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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20年3月期 決算短信」の一部訂正について 

 

平成20年5月15日に発表いたしました「平成20年3月期 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20年3月期 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 

 

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 

現金及び現金等価物期末
残高 

 百万円 百万円 百万円 百万円 

20年3月期 174 △352 223 821 

19年3月期 2,719 △1,845 △431 776 

 

【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

現金及び現金等価物期末
残高

 百万円 百万円 百万円 百万円 

20年3月期 545 △723 223 821 

19年3月期 2,881 △2,008 △431 776 

 

 

2ページ～5ページ  

１．経営成績 

【訂正前】 

(3) 財政状態に関する分析 

 ①資産、負債及び純資産の状況 

 当連結会計期間末の当社グループの総資産につきましては、前連結会計年度末比 1,040,623 千円増加、

11,640,325千円となりました。 
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流動資産については、売掛金の増加等により、前連結会計年度末に比べて1,244,934千円増加の、8,294,297千

円となりました。 

固定資産については、有形固定資産の減価償却による減少、投資有価証券の評価減等により、前連結会計年度末

に比べて192,636千円減少の、3,323,648千円となりました。 

 流動負債については、買掛金の増加、短期借入金の増加等により、前連結会計年度末に比べて669,413千円増加

の、6,250,584千円となりました。 

固定負債については、退職給付引当金の増加等により、前連結会計年度末に比べて86,339千円増加の、550,415

千円となりました。 

純資産の部につきましては、利益剰余金の増加等により、前連結会計年度末比284,870 千円増加の、4,839,324

千円となりました。 

 なお自己資本比率は41.6％、１株当たり純資産額は823円34銭（前連結会計年度末比54円86銭増）となりま

した。 

 

 ② キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、821,531千円となり、連結会計年度と

比較して45,453千円増加いたしました。 

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動から獲得した資金は174,589千円（前年同期は、2,719,112千円の獲得）となりました。   

 収入の主な内訳としては、税金等調整前当期純利益773,941千円、仕入債務の増加623,583千円、複合金融商品

評価損420,150千円等であり、支出の主な内訳は、売上債権の減少1,304,172千円、その他流動負債の減少額595,952

千円、法人税等の支払額239,464千円等であります。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動に使用した資金は352,119千円（前年同期は1,845,501千円の使用）となりました。 

収入の主な内訳は、投資有価証券の売却による収入200,250千円であり、支出の主な内訳は、投資有価証券の取

得による支出288,359千円、長期前払費用の支払額116,890千円等であります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動で獲得した資金は223,096千円（前年同期は431,906千円の使用）となりました。 

 収入の内訳は、短期借入金の純増加430,000千円、株式の発行による収入12,500千円であり、支出の主な内訳

は、配当金の支払額129,543千円等であります。 

 

 （キャッシュ・フロー関連指標の推移）         

 平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期 成20年３月期 

 自己資本比率（％） 13.7 21.5 43.0 41.6

 時価ベースの自己資本比率（％） － － 75.5 57.5

 キャッシュフロー対有利子負債比率（年） 12.0 － 0.6 11.7

 インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 2.6 － 42.1 4.9

・自己資本比率：株主資本／総資産 

・時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産  

・キャッシュフロー対有利子負債比率：有利子負債／営業活動によるキャッシュ・フロー 
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・インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業活動によるキャッシュ・フロー／支払利息 

 （注）１．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

２．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数により算出しております。また当社は平成19年３

月期に上場したため、平成17年３月期及び平成18年３月期の時価ベースの自己資本比率については

記載をしておりません。  

３．キャッシュフローは、営業キャッシュフローを利用しております。有利子負債負債は、連結貸借対照

表に計上されている負債のうち、利子を支払っているすべての負債を対象にしております。 

４．平成18年３月期においては、営業活動によるキャッシュ・フローがマイナスになっておりますので、

キャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオを記載しておりません。 

 

 

