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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1四半期決算短信」の一部訂正について 

 

平成20年8月12日に発表いたしました「平成21年3月期 第1四半期決算短信」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1四半期決算短信」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】 

(1) 資産、負債、純資産の状況 

 当第１四半期末の連結総資産残高は、前年度末比2,504,002千円減少し、9,136,322千円となりました。 

 流動資産は、前度末に比べ2,395,912千円減少し、5,898,386千円となりました、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105,171千円減少し、3,218,477千円となりました。これは主に投資有価証券の減

少によるものです。 

 流動負債は、前年度末に比べ1,994,538千円減少し、4,256,045千円となりました。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11,552千円増加し、561,968千円となり、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521,016千円減少し、4,318,308千円となりました。これは主に利益剰余金の減少に

よるものです。 

 当第１四半期末の連結自己資本比率は47.1%（前連結会計年度末比5.5ポイント増）、１株当たり連結純資産額

は734円00銭（前度末比89円34銭減）となりました。 

 

(2) キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ89,300千

円増加し、第１四半期連結会計期間末には910,831千円となりました。 

 各キャッシュ・フローの状況と、それらの主な要因は次の通りであります。 
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（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 売上債権が2,298,521千円減少した一方で、仕入債務の減少1,243,307千円などにより、905,626千円の資金獲

得となりました。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 有形固定資産、無形固定資産の取得等により、128,752千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） 

 短期借入金の返済550,000千円、配当金の支払134,930千円等により。686,178千円の資金支出となりました。 

 

【訂正後】 

(1) 資産、負債、純資産の状況 

 当第１四半期末の連結総資産残高は、前年度末比2,504,002千円減少し、9,136,322千円となりました。 

 流動資産は、前度末に比べ2,304,559千円減少し、5,708,172千円となりました、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196,523千円減少し、3,408,690千円となりました。これは主に投資有価証券の減

少によるものです。 

 流動負債は、前年度末に比べ1,994,538千円減少し、4,256,045千円となりました。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11,552千円増加し、561,968千円となり、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521,016千円減少し、4,318,308千円となりました。これは主に利益剰余金の減少に

よるものです。 

 当第１四半期末の連結自己資本比率は47.1%（前連結会計年度末比5.5ポイント増）、１株当たり連結純資産額

は734円00銭（前度末比89円34銭減）となりました。 

 

(2) キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ89,300千

円増加し、第１四半期連結会計期間末には910,831千円となりました。 

 各キャッシュ・フローの状況と、それらの主な要因は次の通りであります。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 売上債権が2,298,521千円減少した一方で、仕入債務の減少1,243,307千円などにより、978,795千円の資金獲

得となりました。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 有形固定資産、無形固定資産の取得等により、201,920千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） 

 短期借入金の返済550,000千円、配当金の支払134,930千円等により、686,178千円の資金支出となりました。 
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ページ５ 四半期連結財務諸表 

【訂正前】 

（１）四半期連結貸借対照表                            （単位：千円） 

 
当第１四半期連結会計期間

末 

(平成20年６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 910,831 821,531 

受取手形及び売掛金 2,721,529 5,029,401 

商品 1,481,047 1,765,148 

仕掛品 118,437 178,794 

貯蔵品 28,895 23,246 

その他 697,598 527,016 

貸倒引当金 △59,953 △50,840 

流動資産合計 5,898,386 8,294,298 

固定資産  

有形固定資産 ※  375,264  398,477 

無形固定資産 161,983 59,380 

投資その他の資産  

投資有価証券 1,735,214 1,911,650 

その他 1,253,681 1,262,805 

貸倒引当金 △307,666 △308,666 

 投資その他資産合計 2,681,229 2,865,790 

固定資産合計 3,218,477 3,323,648 

繰延資産 19,459 22,377 

資産合計 9,136,322 11,640,325 
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【訂正後】 

（１）四半期連結貸借対照表                               （単位：千円） 

 
当第１四半期連結会計期間

末 

(平成20年６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 910,831 821,531 

受取手形及び売掛金 2,721,529 5,029,401 

商品 1,394,495 1,637,887 

仕掛品 14,775 24,489 

貯蔵品 28,895 23,246 

その他 697,598 527,016 

貸倒引当金 △59,953 △50,840 

流動資産合計 5,708,172 8,012,732 

固定資産  

有形固定資産 ※  375,264  398,477 

無形固定資産 352,197 383,382 

投資その他の資産  

投資有価証券 1,735,214 1,911,650 

その他 1,253,681 1,220,370 

貸倒引当金 △307,666 △308,666 

 投資その他資産合計 2,681,229 2,823,354 

固定資産合計 3,408,690 3,605,214 

繰延資産 19,459 22,377 

資産合計 9,136,322 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】 

 

当第1四半期連結累計期間 

(自 平成20年４月１日 

  至 平成20年６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（△） △440,885 

減価償却費 37,301 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 8,113 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 9,890 

