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平成2１年5月19日 

各 位 

会 社 名 株式会社ソリトンシステムズ 

代 表 者 名 代表取締役社長 鎌 田 信 夫

（ＪＡＳＤＡＱ・コード３０４０）

問 合 せ 先 取締役経営管理部長 福 原 茂 喜

（ TEL. 03-5360-3801）

 

 

（訂正）「平成21年3月期 第3四半期決算短信」の一部訂正について 

 

平成21年2月13日に発表いたしました「平成21年3月期 第3四半期決算短信」の記載内容につきまして、

一部誤りがございましたので、下記の通り訂正いたします。 

なお、訂正箇所は「平成21年3月期 第3四半期決算短信」の該当ページ数の後、太字にて下線を付して表示

しております。 

              

記 

 

３ページ ２．連結財政状態に関する定性情報 

 

【訂正前】 

 当第3四半期末の総資産合計は、前年度末比3,051百万円減少し、8,588百万円となりました。 

 流動資産は、前年度末に比べ2,260百万円減少し、6,033百万円となりました、これは主に受取手形及び売掛金

の減少によるものです。 

 固定資産は、前年度末に比べ782百万円減少し、2,541百万円となりました。これは主に投資有価証券の評価減

に伴う減少によるものです。 

 流動負債は、前年度末に比べ1,949百万円減少し、4,300百万円となりました。これは主に支払手形及び買掛金

の減少と、短期借入金の返済によるものです。 

 固定負債は、前年度末に比べ 31 百万円増加し、581 百万円となりました。これは主に退職給付引当金の増加に

よるものです。 

 純資産は、前年度末に比べ1,132百万円減少し、3,706百万円となりました。これは主に利益剰余金の減少によ

るものです。 

 当第3四半期末の自己資本比率は42.9%（前連結会計年度末比1.3ポイント減）、１株当たり純資産額は629円

20銭（前度末比194円14銭減）となりました。 

 

（ キャッシュ・フローの状況） 

当第3四半期末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度に比べ24百万円

増加し、845百万円となりました。 
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「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、合計で869百万円の収入となりました。主なプラス要因は、売上債権

の減少2,593百万円、現金支出を伴わない費用・損失項目として投資有価証券評価損485百万円、複合金融商品評

価損405百万円等です。主なマイナス要因は、税金等調整前四半期純損失は839百万円、仕入債務の減少1,246百

万円、法人税等の支払額444百万円等です。 

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、有形固定資産、無形固定資産の取得等により、合計で303 百万円の

支出となりました。 

 「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、合計で541 百万円の支出となりました。主なマイナス要因は、短期

借入金の減少400百万円、配当金の支払額134百万円です。 

 

【訂正後】 

当第3四半期末の連結総資産残高は、前年度末比3,051百万円減少し、8,588百万円となりました。 

 流動資産は、前年度末に比べ2,402百万円減少し、5,609百万円となりました、これは主に受取手形及び売掛金

の減少によるものです。 

 固定資産は、前年度末に比べ639百万円減少し、2,965百万円となりました。これは主に投資有価証券の評価減

に伴う減少によるものです。 

 流動負債は、前年度末に比べ1,949百万円減少し、4,300百万円となりました。これは主に支払手形及び買掛金

の減少と、短期借入金の返済によるものです。 

 固定負債は、前年度末に比べ 31 百万円増加し、581 百万円となり、これは主に退職給付引当金の増加によるも

のです。 

 純資産は、前年度末に比べ1,132百万円減少し、3,706百万円となりました。これは主に利益剰余金の減少によ

るものです。 

 当第3四半期末の連結自己資本比率は42.9%（前連結会計年度末比1.3ポイント減）、１株当たり連結純資産額

は629円20銭（前度末比194円14銭減）となりました。 

 

（ キャッシュ・フローの状況） 

当第3四半期における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度に比べ24百万円増

加し、845百万円となりました。 

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、合計で1,310百万円の収入となりました。主なプラス要因は、売上債

権の減少2,593百万円、現金支出を伴わない費用・損失項目として投資有価証券評価損485百万円、複合金融商品

評価損405百万円等です。主なマイナス要因は、税金等調整前四半期純損失は839百万円、仕入債務の減少1,246

百万円、法人税等の支払額444百万円等です。 

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、有形固定資産、無形固定資産の取得等により、合計で744 百万円の

