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平成21年６月９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19年３月期  決算短信」の一部訂正について 

 

平成19年5月15日に発表しました「平成19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19年３月期  決算短信」の該当ページ数の後、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 

19年3月期 2,719 △1,845 △431 776 

18年3月期 △60 △421 △1,157 331 

 

(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 

19年3月期 2,881 △2,008 △431 776 

18年3月期 221 △703 △1,157 331 

 

 

5ページ～6ページ 

（２）財政状態に関する分析 

 

（訂正前） 

 

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540,719千円減少、10,599,702千円となりました。 

流動資産については、売掛金及びたな卸資産の減少等により、前連結会計年度末に比べて 2,423,748 千円減少の、7,049,363 千円

となりました。 

 固定資産については、投資有価証券の取得、有形固定資産の取得により、前連結会計年度末に比べて1,848,975千円増加の、3,516,284

千円となりました。 

   流動負債については、買掛金の減少及び短期借入金の減少等により、前連結会計年度末に比べて2,375,472千円減少の、5,581,171

千円となりました。 

   固定負債については、長期借入金の返済、社債の償還等により、前連結会計年度末に比べて319,281千円減少の、 

464,076千円となりました。   

 負債合計の内、借入金と社債の合計額である有利子負債残高は、当連結会計年度で1,674,302千円減少しました。 
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 純資産の部につきましては、新規株式発行による増資及び利益剰余金の増加等により、前連結会計年度末比2,154,033千円増加の、

4,554,454千円となりました。なお自己資本比率は43.0％、１株当たり純資産額は768円48銭（前連結会計年度末比303円38銭増）

となりました。 

 

 ②キャッシュ・フローの状況 

 

 当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、776,078千円となり、前連結会計年度末と比較して444,097

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2,719,112千円（前連結会計年度は60,529千円の使用）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が1,058,594 千円であり、売上債権が 586,063 千円、たな卸資産が 2,103,080

千円減少したものです。支出の主な内訳は、仕入債務が1,560,173 千円減少したこと及び法人税等の支払が201,859 千円でありまし

た。 

 

（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1,845,501 千円（前連結会計年度比1,423,616千円減）となりました。 支出の主な内訳は、投資有価

証券の新規取得1,581,438 千円及び有形固定資産及び無形固定資産の新規取得189,651 千円などであり、投資有価証券の内訳は、手

許資金の運用目的の債券購入1,500,000千円と、事業目的の株式取得81,438千円であります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動に使用した資金は431,906千円（前連結会計年度比725,255千円減）となりました。 

 当社は平成19年３月９日、ジャスダック証券取引所に上場をしており、上場時に新規株式の発行を行ったことにより1,349,873千

円の収入がありました。支出の主な内訳は、短期借入金が910,000 千円の純減少、長期借入金は259,302 千円の純減少、社債の償還

による支出505,000千円、配当金の支払額が107,478千円であります。 

 

当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは次のとおりであります。 

 平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期 

 自己資本比率（％） 13.7 21.5  43.0 

 時価ベースの自己資本比率（％） －  －  76.2 

 キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） 12.0 －  0.6 

 インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 2.6 － 42.1 

・自己資本比率：自己資本／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／キャッシュ・フロー 

・インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

 （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・フローを利用おります。有利子負債は、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。 
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（訂正後） 

 

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540,719千円減少、10,599,702千円となりまし

た。 

流動資産については、売掛金及びたな卸資産の減少等により、前連結会計年度末に比べて2,324,042千円減少の、6,856,114千円と

なりました。 

  固定資産については、投資有価証券の取得、有形固定資産の取得により、前連結会計年度末に比べて 1,749,269 千円増加の、

3,709,534千円となりました。 

    流動負債については、買掛金の減少及び短期借入金の減少等により、前連結会計年度末に比べて2,375,472千円減少の、5,581,171

千円となりました。 

    固定負債については、長期借入金の返済、社債の償還等により、前連結会計年度末に比べて319,281千円減少の、 

464,076千円となりました。   

 負債合計の内、借入金と社債の合計額である有利子負債残高は、当連結会計年度で1,674,302千円減少しました。 

 純資産の部につきましては、新規株式発行による増資及び利益剰余金の増加等により、前連結会計年度末比2,154,033千円増加の、

4,554,454千円となりました。なお自己資本比率は43.0％、１株当たり純資産額は768円48銭（前連結会計年度末比303円38銭増）

となりました。 

 

