
 

 

 

 

 

平成22年２月19日 

各  位 

東京都中央区日本橋二丁目１番３号 

ソフトブレーン株式会社 

代表取締役社長 秋山 真咲 

（コード番号 4779 東証第一部） 

問合せ先 専務取締役 豊田 浩文 

ＴＥＬ （03）6214－1700（代表） 

 

（訂正）「平成21年12月期決算短信」の一部訂正に関するお知らせ 

 

 平成22年２月５日に公表いたしました「平成21年12月期決算短信」の記載内容の一部に誤りが

ございましたので、下記のとおり訂正いたします。なお、訂正箇所には下線を付しております。 

 

記 

 

【訂正箇所】 

１．９ページ 「４．連結財務諸表 （１）連結貸借対照表」 

 

２．14ページ 「４．連結財務諸表 （４）連結キャッシュ・フロー計算書」 

 

３．19ページ 「４．連結財務諸表 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」 

 

４．34ページ 「５．個別財務諸表 （１）貸借対照表」 

 

５．35ページ 「５．個別財務諸表 （２）損益計算書」 

 

６．43ページ 「５．個別財務諸表 重要な会計方針」 

 

７．45ページ 「５．個別財務諸表 注記事項 （損益計算書関係）」 

 

 



１．９ページ 「４．連結財務諸表 （１）連結貸借対照表」 

（訂正前） 

（単位：千円）

前連結会計年度 当連結会計年度 

（平成20年12月31日） （平成21年12月31日） 

負債の部 

 流動負債 

  支払手形及び買掛金 132,577 143,678

  未払金 － 115,682

  短期借入金 1,037,986 558,088

  未払法人税等 26,086 46,669

  前受金 164,363 149,686

  賞与引当金 － 34,544

  役員賞与引当金 － 16,499

  返品調整引当金 178 5,475

  繰延税金負債 5,756 －

  その他 207,677 104,812

  流動負債合計 1,574,625 1,175,136

<後略> 

 

 

（訂正後） 

（単位：千円）

前連結会計年度 当連結会計年度 

（平成20年12月31日） （平成21年12月31日） 

負債の部 

 流動負債 

  支払手形及び買掛金 132,577 143,678

  未払金 － 115,682

  未払役員賞与 － 16,499

  短期借入金 1,037,986 558,088

  未払法人税等 26,086 46,669

  前受金 164,363 149,686

  賞与引当金 － 34,544

  返品調整引当金 178 5,475

  繰延税金負債 5,756 －

  その他 207,677 104,812

  流動負債合計 1,574,625 1,175,136

<後略> 

 

 



２．14ページ 「４．連結財務諸表 （４）連結キャッシュ・フロー計算書」 

（訂正前） 

（単位：千円）

前連結会計年度 当連結会計年度 

（自 平成20年１月１日 （自 平成21年１月１日 

 至 平成20年12月31日）  至 平成21年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー 

<中略> 

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 42,063 △891

 賞与引当金の増減額（△は減少） － 44,267

 返品調整引当金の増減額（△は減少） △1,211 5,296

<中略> 

 仕入債務の増減額（△は減少） △23,729 7,643

 その他 △15,857 50,082

 小計 258,377 677,394

<後略> 

 

 

（訂正後） 

（単位：千円）

前連結会計年度 当連結会計年度 

（自 平成20年１月１日 （自 平成21年１月１日 

 至 平成20年12月31日）  至 平成21年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー 

<中略> 

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 42,063 △891

 賞与引当金の増減額（△は減少） － 34,246

 返品調整引当金の増減額（△は減少） △1,211 5,296

<中略> 

 仕入債務の増減額（△は減少） △23,729 7,643

 その他 △15,857 60,104

 小計 258,377 677,394

<後略> 

 

 



３．19ページ 「４．連結財務諸表 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） 

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 前連結会計年度 当連結会計年度 

項目 （自 平成20年１月１日 （自 平成21年１月１日 

 至 平成20年12月31日） 至 平成21年12月31日） 

 (2) 重要な減価償却資産の (イ) 有形固定資産 (イ) 有形固定資産 

   減価償却の方法 <中略> <中略> 

   

 (3) 重要な引当金の計上 ①貸倒引当金 ①貸倒引当金 

   基準 <中略> <中略> 

 ④     ――――― ④賞与引当金 

    当社及び連結子会社は従業員

の賞与にあてるため、当連結会計

年度の負担に属する次回支給見

込額を計上しております。 

 ⑤     ――――― ⑤役員賞与引当金 

    当社は取締役業績連動報酬の

支出に備えて、当連結会計年度に

おける内規に基づく支給見込額

を計上しております。 

 

 

（訂正後） 

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 前連結会計年度 当連結会計年度 

項目 （自 平成20年１月１日 （自 平成21年１月１日 

 至 平成20年12月31日） 至 平成21年12月31日） 

 (2) 重要な減価償却資産の (イ) 有形固定資産 (イ) 有形固定資産 

   減価償却の方法 <中略> <中略> 

   

 (3) 重要な引当金の計上 ①貸倒引当金 ①貸倒引当金 

   基準 <中略> <中略> 

 ④     ――――― ④賞与引当金 

    当社及び連結子会社は従業員

の賞与にあてるため、当連結会計

年度の負担に属する次回支給見

込額を計上しております。 

 

 