【訂正後】 

(3) 財政状態に関する分析 

 ①資産、負債及び純資産の状況 

 当連結会計期間末の当社グループの総資産につきましては、前連結会計年度末比 1,040,623 千円増加、

11,640,325千円となりました。 

流動資産については、売掛金の増加等により、前連結会計年度末に比べて1,156,619千円増加の、8,012,732千

円となりました。 

固定資産については、有形固定資産の減価償却による減少、投資有価証券の評価減等により、前連結会計年度末

に比べて104,318千円減少の、3,605,215千円となりました。 

 流動負債については、買掛金の増加、短期借入金の増加等により、前連結会計年度末に比べて669,413千円増加

の、6,250,584千円となりました。 

固定負債については、退職給付引当金の増加等により、前連結会計年度末に比べて86,339千円増加の、550,415

千円となりました。 

純資産の部につきましては、利益剰余金の増加等により、前連結会計年度末比284,870 千円増加の、4,839,324

千円となりました。 

 なお自己資本比率は41.6％、１株当たり純資産額は823円34銭（前連結会計年度末比54円86銭増）となりま

した。 

 

②キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、821,531千円となり、連結会計年度と

比較して45,453千円増加いたしました。 

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動から獲得した資金は545,492千円（前年同期は、2,881,992千円の獲得）となりました。   

 収入の主な内訳としては、税金等調整前当期純利益773,941千円、現金支出を伴わない費用・損失項目としての

複合金融商品評価損420,150千円に加え、仕入債務の増加623,583千円等であり、支出の主な内訳は、売上債権の

増加1,304,172千円、その他流動負債の減少額595,952千円、法人税等の支払額239,464千円等であります。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動に使用した資金は723,023千円（前年同期は2,008,381千円の使用）となりました。 

 収入の主な内訳は、投資有価証券の売却による収入200,250千円であり、支出の主な内訳は、投資有価証券の

取得による支出288,359千円、長期前払費用の支払額116,890千円等であります。 
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（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動で獲得した資金は223,096千円（前年同期は431,906千円の使用）となりました。 

 収入の内訳は、短期借入金の純増加430,000千円、株式の発行による収入12,500千円であり、支出の主な内訳

は、配当金の支払額129,543千円等であります。 

 

 

 （キャッシュ・フロー関連指標の推移）         

 平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期 成20年３月期 

 自己資本比率（％） 13.7 21.5 43.0 41.6

 時価ベースの自己資本比率（％） － － 75.5 57.5

 キャッシュフロー対有利子負債比率（年） 12.0 － 0.6 11.7

 インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 5.2 2.5 44.6 15.2

・フリー・キャッシュフロー：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 

・自己資本比率：株主資本／総資産 

・時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産  

・キャッシュフロー対有利子負債比率：有利子負債／営業活動によるキャッシュ・フロー 

・インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業活動によるキャッシュ・フロー／支払利息 

 （注）１．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

２．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数により算出しております。また当社は平成19年３

月期に上場したため、平成17年３月期及び平成18年３月期の時価ベースの自己資本比率については

記載をしておりません。  

３．キャッシュフローは、営業キャッシュフローを利用しております。有利子負債負債は、連結貸借対照

表に計上されている負債のうち、利子を支払っているすべての負債を対象にしております。 

４．（削除） 
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１１ページ ４．連結財務諸表 

 

【訂正前】 

 