②キャッシュ・フローの状況 

 当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、776,078千円となり、前連結会計年度末と比較して444,097

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2,881,992千円（前連結会計年度比2,660,887千円増）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が1,058,594 千円であり、売上債権が 586,063 千円、たな卸資産が 2,003,374

千円減少したものです。支出の主な内訳は、仕入債務が1,560,173 千円減少したこと及び法人税等の支払が201,859 千円でありまし

た。 

 

（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2,008,380 千円（前連結会計年度比1,304,861千円増）となりました。 支出の主な内訳は、投資有価

証券の新規取得1,581,438 千円及び有形固定資産及び無形固定資産の新規取得352,530 千円などであり、投資有価証券の内訳は、手

許資金の運用目的の債券購入1,500,000千円と、事業目的の株式取得81,438千円であります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動に使用した資金は431,906千円（前連結会計年度比725,255千円減）となりました。 

 当社は平成19年３月９日、ジャスダック証券取引所に上場をしており、上場時に新規株式の発行を行ったことにより1,349,873千

円の収入がありました。支出の主な内訳は、短期借入金が910,000 千円の純減少、長期借入金は259,302 千円の純減少、社債の償還

による支出505,000千円、配当金の支払額が107,478千円であります。 

 

当社グループのキャッシュ・フローの指標のトレンドは次のとおりであります。 

 平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期 

 自己資本比率（％） 13.7 21.5  43.0 

 時価ベースの自己資本比率（％） －  －  76.2 

 キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） 7.3 14.9 0.6 

 インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 4.3 2.6 44.6 

・自己資本比率：自己資本／総資産 

・時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産  
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・キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

・インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

 （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。 
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４．連結財務諸表 

（１）連結貸借対照表 

 

（訂正前） 

  
前連結会計年度 

（平成18年３月31日） 

当連結会計年度 

（平成19年３月31日） 
対前年比 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）

金額（千円） 

 

構成比

（％）

増減 

（千円） 

（資産の部）     

Ⅰ 流動資産           

１．現金及び預金    331,981   776,078   444,097

２．受取手形及び売掛金    4,300,732   3,721,665   △579,067

３．たな卸資産    4,069,167   1,970,840   △2,098,326

４．繰延税金資産    280,350   255,465   △24,884

５．その他    502,971   344,236   △158,734

貸倒引当金    △12,089   △18,921   △6,832

流動資産合計    9,473,112 85.0 7,049,363 66.5 △2,423,748

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産           

(1)建物及び構築物 ※２ 482,998   495,890     

減価償却累計額   358,017 124,980  363,636 132,254   7,273

(2)車両運搬具   14,751   25,202     

減価償却累計額   13,272 1,479  15,782 9,420   7,940

(3)工具器具備品   1,179,425   1,151,131     

減価償却累計額   946,146 233,278  862,683 288,447   55,168

(4)土地 ※２  22,326   22,326   －

有形固定資産合計    382,065 3.5  452,448 4.3 70,383

２．無形固定資産    79,327 0.7  71,288 0.7 △8,038

３．投資その他の資産           

(1)投資有価証券 ※1,2  562,962   2,305,766   1,742,803

(2)長期貸付金    42,289   27,031   △15,257

(3)差入保証金 ※２  563,936   581,003   17,066

(4)繰延税金資産     ―   62,269   62,269

(5)その他 ※２ 379,475 360,953  △18,522

貸倒引当金    △342,747   △344,477   △1,729

投資その他の資産合計    1,205,916 10.8  2,992,547 28.2 1,786,630

固定資産合計    1,667,309 15.0 3,516,284 33.2 1,848,975

４．繰延資産           

    株式交付費    ―  34,053   34,053

   繰延資産合計    ― ―  34,053 0.3 34,053

資産合計    11,140,421 100.0  10,599,702 100.0 △540,719
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（訂正後） 

