
 
  

 

大阪証券取引所ニッポン・ニュー・マーケット－「ヘラクレス」市場  

2010 年 2 月 1 日 

株式会社ソフトフロント 

代表取締役社長 阪口 克彦 

（証券コード番号：2321） 

問い合わせ先：取締役財務・管理統括担当 

佐藤 健太郎 

電話番号：03-3568-7007 

（訂正） 

「平成22年3月期 第3四半期決算短信（非連結）」の一部訂正に関するお知らせ 

 

平成 22 年 1 月 29 日に発表いたしました「平成 22 年 3 月期 第 3 四半期決算短信（非連結）」の一

部に誤りがございましたので、下記のとおり訂正いたします。 

 

記 

1.訂正箇所 

「平成 22 年 3 月期 第 3 四半期決算短信（非連結）」 

6.その他の情報 （生産、受注及び販売の状況） (3)販売実績 注)２の表中の相手先 

2.訂正内容 

以下の誤記載のため。 

・相手先の社名で、「株式会社日の丸産業社」とすべきところ、「日の丸産業株式会社」と記載した。 

3.正誤表（誤りの部分は下線部分） 

＜訂正前＞ 

２.当第３四半期会計期間の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合

は次のとおりであります。 

前第３四半期会計期間 

(自 平成 20 年 10 月１日 

 至 平成 20 年 12 月 31 日)

当第３四半期会計期間 

(自 平成 21 年 10 月１日 

 至 平成 21 年 12 月 31 日)相手先 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

富士ゼロックス株式会社 25,044 11.7 42,798 21.9

株式会社ケイ・オプティコム 40,289 18.9 37,079 19.0

日の丸産業株式会社 6,131 2.9 22,390 11.5

三洋電機コンシューマエレクト

ロニクス株式会社 
－ － 21,500 11.0

株式会社エヌ・ティ・ティ・ド

コモ 
34,431 16.2 9,041 4.6



 
  

 

＜訂正後＞ 

２.当第３四半期会計期間の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合

は次のとおりであります。 

前第３四半期会計期間 

(自 平成 20 年 10 月１日 

 至 平成 20 年 12 月 31 日)

当第３四半期会計期間 

(自 平成 21 年 10 月１日 

 至 平成 21 年 12 月 31 日)相手先 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

富士ゼロックス株式会社 25,044 11.7 42,798 21.9

株式会社ケイ・オプティコム 40,289 18.9 37,079 19.0

株式会社日の丸産業社 6,131 2.9 22,390 11.5

三洋電機コンシューマエレクト

ロニクス株式会社 
－ － 21,500 11.0

株式会社エヌ・ティ・ティ・ド

コモ 
34,431 16.2 9,041 4.6

 

以 上 



(生産、受注及び販売の状況) 

(１)生産実績 

当第３四半期会計期間の生産実績を主要販売形態別に示すと次のとおりであります。 

注)１．金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．ソフトウエア販売の金額は、ソフトウエア提供のための製造原価を記載しております。 

  

(２)受注状況 

当第３四半期会計期間の受注状況を主要販売形態別に示すと次のとおりであります。  

注) 金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

６．その他の情報

  前第３四半期会計期間 当第３四半期会計期間 

増減 
区分 

（自 平成20年10月１日 

至 平成20年12月31日） 

（自 平成21年10月１日 

至 平成21年12月31日） 

  金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 増減率（％）

ソフトウエア販売  27,119  18.7  34,687  27.2  7,568  27.9

受託開発  118,192  81.3  92,897  72.8  △25,294  △ 21.4

合計  145,311  100.0  127,585  100.0  △17,725  △ 12.2

  前第３四半期会計期間 当第３四半期会計期間 

増減 
区分 

（自 平成20年10月１日 

至 平成20年12月31日） 

（自 平成21年10月１日 

至 平成21年12月31日） 

  
受注高 

（千円） 

受注残高 

（千円） 

受注高 

（千円） 

受注残高 

（千円） 

受注高 

（千円） 

受注残高 

（千円） 

ソフトウエア販売  38,461  16,902  48,050  69,457  9,588  52,555

受託開発  149,019  151,328  132,888  161,963  △16,130  10,634

合計  187,480  168,231  180,938  231,420  △6,541  63,189
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(３)販売実績 

当第３四半期会計期間の販売実績を主要販売形態別に示すと次のとおりであります。  

注)１．金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．当第３四半期会計期間の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとお

りであります。  

  

  前第３四半期会計期間 当第３四半期会計期間 

増減 
区分 

（自 平成20年10月１日 

至 平成20年12月31日） 

（自 平成21年10月１日 

至 平成21年12月31日） 

  金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 増減率（％）

ソフトウエア販売  41,058  19.3  41,548  21.3  489  1.2

受託開発  172,107  80.7  153,855  78.7  △18,252  △ 10.6

合計  213,166  100.0  195,403  100.0  △17,763  △ 8.3

  前第３四半期会計期間 当第３四半期会計期間 

相 手 先 
 (自 平成20年10月１日 

至 平成20年12月31日) 

(自 平成21年10月１日 

至 平成21年12月31日) 

  金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 

富士ゼロックス株式会社  25,044  11.7  42,798  21.9

株式会社ケイ・オプティコム  40,289  18.9  37,079  19.0

株式会社日の丸産業社  6,131  2.9  22,390  11.5

三洋電機コンシューマエレクトロニク

ス株式会社 
－ －  21,500  11.0

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ  34,431  16.2  9,041  4.6
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