 (1)連結貸借対照表 

    
前連結会計年度 

（平成19年３月31日） 

当連結会計年度 

（平成20年３月31日） 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％）

（資産の部）          

Ⅰ 流動資産          

１．現金及び預金    776,078    821,531  

２．受取手形及び売掛金    3,721,665    5,029,401  

３．たな卸資産    1,970,840  1,967,189  

４．繰延税金資産    255,465    195,311  

５．その他    344,236    331,705  

貸倒引当金    △18,921    △50,840  

流動資産合計    7,049,363 66.5  8,294,298 71.3

Ⅱ 固定資産          

１．有形固定資産          

(1)建物及び構築物   495,890   497,094   

減価償却累計額   363,636 132,254  385,924 111,169  

(2)車両運搬具   25,202   19,556   

減価償却累計額   15,782 9,420  13,331 6,225  

(3)工具器具備品   1,151,131   1,142,851   

減価償却累計額   862,683 288,447  889,644 253,206  

(4)土地    22,326    22,326  

(5)建設仮勘定    ―    5,550  

有形固定資産合計    452,448 4.3   398,477 3.4

２．無形固定資産    71,288 0.7  59,380 0.5

３．投資その他の資産          

(1)投資有価証券 ※1  2,305,766    1,911,650  

(2)長期貸付金    27,031    ―  

(3)差入保証金    581,003    580,360  

(4)繰延税金資産     62,269    196,308  
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前連結会計年度 

（平成19年３月31日） 

当連結会計年度 

（平成20年３月31日） 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％）

(5)その他  360,953  486,136

貸倒引当金    △344,477    △308,666  

投資その他の資産合計    2,992,547 28.2   2,865,790 24.6

固定資産合計    3,516,284 33.2  3,323,648 28.5

Ⅲ 繰延資産          

   １．株式交付費    34,053    22,377  

   繰延資産合計    34,053 0.3   22,377 0.2

資産合計    10,599,702 100.0   11,640,325 100.0
           

 

【訂正後】 

 

(1)連結貸借対照表 

    
前連結会計年度 

（平成19年３月31日） 

当連結会計年度 

（平成20年３月31日） 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％）

（資産の部）          

Ⅰ 流動資産          

１．現金及び預金    776,078    821,531  

２．受取手形及び売掛金    3,721,665    5,029,401  

３．たな卸資産    1,777,590  1,685,623  

４．繰延税金資産    255,465    195,311  

５．その他    344,236    331,705  

貸倒引当金    △18,921    △50,840  

流動資産合計    6,856,114 64.7  8,012,732 68.8

Ⅱ 固定資産          

１．有形固定資産          

(1)建物及び構築物   495,890   497,094   

減価償却累計額   363,636 132,254  385,924 111,169  

(2)車両運搬具   25,202   19,556   

減価償却累計額   15,782 9,420  13,331 6,225  
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前連結会計年度 

（平成19年３月31日） 

当連結会計年度 

（平成20年３月31日） 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％）

(3)工具器具備品   1,151,131   1,142,851   

減価償却累計額   862,683 288,447  889,644 253,206  

(4)土地    22,326    22,326  

(5)建設仮勘定    ―    5,550  

有形固定資産合計    452,448 4.3   398,477 3.4

２．無形固定資産     

(1)ソフトウェア  211,272  188,722

(2)ソフトウェア仮勘定  38,592  179,986

(3)その他  14,673  14,673

無形固定資産計  264,538 2.5  383,382 3.2

３．投資その他の資産          

(1)投資有価証券 ※1  2,305,766    1,911,650  

(2)長期貸付金    27,031    ―  

(3)差入保証金    581,003    580,360  

(4)繰延税金資産     62,269    196,308  

(5)その他  360,953  443,701

貸倒引当金    △344,477    △308,666  

投資その他の資産合計    2,992,547 28.2   2,823,354 24.6

固定資産合計    3,709,534 35.0  3,605,215 30.9

Ⅲ 繰延資産          

   １．株式交付費    34,053    22,377  

   繰延資産合計    34,053 0.3   22,377 0.2

資産合計    10,599,702 100.0   11,640,325 100.0
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１６ページ～１７ページ ４．連結財務諸表 

【訂正前】 

(4)連結キャッシュ・フロー計算書 

    

前連結会計年度 

(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19年４月１日 

  至 平成20年３月31日)