  
前連結会計年度 

（平成18年３月31日） 

当連結会計年度 

（平成19年３月31日） 
前年比 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％）

増減 

（千円） 

（資産の部）          

Ⅰ 流動資産           

１．現金及び預金    331,981   776,078   444,097

２．受取手形及び売掛金    4,300,732   3,721,665   △579,067

３．たな卸資産    3,776,211 1,777,590   △1,998,621

４．繰延税金資産    280,350   255,465   △24,884

５．その他    502,971   344,236   △158,734

貸倒引当金    △12,089   △18,921   △6,832

流動資産合計    9,180,156 82.4 6,856,114 64.7 △2,324,042

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産           

(1)建物及び構築物 ※２ 482,998   495,890     

減価償却累計額   358,017 124,980  363,636 132,254   7,273

(2)車両運搬具   14,751   25,202     

減価償却累計額   13,272 1,479  15,782 9,420   7,940

(3)工具器具備品   1,179,425   1,151,131     

減価償却累計額   946,146 233,278  862,683 288,447   55,168

(4)土地 ※２  22,326   22,326   －

有形固定資産合計    382,065 3.5  452,448 4.3 70,383

２．無形固定資産      

(1)ソフトウェア  101,030 211,272  110,242

(2)ソフトウェア仮勘定  256,583 38,592  △217,991

(3)その他  14,669 14,673  4

無形固定資産計  372,283 3.3 264,538 2.5 △107,745

３．投資その他の資産           

(1)投資有価証券 ※1,2  562,962   2,305,766   1,742,803

(2)長期貸付金    42,289   27,031   △15,257

(3)差入保証金 ※２  563,936   581,003   17,066

(4)繰延税金資産     ―   62,269   62,269

(5)その他 ※２ 379,475 360,953 △18,522

貸倒引当金    △342,747   △344,477   △1,729

投資その他の資産合計    1,205,916 10.8  2,992,547 28.2 1,786,630

固定資産合計    1,960,265 17.6 3,709,534 35.0 1,848,975

４．繰延資産           

     株式交付費    ―  ―  34,053   34,053

    繰延資産合計    ― ―  34,053 0.3 34,053

資産合計    11,140,421 100.0  10,599,702 100.0 △540,719
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（訂正前） 

  

前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日

 至 平成18年３月31日)

当連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

 至 平成19年３月31日) 

対前年比 

区分 
注記

番号
金額（千円） 金額（千円） 

増減 

（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  1,473,854 1,058,594 △415,259 

減価償却費  129,914 146,137 16,223 

賞与引当金の増加額（△減少額）  ― 311,795 311,795 

退職給付引当金の増加額（△減少額）  25,571 △570 △26,142 

貸倒引当金の増加額（△減少額）  20,327 8,562 △11,765 

受取利息及び受取配当金  △5,042 △6,550 △1,508 

支払利息  86,327 64,619 △21,707 

為替差損益  △24,318 △3,994 20,323 

持分法による投資損失（△投資利益）  25,719 14,958 △10,761 

関係会社清算益  △99,348 ― 99,348 

投資有価証券売却益  ― △6,899 △6,899 

投資有価証券評価損  112,293 127,024 14,731 

通貨オプション評価損（△評価益）  △77,511 △21,084 56,427 

有形固定資産除却損  6,545 20,190 13,645 

売上債権の減少額（△増加額）  △162,593 586,063 748,657 

たな卸資産の減少額（△増加額）  △2,327,370 2,103,080 4,430,450 

その他流動資産の減少額（△増加額）  △43,863 15,469 59,333 

破産更生債権等の減少額（△増加額）  △268,101 6,522 274,624 

仕入債務の増加額（△減少額）  1,179,689 △1,560,173 △2,739,862 

その他流動負債の増加額（△減少額）  674,743 △305,017 △979,760 

役員賞与支払額  △1,000 △20,000 △19,000 

その他  △4,141 34,755 38,896 

小計  721,694 2,573,482 1,851,788 

利息及び配当金の受取額  4,147 4,429 282 

利息の支払額  △86,067 △60,658 25,408 

法人税等の支払額(△)又は還付額  △700,303 201,859 902,163 

営業活動によるキャッシュ・フロー  △60,529 2,719,112 2,779,642 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー       

