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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2四半期決算短信」の一部訂正について 

 

平成20年11月14日に発表いたしました「平成21年3月期 第2四半期決算短信」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2四半期決算短信」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2四半期末の連結総資産残高は、前年度末比2,956百万円減少し、8,683百万円となりました。 

 流動資産は、前度末に比べ2,642百万円減少し、5,652百万円となりました、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308百万円減少し、3,014百万円となりました。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2,361百万円減少し、3,889百万円となりました。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７百万円増加し、557百万円となり、大きな変動はありませんでした。 

 純資産は、前年度末に比べ603百万円減少し、4,236百万円となりました。これは主に利益剰余金の減少による

ものです。 

 当第2四半期末の連結自己資本比率は48.8%（前連結会計年度末比7.2ポイント増）、１株当たり連結純資産額

は719円72銭（前度末比103円62銭減）となりました。 

 

（ キャッシュ・フローの状況） 

当第2四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34百万円減

少し、787百万円となりました。 

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、税金等調整前四半期純損失は375百万円となりましたが、売上債権の

減少が2,569百万円、仕入債務の増加が1,114百万円等により、合計で1,429百万円の資金獲得となりました。 

 

「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225 百万円の
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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、短期借入金が 1,100 百万円減少したこと等により、1,239 百万円の

資金支出となりました。 

 

【訂正後】 

当第２四半期末の連結総資産残高は、前年度末比2,956百万円減少し、8,683百万円となりました。 

 流動資産は、前度末に比べ2,645百万円減少し、5,367百万円となりました、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305百万円減少し、3,299百万円となりました。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2,361百万円減少し、3,889百万円となりました。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７百万円増加し、557百万円となり、大きな変動はありませんでした。 

 純資産は、前年度末に比べ603百万円減少し、4,236百万円となりました。これは主に利益剰余金の減少による

ものです。 

 当第2四半期末の連結自己資本比率は48.8%（前連結会計年度末比7.2ポイント増）、１株当たり連結純資産額

は719円72銭（前度末比103円62銭減）となりました。 

 

（ キャッシュ・フローの状況） 

当第2四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34百万円減

少し、787百万円となりました。 

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、税金等調整前四半期純損失は375百万円となりましたが、売上債権の

減少が2,569百万円、仕入債務の増加が1,114百万円等により、合計で1,672百万円の資金獲得となりました。 

 

「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468 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、短期借入金が 1,100 百万円減少したこと等により、1,239 百万円の

資金支出となりました。 
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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２四半期連結会計期間

末 

(平成20年９月30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 787,182 821,531 

受取手形及び売掛金 2,459,235 5,029,401 

商品 1,519,613 1,765,148 

仕掛品 306,817 178,794 

貯蔵品 37,682 23,246 

その他 577,306 527,016 

貸倒引当金 △35,811 △50,840 

流動資産合計 5,652,027 8,294,298 

固定資産  

有形固定資産 ※  370,941 ※1  398,477 

無形固定資産 208,634 59,380 

投資その他の資産  

投資有価証券 1,548,352 1,911,650 

その他 1,193,173 1,262,805 

貸倒引当金 △306,285 △308,666 

 投資その他資産合計 2,435,239 2,865,790 

固定資産合計 3,014,816 3,323,648 

繰延資産 16,540 22,377 

資産合計 8,683,383 11,640,325 
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【訂正後】                                        （単位：千円） 

 

当第２四半期連結会計期間

末 

(平成20年9月30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 787,182 821,531 

受取手形及び売掛金 2,459,235 5,029,401 

商品 1,519,613 1,637,887 

仕掛品 21,886 24,489 

貯蔵品 37,682 23,246 

その他 577,306 527,016 

貸倒引当金 △35,811 △50,840 

流動資産合計 5,367,096 8,012,732 

固定資産  

有形固定資産 ※  370,941  398,477 

無形固定資産 493,565 383,382 

投資その他の資産  

投資有価証券 1,548,352 1,911,650 

その他 1,193,173 1,220,370 

貸倒引当金 △306,285 △308,666 

 投資その他資産合計 2,435,239 2,823,354 

固定資産合計 3,299,747 3,605,214 

繰延資産 16,540 22,377 

資産合計 8,683,383 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２四半期連結累計期間 

(自 平成20年４月１日 

  至 平成20年９月30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（△） △375,101 

減価償却費 76,292 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △17,409 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 10,296 

賞与引当金の増減額（△は減少） △112,313 

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 △1,243 

支払利息 10,395 

為替差損益（△は益） △750 

持分法による投資損益（△は益） △3,754 

投資有価証券評価損益（△は益） 460,677 

複合金融商品評価益 △71,850 

通貨オプション評価益 52,955 

売上債権の増減額（△は増加） 2,569,483 

たな卸資産の増減額（△は増加） 102,394 

仕入債務の増減額（△は減少） △1,114,180 

前受収益の増減額（△は減少） 250,713 

その他 △32,458 

小計 1,758,154 

利息及び配当金の受取額 758 

利息の支払額 △8,422 

法人税等の支払額 △320,659 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,429,830 

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 △46,492 

無形固定資産の取得による支出 △128,990 

投資有価証券の取得による支出 △58,000 

その他 8,411 

投資活動によるキャッシュ・フロー △225,071 

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） △1,100,000 

配当金の支払額 △134,930 

その他 △4,082 

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,239,013 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △94 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △34,349 