区分 
注記

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  1,058,594 773,941

減価償却費  146,137 165,351

長期前払費用の償却額   3,226 18,441

賞与引当金の増加額（△減少額）  311,795 △735

役員賞与引当金の増加額（△減少額）  ― 5,000

退職給付引当金の増加額（△減少額）  △570 16,722

貸倒引当金の増加額（△減少額）  8,562 △3,892

受取利息及び受取配当金  △6,550 △154,759

支払利息  64,619 35,801

為替差損益  △3,994 14,331

持分法による投資損失  14,958 20,764

投資有価証券売却益  △6,899 ―

投資有価証券評価損  127,024 156,801

複合金融商品評価損  ― 420,150

通貨オプション評価損（△評価益）  △21,084 132,608

金利キャップ評価損  1,254 46

有形固定資産除却損  20,190 5,507

売上債権の減少額（△増加額）  586,063 △1,304,172

たな卸資産の減少額  2,103,080 6,224

その他流動資産の減少額（△増加額）  15,469 △50,194

破産更生債権等の減少額  6,522 6,011

仕入債務の増加額（△減少額）  △1,560,173 623,583

その他流動負債の減少額  △305,017 △595,952

役員賞与支払額  △20,000 ―

その他  30,274 △2,318

小計  2,573,482 289,262

利息及び配当金の受取額  4,429 152,747

利息の支払額  △60,658 △27,956

法人税等の支払額(△)又は還付額  201,859 △239,464

営業活動によるキャッシュ・フロー  2,719,112 174,589
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前連結会計年度 

(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19年４月１日 

  至 平成20年３月31日)

区分 

注

記

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

有形固定資産の取得による支出 △170,947 △74,970

無形固定資産の取得による支出 △18,703 △55,565

投資有価証券の売却による収入 6,899 200,250

投資有価証券の取得による支出 △1,581,438 △288,359

関連会社株式の取得による支出 ― △74,500

連結範囲の変更を伴う子会社株式 ※２ △8,343 ―

短期貸付金の純増減額 △43,360 ―

長期貸付金の回収による収入 3,753 ―

差入保証金の減少（△増加） △24,982 772

長期前払費用の支払額 ― △116,890

その他 △8,378 57,143

投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,845,501 △352,119

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 △910,000 430,000

長期借入金の返済による支出 △259,302 ―

社債の償還による支出 △505,000 ―

株式の発行による収入 1,349,873 12,500

配当金の支払額 △107,478 △129,543

その他 ― △89,859

財務活動によるキャッシュ・フロー △431,906 223,096

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 2,391 △112

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額（又は減少額） 444,097 45,453

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 331,981 776,078

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 776,078 821,531
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【訂正後】 

    

前連結会計年度 

(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19年４月１日 

  至 平成20年３月31日)

区分 
注記

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 1,058,594 773,941

減価償却費  227,525 362,498

長期前払費用の償却額 3,226 18,441

賞与引当金の増加額（△減少額） 311,795 △735

役員賞与引当金の増加額（△減少額） ― 5,000

退職給付引当金の増加額（△減少額） △570 16,722

貸倒引当金の増加額（△減少額） 8,562 △3,892

受取利息及び受取配当金 △6,550 △154,759

支払利息 64,619 35,801

為替差損益 △3,994 14,331

持分法による投資損失 14,958 20,764

投資有価証券売却益 △6,899 ―

投資有価証券評価損 127,024 156,801

複合金融商品評価損 ― 420,150

通貨オプション評価損（△評価益） △21,084 132,608

金利キャップ評価損 1,254 46

有形固定資産除却損 20,190 5,507

売上債権の減少額（△増加額） 586,063 △1,304,172

たな卸資産の減少額  2,003,374 94,540

その他流動資産の減少額（△増加額） 15,469 △50,194

破産更生債権等の減少額 6,522 6,011

仕入債務の増加額（△減少額） △1,560,173 623,583

その他流動負債の減少額 △305,017 △595,952

役員賞与支払額 △20,000 ―

その他  211,472 83,121

小計  2,736,362 660,165

利息及び配当金の受取額 4,429 152,747

利息の支払額 △60,658 △27,956

法人税等の支払額(△)又は還付額 201,859 △239,464

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,881,992 545,492
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前連結会計年度 

(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19年４月１日 

  至 平成20年３月31日)