定期預金の払戻による収入  250,002 ― △250,002 

有形固定資産の取得による支出  △122,985 △170,947 △47,961 

無形固定資産の取得による支出  △25,342 △18,703 6,638 

投資有価証券の売却による収入  ― 6,899 6,899 

投資有価証券の取得による支出  △494,605 △1,581,438 △1,086,832 

子会社株式の取得による支出  △498 ― 498 

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 △8,343 

短期貸付金の純増減額  3,390 △43,360 △46,750 

長期貸付金の回収による収入   ― 3,753 3,753 

長期貸付による支出  △40,850 ― 40,850 

差入保証金の減少（△増加）  3,999 △24,982 △28,981 

その他  5,005 △8,378 △13,383 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △421,884 △1,845,501 △1,423,616 

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  △646,959 △910,000 △263,040 

長期借入金の借入れによる収入  20,000 ― △20,000 

長期借入金の返済による支出  △289,494 △259,302 30,192 

社債の償還による支出  △210,000 △505,000 △295,000 

株式の発行による収入  ― 1,349,873 1,349,873 

配当金の支払額  △30,708 △107,478 △76,770 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △1,157,161 △431,906 725,255 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  24,318 2,391 △21,926 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額（又は減少額）  △1,615,257 444,097 2,059,355 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  1,956,684 331,981 △1,624,703 

Ⅶ 連結除外による現金及び現金同等物の減少額  △9,445 ― 9,445 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 331,981 776,078 444,097 
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（訂正後） 

  

前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日

至 平成18年３月31日)

当連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

対前年比 

区分 
注記

番号
金額（千円） 金額（千円） 

増減 

（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  1,473,854 1,058,594 △415,259 

減価償却費  276,034 227,525 △48,509 

賞与引当金の増加額（△減少額）  ― 311,795 311,795 

退職給付引当金の増加額（△減少額）  25,571 △570 △26,142 

貸倒引当金の増加額（△減少額）  20,327 8,562 △11,765 

受取利息及び受取配当金  △5,042 △6,550 △1,508 

支払利息  86,327 64,619 △21,707 

為替差損益  △24,318 △3,994 20,323 

持分法による投資損失（△投資利益）  25,719 14,958 △10,761 

関係会社清算益  △99,348 ― 99,348 

投資有価証券売却益  ― △6,899 △6,899 

投資有価証券評価損  112,293 127,024 14,731 

通貨オプション評価損（△評価益）  △77,511 △21,084 56,427 

有形固定資産除却損  6,545 20,190 13,645 

売上債権の減少額（△増加額）  △162,593 586,063 748,657 

たな卸資産の減少額（△増加額）  △2,267,414 2,003,374 4,270,788 

その他流動資産の減少額（△増加額）  △43,863 15,469 59,333 

破産更生債権等の減少額（△増加額）  △268,101 6,522 274,624 

仕入債務の増加額（△減少額）  1,179,689 △1,560,173 △2,739,862 

その他流動負債の増加額（△減少額）  674,743 △305,017 △979,760 

役員賞与支払額  △1,000 △20,000 △19,000 

その他  71,419 212,726 141,307 

小計  1,003,329 2,736,361 1,733,032 

利息及び配当金の受取額  4,147 4,429 282 

利息の支払額  △86,067 △60,658 25,408 

法人税等の支払額(△)又は還付額  △700,303 201,859 902,163 

営業活動によるキャッシュ・フロー  221,105 2,881,992 2,660,887 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー       

