当金   △46,056 △49,603 

支払利息   81,727 82,990 

持分法投資損失   17,413 6,877 

有形・無形固定資産除売却損益（益:△）   24,348 △38,790 

投資有価証券売却益   △65,813 △21,636 

持分法適用会社売却による出資金減少   － 57,711 

過年度退職給付引当金戻入益   △15,061 － 

投資有価証券評価損   4,569 191,046 

出資金評価損   － 20,931 

投資事業組合投資損失   16,003 27,508 

売上債権の増減額（増加:△）   351,574 △1,869,828 

たな卸資産の増加額   △1,352,758 △304,273 

仕入債務の増減額（減少:△）   △34,526 599,574 

厚生年金基金脱退損   243,230 － 

その他営業活動に関する資産の増加額   △160,159 △1,132,275 

その他営業活動に関する負債の増減額（増加:△）   △956,744 372,069 

未払消費税等の増加額   77,107 57,992 

役員賞与の支払額   △58,500 △49,000 

その他   2,143 △50,313 

小計   1,086,395 1,463,847 

利息及び配当金の受取額   46,123 49,621 

利息の支払額   △82,701 △83,897 

法人税等の支払額   △378,022 △249,811 

法人税等の還付による収入   16,247 12,093 

営業活動によるキャッシュ・フロー   688,041 1,191,853 
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前連結会計年度 当連結会計年度 

（自 平成 17 年４月１日 （自 平成 18 年４月１日     

至 平成 18 年３月 31 日） 至 平成 19 年３月 31 日） 

注記
区分 

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       

定期預金の解約による収入   394,541 208,200 

定期預金の預入による支出   △200,570 △233,940 

投資有価証券の取得による支出   △132,909 △154,432 

投資有価証券の売却による収入   328,926 83,681 

子会社株式の追加取得による支出   △7,000 － 

有形固定資産の売却による収入   17 832,507 

無形固定資産の売却による収入   29 50,230 

有形固定資産の取得による支出   △92,890 △72,293 

無形固定資産の取得による支出   △159,298 △164,244 

差入保証金の返還による収入   19,177 7,311 

敷金保証金の差入による支出   △53,432 △123,293 

保険積立金の積立による支出   △47,489 △35,715 

保険積立金の解約による収入   51,120 247,716 

連結範囲の変更を伴う子会社取得による現金等の受入 ※２ － 80,770 

連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 ※２ △19,954 － 

投資その他の資産の減少に伴う収入   1,469 － 

貸付けによる支出   △31,152 △1,020 

貸付金の回収による収入   78,910 30,747 

その他   － 2,760 

投資活動によるキャッシュ・フロー   129,493 758,985 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー       

短期借入金の純増減額（△:減少）   235,879 △202,300 

長期借入による収入   2,800,000 － 

長期借入金の返済による支出   △2,226,272 △2,894,136 

自己株式の取得による支出   △1,768 △343,212 

自己株式の売却による収入   18,734 143,232 

配当金の支払額   △465,165 △522,619 

少数株主への配当支払額   △48,259 △2,800 

少数株主からの払込による収入   － 185,200 

財務活動によるキャッシュ・フロー   313,147 △3,636,635 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額   32,870 16,565 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額   1,163,552 △1,669,231 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高   9,093,401 10,256,953 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 10,256,953 8,587,721 

 
 

 

 

 

 



 5

 

(訂正後) 
前連結会計年度 当連結会計年度 

（自 平成 17 年４月１日 （自 平成 18 年４月１日     

至 平成 18 年３月 31 日） 至 平成 19 年３月 31 日） 

注記
区分 

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   2,426,676 2,795,088 

減価償却費   224,194 235,445 

のれん償却額  － 165,854 

連結調整勘定償却額   170,419 － 

貸倒引当金の増減額（減少:△）   △8,461 29,120 

退職給付引当金の減少額   △98,192 △31,640 

役員退職慰労引当金の増減額（減少:△）   2,441 △38,196 

賞与引当金の増加額   56,493 137,429 

役員賞与引当金の増加額   － 70,616 

受注損失引当金の増加額   184,324 199,575 

受取利息及び受取配当金   △46,056 △49,603 

支払利息   81,727 82,990 

持分法投資損失   17,413 6,877 

有形・無形固定資産除売却損益（益:△）   24,348 △38,790 

投資有価証券売却益   △65,813 △22,235 

持分法適用会社売却による出資金減少   － 57,711 

過年度退職給付引当金戻入益   △15,061 － 

投資有価証券評価損   4,569 191,046 

出資金評価損   － 20,931 

投資事業組合投資損失   16,003 27,444 

売上債権の増減額（増加:△）   351,574 △1,869,828 

たな卸資産の増加額   △1,352,758 △304,273 

仕入債務の増減額（減少:△）   △34,526 599,574 

厚生年金基金脱退損   243,230 － 

その他営業活動に関する資産の増加額   △160,159 △1,135,322 

その他営業活動に関する負債の増減額（増加:△）   △956,744 533,290 

未払消費税等の増加額   77,107 57,992 

役員賞与の支払額   △58,500 △49,000 

その他   2,143 △49,214 

小計   1,086,395 1,622,886 

利息及び配当金の受取額   46,123 49,621 

利息の支払額   △82,701 △83,897 

法人税等の支払額   △378,022 △259,158 

法人税等の還付による収入   16,247 19,253 

営業活動によるキャッシュ・フロー   688,041 1,348,704 

 
 

 

 



 6

 
前連結会計年度 当連結会計年度 

（自 平成 17 年４月１日 （自 平成 18 年４月１日     

至 平成 18 年３月 31 日） 至 平成 19 年３月 31 日） 

注記
区分 

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       

定期預金の解約による収入   394,541 208,200 

定期預金の預入による支出   △200,570 △233,940 

投資有価証券の取得による支出   △132,909 △138,528 

投資有価証券の売却による収入   328,926 60,128 

子会社株式の追加取得による支出   △7,000 － 

有形固定資産の売却による収入   17 832,507 

無形固定資産の売却による収入   29 50,230 

有形固定資産の取得による支出   △92,890 △72,293 

無形固定資産の取得による支出   △159,298 △316,117 

差入保証金の返還による収入   19,177 7,311 

敷金保証金の差入による支出   △53,432 △123,293 

保険積立金の積立による支出   △47,489 △35,715 

保険積立金の解約による収入   51,120 247,716 

連結範囲の変更を伴う子会社取得による現金等の受入 ※２ － 80,770 

連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 ※２ △19,954 － 

投資その他の資産の減少に伴う収入   1,469 － 

貸付けによる支出   △31,152 △1,020 

貸付金の回収による収入   78,910 30,747 

その他   － 5,860 

投資活動によるキャッシュ・フロー   129,493 602,563 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー       

短期借入金の純増減額（△:減少）   235,879 △202,300 

長期借入による収入   2,800,000 － 

長期借入金の返済による支出   △2,226,272 △2,894,136 

自己株式の取得による支出   △1,768 △343,212 

自己株式の売却による収入   18,734 143,232 

配当金の支払額   △465,165 △522,619 

少数株主への配当支払額   △48,259 △2,800 

少数株主からの払込による収入   － 185,200 

財務活動によるキャッシュ・フロー   313,147 △3,636,635 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額   32,870 16,136 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額   1,163,552 △1,669,231 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高   9,093,401 10,256,953 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 10,256,953 8,587,721 

 
 

   以上 