区分 
注記

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 

有形固定資産の取得による支出 △170,947 △74,970

無形固定資産の取得による支出 △181,583 △426,469

投資有価証券の売却による収入 6,899 200,250

投資有価証券の取得による支出 △1,581,438 △288,359

関連会社株式の取得による支出  ― △74,500

連結範囲の変更を伴う子会社株式 

の売却による支出 
※２ △8,343 ―

短期貸付金の純増減額 △43,360 ―

長期貸付金の回収による収入 3,753 ―

差入保証金の減少（△増加） △24,982 772

長期前払費用の支払額 ― △116,890

その他 △8,378 57,143

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,008,380 △723,023

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 △910,000 430,000

長期借入金の返済による支出 △259,302 ―

社債の償還による支出 △505,000 ―

株式の発行による収入 1,349,873 12,500

配当金の支払額 △107,478 △129,543

その他 ― △89,859

財務活動によるキャッシュ・フロー  △431,906 223,096

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  2,391 △112

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額（又は減

少額） 
 444,097 45,453

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  331,981 776,078

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 776,078 821,531
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２１ページ 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

【訂正前】 

項目 

前連結会計年度 

（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19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

４．会計処理基準に関する事

項 

    

(2) 重要な減価償却資産

の 減価償却の方法 

 

イ. 有形固定資産 

  当社及び連結子会社は定率法を

採用しております。 

  なお、主な耐用年数は次のとおり

であります。 

建物及び構築物     ３～15年 

車両運搬具       ２～６年 

工具器具備品      ３～８年 

 

イ. 有形固定資産 

 当社及び連結子会社は定率法を採用

しております。 なお、主な耐用年数

は次のとおりであります。 

建物及び構築物     ３～15年 

車両運搬具       ２～６年 

工具器具備品      ３～８年 

 

(会計方針の変更） 法人税法改正に

伴い、当連結会計年度より平成 19 年

４月１日以降に取得した有形固定資

産について、改正後の法人税法に基づ

く減価償却の方法に変更しておりま

す。 

 これにより営業利益、経常利益及び

税金等調整前当期純利益は、それぞれ

5,132千円減少しております。 

(追加情報) 

 法人税法改正に伴い、平成 19 年３

月 31 日以前に取得した資産について

は、改正前の法人税法に基づく減価償

却の方法の適用により取得価額の 5％

に到達した連結会計年度の翌連結会

計年度より、取得価額の 5％相当額と

備忘価額との差額を５年間にわたり

均等償却し、減価償却費に含めて計上

しております。 

 これにより営業利益、経常利益及び

税金等調整前当期純利益は、それぞれ

6,072千円減少しております。 

 ロ. 無形固定資産 

当社及び連結子会社は定額法を採用

しております。 

なお、自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における見込利用可能期間

(５年)による定額法を採用しており

ます。 

 

ロ. 無形固定資産 

同左 
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【訂正後】 

項目 

前連結会計年度 

（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19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

４．会計処理基準に関する事

項 

    

(2) 重要な減価償却資産

の 減価償却の方法 

 

イ. 有形固定資産 

  当社及び連結子会社は定率法を

採用しております。 

  なお、主な耐用年数は次のとおり

であります。 

建物及び構築物     ３～15年 

車両運搬具       ２～６年 

工具器具備品      ３～８年 

 

イ. 有形固定資産 

 当社及び連結子会社は定率法を採用

しております。 なお、主な耐用年数

は次のとおりであります。 

建物及び構築物     ３～15年 

車両運搬具       ２～６年 

工具器具備品      ３～８年 

  

(会計方針の変更） 法人税法改正に

伴い、当連結会計年度より平成 19 年

４月１日以降に取得した有形固定資

産について、改正後の法人税法に基づ

く減価償却の方法に変更しておりま

す。 

 これにより営業利益、経常利益及び

税金等調整前当期純利益は、それぞれ

5,132千円減少しております。 

(追加情報) 