定期預金の払戻による収入  250,002 ― △250,002 

有形固定資産の取得による支出  △122,985 △170,947 △47,961 

無形固定資産の取得による支出  △306,977 △181,583 125,394 

投資有価証券の売却による収入  ― 6,899 6,899 

投資有価証券の取得による支出  △494,605 △1,581,438 △1,086,832 

子会社株式の取得による支出  △498 ― 498 

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 △8,343 

短期貸付金の純増減額  3,390 △43,360 △46,750 

長期貸付金の回収による収入   ― 3,753 3,753 

長期貸付による支出  △40,850 ― 40,850 

差入保証金の減少（△増加）  3,999 △24,982 △28,981 

その他  5,005 △8,378 △13,383 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △703,519 △2,008,380 △1,304,861 

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  △646,959 △910,000 △263,040 

長期借入金の借入れによる収入  20,000 ― △20,000 

長期借入金の返済による支出  △289,494 △259,302 30,192 

社債の償還による支出  △210,000 △505,000 △295,000 

株式の発行による収入  ― 1,349,873 1,349,873 

配当金の支払額  △30,708 △107,478 △76,770 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △1,157,161 △431,906 725,255 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  24,318 2,391 △21,926 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額（又は減少額）  △1,615,257 444,097 2,059,355 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  1,956,684 331,981 △1,624,703 

Ⅶ 連結除外による現金及び現金同等物の減少額  △9,445 ― 9,445 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 331,981 776,078 444,097 
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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17年４月１日 

     至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 

   至 平成19年３月31日） 

４．会計処理基準に関する事項     

(1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法 

イ. 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

  決算日の市場価格等に基づく時価法（評

価差額は全部資本直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により算定）を採用し

ております。 

イ. 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

時価のないもの 

 移動平均法による原価法を採用しており

ます。 

時価のないもの 

同左 

ロ. デリバティブ 

  時価法 

ロ. デリバティブ 

同左 

ハ. たな卸資産 

（イ）商品 

  総平均法による原価法を採用しておりま

す。 

ハ. たな卸資産 

（イ）商品 

同左 

（ロ）仕掛品 

  個別法による原価法を採用しておりま

す。 

（ロ）仕掛品 

同左 

（ハ）貯蔵品 

  個別法による原価法を採用しておりま

す。 

（ハ）貯蔵品 

同左 

(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 

同左 

 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17年４月１日 

     至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 

   至 平成19年３月31日） 

４．会計処理基準に関する事項     

(1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法 

イ. 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

  決算日の市場価格等に基づく時価法（評

価差額は全部資本直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により算定）を採用し

ております。 

イ. 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

時価のないもの 

 移動平均法による原価法を採用しており

ます。 

時価のないもの 

同左 

ロ. デリバティブ 

  時価法 

ロ. デリバティブ 

同左 

ハ. たな卸資産 

（イ）商品 

  総平均法による原価法を採用しておりま

す。 

ハ. たな卸資産 

（イ）商品 

同左 

（ロ）仕掛品 

  個別法による原価法を採用しておりま

す。 

（ロ）仕掛品 

同左 

（ハ）貯蔵品 

  個別法による原価法を採用しておりま

す。 

（ハ）貯蔵品 

同左 

(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 

同左 

 ロ. 無形固定資産 

市場販売目的のソフトウェア 

見込販売収益に基づく償却額と

残存有効期間（３年以内）に基づく

均等配分額とを比較し、いずれか大

きい額を減価償却費として計上して

おります。 

自社利用のソフトウェア 

  社内における見込利用可能期間

（５年）に基づく定額法を採用してお

ります。 

その他の無形固定資産 

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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５．個別財務諸表 

（１）貸借対照表 

（訂正前） 

 

  
  