資金支出となりました。 

 「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、合計で541 百万円の支出となりました。主なマイナス要因は、短期

借入金の減少400百万円、配当金の支払額134百万円です。 
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５ページ 四半期連結財務諸表 

（１）【四半期連結貸借対照表】 

【訂正前】 

（単位：千円） 

 
当第3四半期連結会計期間末 

(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 

要約連結貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 845,614 821,531 

受取手形及び売掛金 2,433,595 5,029,401 

商品及び製品 1,602,136 1,765,148 

仕掛品 452,611 178,794 

原材料及び貯蔵品 45,022 23,246 

その他 702,907 527,016 

貸倒引当金 △48,202 △50,840 

流動資産合計 6,033,685 8,294,298 

固定資産  

有形固定資産 ※1  372,378  398,477 

無形固定資産 259,149 59,380 

投資その他の資産  

投資有価証券 1,005,611 1,911,650 

その他 1,215,169 1,262,805 

貸倒引当金 △310,794 △308,666 

 投資その他資産合計 1,909,986 2,865,790 

固定資産合計 2,541,514 3,323,648 

繰延資産 13,621 22,377 

資産合計 8,588,820 11,640,325 
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【訂正後】 

（単位：千円） 

 
当第3四半期連結会計期間末

(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 

要約連結貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 845,614 821,531 

受取手形及び売掛金 2,433,595 5,029,401 

商品及び製品 1,602,136 1,637,887 

仕掛品 28,882 24,489 

原材料及び貯蔵品 45,022 23,246 

その他 702,907 527,016 

貸倒引当金 △48,202 △50,840 

流動資産合計 5,609,956 8,012,732 

固定資産  

有形固定資産 ※1  372,378  398,477 

無形固定資産 682,877 383,382 

投資その他の資産  

投資有価証券 1,005,611 1,911,650 

その他 1,215,169 1,220,370 

貸倒引当金 △310,794 △308,666 

 投資その他資産合計 1,909,986 2,823,354 

固定資産合計 2,965,243 3,605,214 

繰延資産 13,621 22,377 

資産合計 8,588,820 11,640,325 
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８ページ （３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

 

【訂正前】 

（単位：千円） 

 

当第３四半期連結累計期間 

(自 平成20年４月１日 

至 平成20年12月31日) 

 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純損失（△） △839,351 

減価償却費 124,083 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △509 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 14,642 

賞与引当金の増減額（△は減少） △150,082 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △5,000 

受取利息及び受取配当金 △1,943 

支払利息 13,530 

為替差損益（△は益） 5,906 

持分法による投資損益（△は益） △8,111 

投資有価証券評価損益（△は益） 485,868 

複合金融商品評価損 405,000 

通貨オプション評価損 28,083 

売上債権の増減額（△は増加） 2,593,219 

たな卸資産の増減額（△は増加） △133,466 

仕入債務の増減額（△は減少） △1,246,077 

前受収益の増減額（△は減少） 76,664 

その他 △37,748 

小計 1,324,709 

利息及び配当金の受取額 1,440 

利息の支払額 △11,665 

法人税等の支払額 △444,639 

営業活動によるキャッシュ・フロー 869,845 

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △101,210 

無形固定資産の取得による支出 △146,065 

投資有価証券の取得による支出 △58,000 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 ※2   14,183 

その他 △12,564 

投資活動によるキャッシュ・フロー △303,655 

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（△は減少） △400,000 

配当金の支払額 △134,930 

その他 △7,049 

財務活動によるキャッシュ・フロー △541,980 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △126 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 24,082 

現金及び現金同等物の期首残高 821,531 

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1  845,614 
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【訂正後】 

（単位：千円） 

 

当第３四半期連結累計期間 

(自 平成20年４月１日 

至 平成20年12月31日) 

 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純損失（△） △839,351 

減価償却費 253,383 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △509 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 14,642 

賞与引当金の増減額（△は減少） △150,082 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △5,000 