賞与引当金の増減額（△は減少） △215,399 

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 △742 

支払利息 7,817 

為替差損益（△は益） △161 

持分法による投資損益（△は益） △13,457 

投資有価証券評価損損（△は益） 460,677 

複合金融商品評価益 △241,350 

通貨オプション評価益 △74,368 

売上債権の増減額（△は増加） 2,298,521 

たな卸資産の増減額（△は増加） 329,471 

仕入債務の増減額（△は減少） △1,243,307 

前受収益の増減額（△は減少） 245,580 

その他 83,646 

小計 1,246,348 

利息及び配当金の受取額 446 

利息の支払額 △5,697 

法人税等の支払額 △335,470 

営業活動によるキャッシュ・フロー 905,626 

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 △32,269 

無形固定資産の取得による支出 △72,128 

投資有価証券の取得による支出 △24,000 

その他 △353 

投資活動によるキャッシュ・フロー △128,752 

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） △550,000 

配当金の支払額 △134,930 

その他 △1,247 

財務活動によるキャッシュ・フロー △686,178 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,396 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 89,300 

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 ※  910,831 
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【訂正後】 

 

（単位：千円） 

 

当第1四半期連結累計期間 

(自 平成20年４月１日 

  至 平成20年６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（△） △440,885 

減価償却費 114,033 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 8,113 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 9,890 

賞与引当金の増減額（△は減少） △215,399 

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 △742 

支払利息 7,817 

為替差損益（△は益） △161 

持分法による投資損益（△は益） △13,457 

投資有価証券評価損損（△は益） 460,677 

複合金融商品評価益 △241,350 

通貨オプション評価益 △74,368 

売上債権の増減額（△は増加） 2,298,521 

たな卸資産の増減額（△は増加） 238,119 

仕入債務の増減額（△は減少） △1,243,307 

前受収益の増減額（△は減少） 245,580 

その他 171,435 

小計 1,319,516 

利息及び配当金の受取額 446 

利息の支払額 △5,697 

法人税等の支払額 △335,470 

営業活動によるキャッシュ・フロー 978,795 

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 △32,269 

無形固定資産の取得による支出 △145,297 

投資有価証券の取得による支出 △24,000 

その他 △353 

投資活動によるキャッシュ・フロー △201,920 

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） △550,000 

配当金の支払額 △134,930 

その他 △1,247 

財務活動によるキャッシュ・フロー △686,178 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,396 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 89,300 

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 ※  910,831 
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ページ11 （２） （要約）四半期連結キャッシュフロー計算書 

【訂正前】 

 

前年同四半期 

(平成20年3月期 

第1四半期) 

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)純損失 △161,059 

減価償却費 36,088 

引当金の増加額（△減少額） △189,602 

受取利息及び受取配当金 △39,122 

支払利息 11,513 

為替差損益 △5,087 

持分法による投資損失（△投資利益） 2,314 

投資有価証券評価損 124,999 

売上債権の減少額 726,246 

たな卸資産の減少額（△増加額） 284,624 

仕入債務の増加額 △348,971 

その他流動資産減少額（△増加額） △111,206 

その他流動負債の増加額（△減少額） △88,822 

その他 △24,029 

小  計 217,885 

利息及び配当金の受取額 － 

利息の支払額 △8,182 

法人税等の支払額 △192,474 

営業活動によるキャッシュ・フロー 17,228 

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 △13,049 

無形固定資産の取得による支出 △21,053 

投資有価証券の取得による支出 △541,750 

その他 33,492 

投資活動によるキャッシュ・フロー △542,360 

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 30,000 

株式の発行による収入 4,500 

配当金の支払額 △130,383 

その他 － 

財務活動によるキャッシュ・フロー △95,883 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 133 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 △620,881 

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 155,196 
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【訂正後】 

 

前年同四半期 

(平成20年3月期 

第1四半期) 

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)純損失 △161,059 

減価償却費 160,499 

引当金の増加額（△減少額） △189,602 

受取利息及び受取配当金 △39,122 

支払利息 11,513 

為替差損益 △5,087 

持分法による投資損失（△投資利益） 2,314 

投資有価証券評価損 124,999 

売上債権の減少額 726,246 

たな卸資産の減少額（△増加額） 364,218 

仕入債務の増加額 △348,971 

その他流動資産減少額（△増加額） △111,206 

その他流動負債の増加額（△減少額） △88,822 

その他 44,808 

小  計 490,729 

利息及び配当金の受取額 － 

利息の支払額 △8,182 

法人税等の支払額 △192,474 

営業活動によるキャッシュ・フロー 290,072 

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 △13,049 

無形固定資産の取得による支出 △293,897 

投資有価証券の取得による支出 △541,750 

その他 33,492 

投資活動によるキャッシュ・フロー △815,204 

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 30,000 

株式の発行による収入 4,500 

配当金の支払額 △130,383 

その他 － 

財務活動によるキャッシュ・フロー △95,883 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 133 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 △620,881 

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 155,196 

 

以上 