前事業年度 

（平成18年３月31日） 

当事業年度 

（平成19年３月31日） 
対前年比 

区分 
注記

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比 

（％） 

増減 

（千円） 

（資産の部）          

Ⅰ 流動資産          

１．現金及び預金 ※１  244,364   745,556   501,191

２．受取手形    168,034   37,324   △130,709

３．売掛金    4,000,201   3,544,812   △455,389

４．商品    2,960,669 1,787,295   △1,173,373

５．仕掛品    970,787 58,893   △911,893

６．貯蔵品    37,616   34,559   △3,056

７．前払費用    178,550   197,709   19,159

８．関係会社短期貸付金    ―   135,185   135,185

９. 未収法人税等還付金  205,585 ―  △205,585

1０. 繰延税金資産    280,350   255,465   △24,884

1１．その他    134,345   25,845   △108,500

貸倒引当金    △12,089   △17,500   △5,410

流動資産合計    9,168,415 83.6 6,805,148 64.8 △2,363,267

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産           

(1) 建物   463,435   495,890     

減価償却累計額   344,376 119,058  363,636 132,254   13,196

(2) 車両運搬具   14,751   25,202     

減価償却累計額   13,272 1,479  15,782 9,420   7,940

(3) 工具器具備品   1,079,223   1,064,439     

減価償却累計額   877,890 201,332  819,242 245,197   43,865

(4) 土地     ―   22,326   22,326

有形固定資産合計    321,869 2.9  409,198 3.9 87,328

２．無形固定資産           

(1) 電話加入権    14,471   14,673   201

(2) ソフトウェア    56,789 51,546  △5,243

無形固定資産合計    71,261 0.7 66,220 0.6 △5,041

３．投資その他の資産           

(1) 投資有価証券 ※１  534,227   2,277,789   1,743,562

(2) 関係会社株式    233,067   229,692   △3,374

(3) 関係会社長期貸付金    42,289   27,031   △15,257

(4) 破産更生債権等    321,199   314,677   △6,522

(5) 差入保証金 ※１  558,133   574,946   16,812

(6) 繰延税金資産   ―   62,269   62,269

(7) その他 ※１  58,074   46,275   △11,798

貸倒引当金    △342,747   △344,477   △1,729

投資その他の資産合計    1,404,244 12.8  3,188,205 30.4 1,783,961

固定資産合計    1,797,376 16.4 3,663,624 34.9 1,866,248

Ⅲ．繰延資産            

１．株式交付費    ―   34,053   34,053

繰延資産合計    ― ―  34,053 0.3 34,053

資産合計    10,965,791 100.0  10,502,826 100.0 △462,965
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（訂正後） 

 

  
  

前事業年度 

（平成18年３月31日） 

当事業年度 

（平成19年３月31日） 
対前年比 

区分 
注記

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比 

（％） 

増減 

（千円） 

（資産の部）            

Ⅰ 流動資産            

１．現金及び預金     244,364   745,556  501,191

２．受取手形     168,034   37,324  △130,709

３．売掛金     4,000,201   3,544,812  △455,389

４．商品     2,924,296   1,632,639  △1,291,657

５．仕掛品     714,204   20,300  △693,904

６．貯蔵品     37,616   34,559  △3,056

７．前払費用     178,550   197,709  19,159

８．関係会社短期貸付金     ―   135,185  135,185

９. 未収法人税等還付金   205,585 ―  △205,585

1０. 繰延税金資産     280,350   255,465  △24,884

1１．その他     134,345   25,846  △108,500

貸倒引当金     △12,089   △17,500  △5,410

流動資産合計     8,875,459 80.9  6,611,898 63.0 △2,260,503

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産           

(1) 建物   463,435   495,890    

減価償却累計額   344,376 119,058  363,636 132,254  13,196

(2) 車両運搬具   14,751   25,202    

減価償却累計額   13,272 1,479  15,782 9,420  7,940

(3) 工具器具備品   1,079,223   1,064,439    

減価償却累計額   877,890 201,332  819,242 245,197  43,865

(4) 土地      ―   22,326  22,326

有形固定資産合計     321,869 2.9  409,198 3.9 87,328

２．無形固定資産            

(1) 電話加入権     14,471   14,673  201 

(2) ソフトウェア     93,162 206,203  113,041

(3)ソフトウェア仮勘定   256,583 38,592  △217,991

無形固定資産合計     364,217 3.4 259,469 2.4 △104,748

３．投資その他の資産           

(1) 投資有価証券 ※１   534,227  2,277,789   1,743,562

(2) 関係会社株式     233,067  229,692   △3,374

(3) 関係会社長期貸付金     42,289  27,031  △15,257

(4) 破産更生債権等     321,199  314,677  △6,522

(5) 差入保証金 ※１   558,133  574,946  16,812

(6) 繰延税金資産     ―  62,269  62,269

(7) その他 ※１   58,074  46,275  △11,798

貸倒引当金     △342,747  △344,477  △1,729

投資その他の資産合計     1,404,244 12.8 3,188,205 30.4 1,783,961

固定資産合計     2,090,332 19.1 3,856,873 36.7 1,766,541

Ⅲ．繰延資産           

１．株式交付費     ―  34,053  34,053

繰延資産合計     ― ― 34,053 0.3 34,053

資産合計     10,965,791 100.0 10,502,826 100.0 △462,965
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売上原価明細書 