 法人税法改正に伴い、平成 19 年３

月 31 日以前に取得した資産について

は、改正前の法人税法に基づく減価償

却の方法の適用により取得価額の 5％

に到達した連結会計年度の翌連結会

計年度より、取得価額の 5％相当額と

備忘価額との差額を５年間にわたり

均等償却し、減価償却費に含めて計上

しております。 

 これにより営業利益、経常利益及び

税金等調整前当期純利益は、それぞれ

6,072千円減少しております。 

 ロ. 無形固定資産 

当社及び連結子会社は定額法を採用

しております。 

なお、自社販売目的のソフトウェアに

ついては、見込販売数量または見込販

売収益に基づく償却方法（主として見

込有効期間３年以内）を採用し、自社

利用のソフトウェアについては、社内

における見込利用可能期間(５年)に

よる定額法を採用しております。 

 

ロ. 無形固定資産 

同左 
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３８ページ ５．個別財務諸表 

【訂正前】 

（１）貸借対照表 

 

  
  

前事業年度 

（平成19年３月31日） 

当事業年度 

（平成20年３月31日） 

区分 
注記

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％）

（資産の部）          

Ⅰ 流動資産          

１．現金及び預金    745,556    804,882  

２．受取手形    37,324    57,044  

３．売掛金    3,544,812    4,889,862  

４．商品    1,787,295  1,705,982  

５．仕掛品    58,893  178,794  

６．貯蔵品    34,559    23,246  

７. 前渡金     368    2,395  

８．前払費用    197,709    259,821  

９．関係会社短期貸付金    135,185    75,047  

10. 繰延税金資産    255,465    195,311  

11．その他    25,476    16,369  

貸倒引当金    △17,500    △50,009  

流動資産合計    6,805,148 64.8  8,158,749 70.6

Ⅱ 固定資産          

１．有形固定資産          

(1) 建物   495,890   497,094   

減価償却累計額   363,636 132,254  385,924 111,169  

(2) 車両運搬具   25,202   19,556   

減価償却累計額   15,782 9,420  13,331 6,225  

(3) 工具器具備品   1,064,439   1,047,659   

減価償却累計額   819,242 245,197  833,083 214,576  

(4) 土地     22,326    22,326  

(5) 建設仮勘定     ―    5,550  

有形固定資産合計    409,198 3.9   359,847 3.1

２．無形固定資産          

(1) 電話加入権    14,673    14,673  

(2) ソフトウェア    51,546  56,525

(3) その他    ―  25,680

無形固定資産合計    66,220 0.6  96,878 0.8

３．投資その他の資産          

(1) 投資有価証券    2,277,789    1,788,302  

(2) 関係会社株式    229,692    175,243  

(3）出資金     10    10  

(4）長期前払費用     ―    177,460  

(5) 関係会社長期貸付金    27,031    ―  

(6) 破産更生債権等    314,677    308,666  

(7) 繰延税金資産    62,269    196,308  

(8) 差入保証金    574,946    574,913  
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前事業年度 

（平成19年３月31日） 

当事業年度 

（平成20年３月31日） 

区分 
注記

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％）

(9) その他    46,265    ―  

貸倒引当金    △344,477    △308,666  

投資その他の資産合計    3,188,205 30.4   2,912,239 25.3

固定資産合計    3,663,624 34.9  3,368,965 29.2

Ⅲ．繰延資産           

１．株式交付費    34,053    22,377  

繰延資産合計    34,053 0.3   22,377 0.2

資産合計    10,502,826 100.0   11,550,093 100.0
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【訂正後】 

（１）貸借対照表 

 

  
  