４．34ページ 「５．個別財務諸表 （１）貸借対照表」 

（訂正前） 

（単位：千円）

前事業計年度 当事業年度 

（平成20年12月31日） （平成21年12月31日） 

負債の部 

 流動負債 

  買掛金 ※１ 70,563 ※１ 41,271

  短期借入金 980,000 500,000

  未払金 ※１ 62,235 ※１ 79,501

  未払費用 19,785 13,860

  未払法人税等 6,907 11,022

  繰延税金負債 5,756 －

  前受金 153,963 134,555

  預り金 19,550 13,681

  賞与引当金 － 19,905

  役員賞与引当金 － 16,499

  その他 9,951 9,603

  流動負債合計 1,328,713 839,901

<後略> 

 

 

（訂正後） 

（単位：千円）

前事業計年度 当事業年度 

（平成20年12月31日） （平成21年12月31日） 

負債の部 

 流動負債 

  買掛金 ※１ 70,563 ※１ 41,271

  短期借入金 980,000 500,000

  未払金 ※１ 62,235 ※１ 79,501

  未払役員賞与 － 16,499

  未払費用 19,785 13,860

  未払法人税等 6,907 11,022

  繰延税金負債 5,756 －

  前受金 153,963 134,555

  預り金 19,550 13,681

  賞与引当金 － 19,905

  その他 9,951 9,603

  流動負債合計 1,328,713 839,901

<後略> 

 

 



５．35ページ 「５．個別財務諸表 （２）損益計算書」 

（訂正前） 

（単位：千円）

前事業計年度 当事業年度 

（自 平成20年１月１日 （自 平成21年１月１日 

至 平成20年12月31日） 至 平成21年12月31日） 

<前略> 

営業外収益 

 受取利息 3,016 ※３  1,771

 受取配当金 ※３ 30,000 －

 受取手数料 ※３ 42,117 ※３  1,194

 受取賃貸料 － 4,998

<中略> 

 その他 9,248 －

 営業外収入合計 94,341 17,749

営業外費用 

 支払利息 14,121 20,982

 雑損失 － 4,781

 その他 6,710 29

 営業外費用合計 20,831 25,793

<後略> 

 

 

（訂正後） 

（単位：千円）

前事業計年度 当事業年度 

（自 平成20年１月１日 （自 平成21年１月１日 

至 平成20年12月31日） 至 平成21年12月31日） 

<前略> 

営業外収益 

 受取利息 3,016 ※３  1,771

 受取配当金 ※３ 30,000 －

 受取手数料 ※３ 42,117 ※３  1,194

 受取賃貸料 － ※３  4,998

<中略> 

 その他 9,248 －

 営業外収入合計 94,341 17,749

営業外費用 

 支払利息 14,121 20,982

 雑損失 － ※３  4,781

 その他 6,710 29

 営業外費用合計 20,831 25,793

<後略> 



６．43ページ 「５．個別財務諸表 重要な会計方針」 

（訂正前） 

重要な会計方針 

 前事業年度 当事業年度 

項目 （自 平成20年１月１日 （自 平成21年１月１日 

 至 平成20年12月31日） 至 平成21年12月31日） 

４ 引当金の計上基準 ①貸倒引当金 ①貸倒引当金 

   売上債権等の貸倒損失に備え

るため、一般債権については貸倒

実績率法、貸倒懸念債権及び破産

更生債権については財務内容評

価法によっております。 

同左 

 ②     ――――― ②賞与引当金 

    従業員の賞与にあてるため、当

事業年度の負担に属する次回支

給見込額を計上しております。 

 ③     ――――― ③役員賞与引当金 

    取締役業績連動報酬の支出に

備えて、当事業年度における内規

に基づく支給見込額を計上して

おります。 

 

 

（訂正後） 

重要な会計方針 

 前事業年度 当事業年度 

項目 （自 平成20年１月１日 （自 平成21年１月１日 

 至 平成20年12月31日） 至 平成21年12月31日） 

４ 引当金の計上基準 ①貸倒引当金 ①貸倒引当金 

   売上債権等の貸倒損失に備え

るため、一般債権については貸倒

実績率法、貸倒懸念債権及び破産

更生債権については財務内容評

価法によっております。 

同左 

 ②     ――――― ②賞与引当金 

    従業員の賞与にあてるため、当

事業年度の負担に属する次回支

給見込額を計上しております。 

 

 



７．45ページ 「５．個別財務諸表 注記事項 （損益計算書関係）」 

（訂正前） 

注記事項 

（損益計算書関係）  

前事業年度 当事業年度 

（自 平成20年１月１日 （自 平成21年１月１日 

至 平成20年12月31日） 至 平成21年12月31日） 

<前略> <前略> 

※３ 関係会社との取引にかかるものが次のとおり

   含まれております。 

※３ 関係会社との取引にかかるものが次のとおり

   含まれております。 

    受取配当金        30,000千円     受取利息          1,026千円 

    受取手数料        42,117     受取手数料         1,194千円 

<後略> <後略> 

 

 

（訂正後） 

注記事項 

（損益計算書関係）  

前事業年度 当事業年度 

（自 平成20年１月１日 （自 平成21年１月１日 

至 平成20年12月31日） 至 平成21年12月31日） 

<前略> <前略> 

※３ 関係会社との取引にかかるものが次のとおり

   含まれております。 

※３ 関係会社との取引にかかるものが次のとおり

   含まれております。 

    受取配当金        30,000千円     受取利息          1,026千円 

    受取手数料        42,117     受取手数料         1,194  

     受取賃貸料         4,998  

     雑損失           2,610  

<後略> <後略> 

 

 

以  上 