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 ※  787,182 
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【訂正後】 

 

（単位：千円） 

 

当第２四半期連結累計期間 

(自 平成20年４月１日 

  至 平成20年９月30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（△） △375,101 

減価償却費 190,569 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △17,409 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 10,296 

賞与引当金の増減額（△は減少） △112,313 

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 △1,243 

支払利息 10,395 

為替差損益（△は益） 750 

持分法による投資損益（△は益） △3,754 

投資有価証券評価損益（△は益） 460,677 

複合金融商品評価益 △71,850 

通貨オプション評価益 △52,955 

売上債権の増減額（△は増加） 2,569,483 

たな卸資産の増減額（△は増加） 105,759 

仕入債務の増減額（△は減少） △1,114,180 

前受収益の増減額（△は減少） 250,713 

その他 157,912 

小計 2,001,250 

利息及び配当金の受取額 758 

利息の支払額 △8,422 

法人税等の支払額 △320,659 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,672,927 

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 △46,492 

無形固定資産の取得による支出 △372,087 

投資有価証券の取得による支出 △58,000 

その他 8,411 

投資活動によるキャッシュ・フロー △468,168 

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） △1,100,000 

配当金の支払額 △134,930 

その他 △4,082 

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,239,013 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △94 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △34,349 

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 ※  787,182 
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10ページ 「参考資料」前年同四半期に係る財務諸表 

【訂正前】 

(2)中間連結キャッシュ・フロー計算書 

 

前中間期連結会計期間(自 

平成19年4月1日 

至 平成19年9月30日) 

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 57,690 

減価償却費 75,349 

長期前払費用の償却費 7,941 

退職給付引当金の増加額 6,802 

賞与引当金の減少額 △52,408 

貸倒引当金の増加額 52,576 

受取利息及び受取配当金 △76,229 

支払利息 19,748 

為替差損益 1,640 

持分法による投資損益 △509 

複合金融商品評価損 128,550 

投資有価証券評価損 129,607 

有形固定資産除却損 5,281 

通貨オプション評価損 19,548 

金利キャップ評価損 46 

売上債権の減少額 646,223 

たな卸資産の減少額 154,446 

その他流動資産の増加額 △86,917 

破産更生債権等の減少額 2,500 

仕入債務の減少額 △203,403 

その他流動負債の増加額 10,373 

未払消費税等の増加額 △3,445 

未払消費税等の減少額 △179,782 

その他 △50,616 

小  計 665,013 

利息及び配当金の受取額 77,761 

利息の支払額 △15,545 

法人税等の支払額 △209,555 

営業活動によるキャッシュ・フロー 517,674 

Ⅱ 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 △28,256 

無形固定資産の取得による支出 △8,727 

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 53,492 

投資活動によるキャッシュ・フロー △374,303 

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 △120,000 

株式の発行による収入 6,500 

配当金の支払額 △128,028 

その他 △205 

財務活動によるキャッシュ・フロー △241,734 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 882 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 △97,480 

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 678,597 
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【訂正後】 

 
(2)中間連結キャッシュ・フロー計算書 

 

前中間期連結会計期間

(自 平成19年4月1

日 

至 平成19年9月30

日) 

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 57,690 

減価償却費 199,761 

長期前払費用の償却費 7,941 

退職給付引当金の増加額 6,802 

賞与引当金の減少額 △52,408 

貸倒引当金の増加額 52,576 

受取利息及び受取配当金 △76,229 

支払利息 19,748 

為替差損益 1,640 

持分法による投資損益 △509 

複合金融商品評価損 128,550 

投資有価証券評価損 129,607 

有形固定資産除却損 5,281 

通貨オプション評価損 19,548 

金利キャップ評価損 46 

売上債権の減少額 646,223 

たな卸資産の減少額 234,041 

その他流動資産の増加額 △86,917 

破産更生債権等の減少額 2,500 

仕入債務の減少額 △203,403 

その他流動負債の増加額 10,373 

未払消費税等の増加額 △3,445 

未払消費税等の減少額 △179,782 

その他 △48,122 

小  計 871,512 

利息及び配当金の受取額 77,761 

利息の支払額 △15,545 

法人税等の支払額 △209,555 

営業活動によるキャッシュ・フロー 517,674 

Ⅱ 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 △28,256 

無形固定資産の取得による支出 △8,727 

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 53,492 

投資活動によるキャッシュ・フロー △374,303 

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 △120,000 

株式の発行による収入 6,500 

配当金の支払額 △128,028 

その他 △205 

財務活動によるキャッシュ・フロー △241,734 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 882 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 △97,480 

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 678,597 