前事業年度 

（平成19年３月31日） 

当事業年度 

（平成20年３月31日） 

区分 
注記

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％）

（資産の部）          

Ⅰ 流動資産          

１．現金及び預金    745,556    804,882  

２．受取手形    37,324    57,044  

３．売掛金    3,544,812    4,889,862  

４．商品    1,632,639  1,578,721  

５．仕掛品    20,300  24,489  

６．貯蔵品    34,559    23,246  

７. 前渡金     368    2,395  

８．前払費用    197,709    259,821  

９．関係会社短期貸付金    135,185    75,047  

10. 繰延税金資産    255,465    195,311  

11．その他    25,476    16,369  

貸倒引当金    △17,500    △50,009  

流動資産合計    6,611,899 62.9  7,877,183 68.2

Ⅱ 固定資産          

１．有形固定資産          

(1) 建物   495,890   497,094   

減価償却累計額   363,636 132,254  385,924 111,169  

(2) 車両運搬具   25,202   19,556   

減価償却累計額   15,782 9,420  13,331 6,225  

(3) 工具器具備品   1,064,439   1,047,659   

減価償却累計額   819,242 245,197  833,083 214,576  

(4) 土地     22,326    22,326  

(5) 建設仮勘定     ―    5,550  

有形固定資産合計    409,198 3.9   359,847 3.1

２．無形固定資産          

(1) 電話加入権    14,673    14,673  

(2) ソフトウェア    206,203  183,785

(3) ソフトウェア仮勘定    38,592  179,986

無形固定資産合計    259,469 2.4  378,445 3.2

３．投資その他の資産          

(1) 投資有価証券    2,277,789    1,788,302  

(2) 関係会社株式    229,692    175,243  

(3）出資金     10    10  

(4）長期前払費用     ―    177,460  

(5) 関係会社長期貸付金    27,031    ―  
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前事業年度 

（平成19年３月31日） 

当事業年度 

（平成20年３月31日） 

区分 
注記

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％）

(6) 破産更生債権等    314,677    308,666  

(7) 繰延税金資産    62,269    196,308  

(8) 差入保証金    574,946    574,913  

(9) その他    46,265    ―  

貸倒引当金    △344,477    △308,666  

投資その他の資産合計    3,188,205 30.4   2,912,239 25.3

固定資産合計    3,856,873 36.7  3,650,532 31.6

Ⅲ．繰延資産           

１．株式交付費    34,053    22,377  

繰延資産合計    34,053 0.3   22,377 0.2

資産合計    10,502,826 100.0   11,550,093 100.0
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４１ページ 売上原価明細書 

【訂正前】 

(1) システム売上原価明細書 

    

前事業年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

当事業年度 

（自 平成19年４月１日

至 平成20年３月31日）

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

構成比 

（％） 
金額（千円） 

構成比

（％）

   期首商品たな卸高   2,960,669 1,787,295  

   当期商品仕入高   6,166,098  5,802,845  

Ⅰ 外注費   299,295 29.5 765,041 51.4

Ⅱ 労務費   312,251 30.7 566,197 38.1

Ⅲ 経費 ※１ 403,700 39.8 155,606 10.5

当期発生原価   1,015,246 100.0 1,486,846 100.0

期首仕掛品たな卸高   256,583 38,592 

  合計   1,271,829 1,525,438 

   期末仕掛品たな卸高   38,592 154,305 

他勘定振替高 ※２ 60,784 38,344 

   期末商品たな卸高   1,787,295 1,705,982 

   当期システム売上原価   8,511,924  7,216,947  

       

    
原価計算の方法 

個別原価計算を採用しております。 

 原価計算の方法 

同左 

（注）※１．主な内訳は次のとおりであります。 

項目 前事業年度 当事業年度 

地代家賃（千円） 87,264 72,873 

減価償却費（千円） 23,705 20,546 

事務消耗品費（千円） 21,137 15,836 

  

※２．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 

項目 前事業年度 当事業年度 

事務消耗品費（千円） 13,278 7,367 

工具器具備品（千円） 26,411 22,754 

ソフトウェア（千円） 1,151 945 

貯蔵品（千円） 19,942 7,277 
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【訂正後】 

(1) システム売上原価明細書 

    