受取利息及び受取配当金 △1,943 

支払利息 13,530 

為替差損益（△は益） 5,906 

持分法による投資損益（△は益） △8,111 

投資有価証券評価損益（△は益） 485,868 

複合金融商品評価損 405,000 

通貨オプション評価損 28,083 

売上債権の増減額（△は増加） 2,593,219 

たな卸資産の増減額（△は増加） 8,695 

仕入債務の増減額（△は減少） △1,246,077 

前受収益の増減額（△は減少） 76,664 

その他 131,634 

小計 1,765,554 

利息及び配当金の受取額 1,440 

利息の支払額 △11,665 

法人税等の支払額 △444,639 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,310,690 

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △101,210 

無形固定資産の取得による支出 △586,910 

投資有価証券の取得による支出 △58,000 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 ※2   14,183 

その他 △12,564 

投資活動によるキャッシュ・フロー △744,500 

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（△は減少） △400,000 

配当金の支払額 △134,930 

その他 △7,049 

財務活動によるキャッシュ・フロー △541,980 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △126 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 24,082 

現金及び現金同等物の期首残高 821,531 

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1  845,614 

 

 

 



 7

 

13ページ [参考資料] 前年同四半期に係る財務諸表等 

【訂正前】 

（２） （要約） 四半期連結キャッシュフロー計算書 

前第3四半期連結累計期間（平成19年4月1日～12月31日） 

 

前年同四半期 

(平成20年3月期 

第3四半期) 

区  分 金  額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期(当期)純利益 462,002 

減価償却費 116,335 

引当金の増加額（△減少額） △62,197 

受取利息及び受取配当金 △113,902 

支払利息 28,274 

為替差損益 3,706 

持分法による投資損失(△投資利益) △621 

投資有価証券評価損 129,607 

複合金融商品評価損 83,400 

売上債権の減少額 227,738 

たな卸資産の減少額（△増加額） △238,007 

仕入債務の増加額 204,112 

その他流動資産減少額（△増加額） △173,957 

その他流動負債の増加額（△減少額） △177,791 

その他 △23,370 

小  計 465,329 

利息及び配当金の受取額 77,233 

利息の支払額 △21,342 

法人税等の支払額 △204,213 

営業活動によるキャッシュ・フロー 317,006 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形・無形固定資産の取得による支出 △68,654 

投資有価証券の取得による支出 △592,109 

投資有価証券の売却による収入 200,250 

短期貸付金の純増減額 1,047 

その他 54,282 

投資活動によるキャッシュ・フロー △405,183 

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 △220,000 

株式の発行による収入 12,500 

配当金の支払額 △129,470 

その他 △277 

財務活動によるキャッシュ・フロー △337,247 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 36 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 △425,388 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 776,078 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 350,690 
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【訂正後】 

（２） （要約） 四半期連結キャッシュフロー計算書 

前第3四半期連結累計期間（平成19年4月1日～12月31日） 

 

前年同四半期 

(平成20年3月期 

第3四半期) 

区  分 金  額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期(当期)純利益 462,002 

減価償却費 280,412 

引当金の増加額（△減少額） △62,197 

受取利息及び受取配当金 △113,902 

支払利息 28,274 

為替差損益 3,706 

持分法による投資損失(△投資利益) △621 

投資有価証券評価損 129,607 

複合金融商品評価損 83,400 

売上債権の減少額 227,738 

たな卸資産の減少額（△増加額） △158,412 

仕入債務の増加額 204,112 

その他流動資産減少額（△増加額） △173,957 

その他流動負債の増加額（△減少額） △177,791 

その他 △8,145 

小  計 724,225 

利息及び配当金の受取額 77,233 

利息の支払額 △21,342 

法人税等の支払額 △204,213 

営業活動によるキャッシュ・フロー 575,902 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形・無形固定資産の取得による支出 △327,550 

投資有価証券の取得による支出 △592,109 

投資有価証券の売却による収入 200,250 

短期貸付金の純増減額 1,047 

その他 54,282 

投資活動によるキャッシュ・フロー △664,079 

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 △220,000 

株式の発行による収入 12,500 

配当金の支払額 △129,470 

その他 △277 

財務活動によるキャッシュ・フロー △337,247 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 36 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 △425,388 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 776,078 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 350,690 

以上 


