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平成29年３月17日 

各 位 

 

 

 

 

 

 

 

 

（訂正・数値データ訂正） 

「平成28年12月期 決算短信[日本基準]（非連結）」の一部訂正に関するお知らせ 

 

当社は、平成 29年２月 14日に発表いたしました「平成 28年 12月期 決算短信[日本基準]（非連

結）」の記載内容の一部に訂正すべき事項がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。ま

た、数値データにも訂正がありましたので、訂正後の数値データも送信いたします。 

なお、訂正箇所には下線を付して表示しております。 
 
 
記 
 

１．訂正の理由 

 決算発表後、記載数値に誤りがあることが判明したため、訂正するものであります。 

 

２．訂正の内容 

（添付資料４ページ） 

（２）財政状態に関する分析 
  ①資産、負債及び純資産の状況 
【訂正前】 

（純資産） 
当事業年度末の純資産は、前事業年度末に比べ、38,637 千円減少し 1,600,472 千円となりま

した。当事業年度において資本金及び資本剰余金の増減はなく、減少要因は、当期純利益の計

上による増加 1,091 千円から第 43 期利益剰余金の配当金 39,729 千円を差し引いた、利益剰余
金 38,637千円の減少によるものです。なお、自己資本比率は 36.0％となりました。 

 

【訂正後】 

（純資産） 
 当事業年度末の純資産は、前事業年度末に比べ、38,638 千円減少し 1,600,472 千円となりま
した。当事業年度において資本金及び資本剰余金の増減はなく、減少要因は、当期純利益の計

上による増加 1,091 千円から第 43 期利益剰余金の配当金 39,729 千円を差し引いた、利益剰余
金 38,638千円の減少によるものです。なお、自己資本比率は 36.0％となりました。 

会 社 名 ソ フ ト マ ッ ク ス 株 式 会 社 

代表者名 代 表 取 締 役 社 長 永 里 義 夫 

（コード番号： 3671 東証マザーズ） 

問合せ先 常務取締役管理本部担当 濵 平 耕 一 

（ TEL. 099-226-1222 ） 
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（添付資料11ページ） 

５．財務諸表 
（１）貸借対照表 
 
【訂正前】 
           (単位：千円) 
          

前事業年度 
(平成27年12月31日) 

当事業年度 
(平成28年12月31日) 

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 1,759,836 1,571,389 

  受取手形 4,924 4,447 

  売掛金 450,591 709,538 

  商品 578 518 

  仕掛品 476,073 323,587 

  貯蔵品 816 701 

  前払費用 29,938 35,465 

  繰延税金資産 2,692 1,349 

  その他 2,970 10,519 

  流動資産合計 2,728,422 2,657,516 

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物 313,781 317,637 

    減価償却累計額 △95,813 △105,558 

    建物（純額） 217,968 212,078 

   構築物 2,741 2,741 

    減価償却累計額 △1,585 △1,707 

    構築物（純額） 1,156 1,034 

   車両運搬具 30,791 30,791 

    減価償却累計額 △28,021 △29,106 

    車両運搬具（純額） 2,769 1,684 

   工具、器具及び備品 52,358 52,267 

    減価償却累計額 △40,761 △44,259 

    工具、器具及び備品（純額） 11,597 8,007 

   土地 512,647 512,647 

   リース資産 3,792 3,792 

    減価償却累計額 △1,453 △2,212 

    リース資産（純額） 2,338 1,580 

   有形固定資産合計 748,477 737,032 

  無形固定資産   

   ソフトウエア 8,933 823 

   ソフトウエア仮勘定 84,715 169,506 

   その他 6,813 6,813 

   無形固定資産合計 100,461 177,143 
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【訂正後】 
           (単位：千円) 
          

前事業年度 
(平成27年12月31日) 

当事業年度 
(平成28年12月31日) 

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 1,759,836 1,571,389 

  受取手形 4,924 4,447 

  売掛金 450,591 709,538 

  商品 578 518 

  仕掛品 476,073 323,587 

  貯蔵品 816 701 

  前払費用 29,938 35,465 

  繰延税金資産 2,692 1,349 

  その他 2,970 10,519 

  流動資産合計 2,728,422 2,657,516 

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物 313,781 317,637 

    減価償却累計額 △95,813 △105,558 

    建物（純額） 217,968 212,078 

   構築物 2,741 2,741 

    減価償却累計額 △1,585 △1,707 

    構築物（純額） 1,156 1,034 

   車両運搬具 30,791 30,791 

    減価償却累計額 △28,021 △29,106 

    車両運搬具（純額） 2,769 1,684 

   工具、器具及び備品 52,358 48,932 

    減価償却累計額 △40,761 △40,924 

    工具、器具及び備品（純額） 11,597 8,007 

   土地 512,647 512,647 

   リース資産 3,792 3,792 

    減価償却累計額 △1,453 △2,212 

    リース資産（純額） 2,338 1,580 

   有形固定資産合計 748,477 737,032 

  無形固定資産   

   ソフトウエア 8,933 823 

   ソフトウエア仮勘定 84,715 169,506 

   その他 6,813 6,813 

   無形固定資産合計 100,461 177,143 
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（添付資料15ページ） 

（３）株主資本等変動計算書 
 

【訂正前】 

当事業年度(自 平成28年１月１日 至 平成28年12月31日) 

 (単位：千円) 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他 

利益剰余金 

 
資本金 

資本準備金 利益準備金 
繰越利益 

剰余金 

利益剰余金 

合計 

自己株式 株主資本合計 
純資産合計 

当期首残高 424,250 285,400 7,459 922,096 929,556 △95 1,639,110 1,639,110 

当期変動額         

剰余金の配当    △39,729 △39,729  △39,729 △39,729 

当期純利益    1,091 1,091  1,091 1,091 

自己株式の取得         

当期変動額合計 - - - △38,637 △38,637 - △38,637 △38,637 

当期末残高 424,500 285,400 7,459 883,458 890,918 △95 1,600,472 1,600,472 

 
 

【訂正後】 

当事業年度(自 平成28年１月１日 至 平成28年12月31日) 

 (単位：千円) 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他 

利益剰余金 

 
資本金 

資本準備金 利益準備金 
繰越利益 

剰余金 

利益剰余金 

合計 

自己株式 株主資本合計 
純資産合計 

当期首残高 424,250 285,400 7,459 922,096 929,556 △95 1,639,110 1,639,110 

当期変動額         

剰余金の配当    △39,729 △39,729  △39,729 △39,729 

当期純利益    1,091 1,091  1,091 1,091 

自己株式の取得         

当期変動額合計 - - - △38,638 △38,638 - △38,638 △38,638 

当期末残高 424,250 285,400 7,459 883,458 890,918 △95 1,600,472 1,600,472 

 
 

 

 

 

 

 

                                             以 上 