(1)システム売上原価明細書 

 

（訂正前） 

    

前事業年度 

（自 平成17年４月１日 

  至 平成18年３月31日）

当事業年度 

（自 平成18年４月１日 

  至 平成19年３月31日） 

対前年比 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比 

（％） 

増減 

（千円） 

   期首商品たな卸高   1,402,229  2,960,669   

   当期商品仕入高   11,672,330  6,166,098  △5,506,231

Ⅰ 外注費   348,491 32.9 299,295 29.5 △49,195

Ⅱ 労務費   358,424 33.7 312,251 30.7 △46,173

Ⅲ 経費 ※１ 353,219 33.4 403,700 39.8 50,481

当期発生原価   1,060,134 100.0 1,015,246 100.0 △44,887

期首仕掛品たな卸高  85,800 256,583  

期末仕掛品たな卸高  256,583 38,592  

他勘定振替高 ※２ △35,923 △60,784  

   期末商品たな卸高   2,960,669 1,787,295  

  当期システム売上原価   10,967,318  8,511,924   

        

    

原価計算の方法 

原価計算の方法は個別原価計算を

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 

開発費（千円） 200,988 237,716 

地代家賃（千円） 50,319 87,264 

減価償却費（千円） 18,745 23,705 

  

※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） 9,933 13,278 

工具器具備品（千円） 6,710 26,411 

ソフトウェア（千円） ― 1,151 

貯蔵品（千円） 19,279 19,942 
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（訂正後） 

    

前事業年度 

（自 平成17年４月１日 

  至 平成18年３月31日）

当事業年度 

（自 平成18年４月１日  

至 平成19年３月31日） 

 対前年比 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比 

（％） 

増減 

（千円） 

   期首商品たな卸高   1,255,029 2,924,296   

   当期商品仕入高   11,672,330  6,166,098   △5,506,231

Ⅰ 外注費   348,491 27.1 299,295 23.4 △49,195

Ⅱ 労務費   358,424 28.0 312,251 24.4 △46,173

Ⅲ 経費 ※１ 574,898 44.9 666,286 52.2 91,388

当期発生原価   1,281,813 100.0 1,277,832 100.0 △3,981

他勘定振替高 ※２ 317,558 223,664   

   期末商品たな卸高   2,924,296 1,632,639   

  当期システム売上原価   10,967,318  8,511,924   

         

    

原価計算の方法 

原価計算の方法は、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 

開発費（千円） 200,988 237,716 

地代家賃（千円） 50,319 87,264 

減価償却費（千円） 164,865 105,093 

  

※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） 9,933 13,278 

工具器具備品（千円） 6,710 26,411 

ソフトウェア（千円） 281,635 164,030 

貯蔵品（千円） 19,279 19,942 
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重要な会計方針 

 

（訂正前） 

項目 
前事業年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19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 

同左 

   建物        ３～15年 

  車両運搬具     ２～６年 

  工具器具備品    ３～８年 

 

 (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 

 

 

（訂正後） 

項目 
前事業年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19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 

 同左 

   建物        ３～15年 

  車両運搬具     ２～６年 

  工具器具備品    ３～８年 

 

 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 

 市場販売目的のソフトウェア 

見込販売収益に基づく償却額と残

存有効期間（３年以内）に基づく均

等配分額とを比較し、いずれか大き

い額を減価償却費として計上して

おります。 

自社利用のソフトウェア 

  社内における見込利用可能期間

（５年）に基づく定額法を採用して

おります。 

その他の無形固定資産 

定額法を採用しております。 

同左 

 

 

 

以上 