前事業年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

当事業年度 

（自 平成19年４月１日

至 平成20年３月31日）

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

構成比 

（％） 
金額（千円） 

構成比

（％）

   期首商品たな卸高   2,924,296 1,632,639  

   当期商品仕入高   6,166,098  5,802,845  

Ⅰ 外注費   299,295 23.4 765,041 43.2

Ⅱ 労務費   312,251 24.4 566,197 31.9

Ⅲ 経費 ※１ 666,286 52.1 438,193 24.7

当期発生原価   1,277,829 100.0 1,769,433 100.0

他勘定振替高 ※２ 223,664 409,247 

   期末商品たな卸高   1,632,639 1,578,721 

   当期システム売上原価   8,511,924  7,216,947 

        

    
原価計算の方法 

個別原価計算を採用しております。 

 原価計算の方法 

同左 

（注）※１．主な内訳は次のとおりであります。 

項目 前事業年度 当事業年度 

地代家賃（千円） 87,264 72,873 

減価償却費（千円） 105,093 217,694 

事務消耗品費（千円） 21,137 15,836 

  

※２．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 

項目 前事業年度 当事業年度 

事務消耗品費（千円） 13,278 7,367 

工具器具備品（千円） 26,411 22,754 

ソフトウェア（千円） 164,030 371,848 

貯蔵品（千円） 19,942 7,277 

  



 20

４６ページ 重要な会計方針 

 

【訂正前】 

項目 
前事業年度 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

４．固定資産の減価償却の

方法 

(1）有形固定資産 

  定率法を採用しております。 

  なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。 

(1）有形固定資産 

 定率法を採用しております。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

   建物        ３～15年 

  車両運搬具     ２～６年 

  工具器具備品    ３～８年 

 

建物        ３～15年 

  車両運搬具     ２～６年 

  工具器具備品    ３～８年 

 

   (会計方針の変更） 法人税法改正に

伴い、当事業年度より平成19年４月１

日以降に取得した有形固定資産につ

いて、改正後の法人税法に基づく減価

償却の方法に変更しております。 こ

れにより営業利益、経常利益及び税引

前当期純利益は、それぞれ5,132千円

減少しております。(追加情報) 法人

税法改正に伴い、平成19年３月31日以

前に取得した資産については、改正前

の法人税法に基づく減価償却の方法

の適用により取得価額の5％に到達し

た事業年度の翌事業年度により、取得

価額の5％相当額と備忘価額との差額

を５年間にわたり均等償却し、減価償

却費に含めて計上しております。 こ

れにより営業利益、経常利益及び税引

前当期純利益はそれぞれ6,072千円減

少しております。 

 

 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 

  自社利用のソフトウェアについて

は、社内における見込利用可能期間

(５年)による定額法を採用してお

ります。 

同左 
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【訂正後】 

項目 
前事業年度 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

４．固定資産の減価償却の

方法 

(1）有形固定資産 

  定率法を採用しております。 

  なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。 

(1）有形固定資産 

 定率法を採用しております。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

   建物        ３～15年 

  車両運搬具     ２～６年 

  工具器具備品    ３～８年 

 

建物        ３～15年 

  車両運搬具     ２～６年 

  工具器具備品    ３～８年 

   (会計方針の変更） 法人税法改正に

伴い、当事業年度より平成19年４月１

日以降に取得した有形固定資産につ

いて、改正後の法人税法に基づく減価

償却の方法に変更しております。 こ

れにより営業利益、経常利益及び税引

前当期純利益は、それぞれ5,132千円

減少しております。(追加情報) 法人

税法改正に伴い、平成19年３月31日以

前に取得した資産については、改正前

の法人税法に基づく減価償却の方法

の適用により取得価額の5％に到達し

た事業年度の翌事業年度により、取得

価額の5％相当額と備忘価額との差額

を５年間にわたり均等償却し、減価償

却費に含めて計上しております。 こ

れにより営業利益、経常利益及び税引

前当期純利益はそれぞれ6,072千円減

少しております。 

 

 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 

   定額法を採用しております。 

なお、自社販売目的のソフトウェアに

ついては、見込販売数量または見込販

売収益に基づく償却方法（主として見

込有効期間３年以内）を採用し、自社

利用のソフトウェアについては、社内

における見込利用可能期間(５年)に

よる定額法を採用しております。 

同左 

 

 

以上 


