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（訂正・数値データ訂正） 

「2018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、2019年２月８日に発表いたしました「2018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。 
 
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 

 訂正箇所は下線 を付して表示しております。 

 

（１） サマリー情報 １ページ 

 

【訂正前】 

（３）キャッシュ・フローの状況 
 

 
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 
現金及び現金同等物 

期末残高 
 百万円 百万円 百万円 百万円 

2018年12月期 618  △13  △68  1,402  

2017年12月期 14  △16  △68  865  

 

【訂正後】 

（３）キャッシュ・フローの状況 
 

 
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 
現金及び現金同等物 

期末残高 
 百万円 百万円 百万円 百万円 

2018年12月期 628 △23  △68  1,402  

2017年12月期 14  △16  △68  865  

 

 

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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（２）添付資料 ４ページ 

 

【訂正前】 
（３）当期のキャッシュ・フローの概況 

    当事業年度における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、営業活動による資金
増加の額が投資活動による資金減少の額、財務活動による資金減少の額を上回り、前事業年度末

より 536,888千円増加し、1,402,087千円となりました。 
なお、当事業年度における各キャッシュ・フローの状況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） 
    当事業年度における営業活動により増加した資金は、618,214 千円となりました。この資金の
増加は、売上債権の減少 324,593 千円、税引前当期純利益の計上 266,245 千円などによるもの
であります。 
（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

    当事業年度における投資活動により減少した資金は、13,160 千円となりました。この資金の
減少は、主に定期預金の預入による支出 756,857 千円が、定期預金の払戻による収入 696,714
千円を上回ったことによるものであります。 
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

    当事業年度における財務活動により減少した資金は、68,165 千円となりました。この資
金の減少は、配当金の支払 39,828 千円、長期借入金の収入 400,000 千円と返済による支出
427,540千円の差額によるものであります。 

 
【訂正後】 

（３）当期のキャッシュ・フローの概況 
    当事業年度における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、営業活動による資金
増加の額が投資活動による資金減少の額、財務活動による資金減少の額を上回り、前事業年度末

より 536,888千円増加し、1,402,087千円となりました。 
なお、当事業年度における各キャッシュ・フローの状況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） 
    当事業年度における営業活動により増加した資金は、628,214 千円となりました。この資金の
増加は、売上債権の減少 324,593 千円、税引前当期純利益の計上 266,245 千円などによるもの
であります。 
（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

    当事業年度における投資活動により減少した資金は、23,160 千円となりました。この資金の
減少は、主に定期預金の預入による支出 756,857 千円が、定期預金の払戻による収入 696,714
千円を上回ったことによるものであります。 
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

    当事業年度における財務活動により減少した資金は、68,165 千円となりました。この資
金の減少は、配当金の支払 39,828 千円、長期借入金の収入 400,000 千円と返済による支出
427,540千円の差額によるものであります。 
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（３）添付資料 ６ページ 

 

【訂正前】 

３．財務諸表及び主な注記 
（１）貸借対照表 
           (単位：千円) 
          

前事業年度 
(2017年12月31日) 

当事業年度 
(2018年12月31日) 

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 1,561,913 2,158,944 

  受取手形 4,962 - 

  売掛金 1,024,858 705,227 

  商品 539 619 

  仕掛品 173,052 183,018 

  貯蔵品 774 844 

  前払費用 39,446 49,486 

  繰延税金資産 6,394 5,927 

  その他 1,866 445 

  貸倒引当金 △1,568 - 

  流動資産合計 2,812,240 3,104,513 

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物 317,637 319,951 

    減価償却累計額 △115,596 △125,377 

    建物（純額） 202,040 194,574 

   構築物 2,741 2,741 

    減価償却累計額 △1,817 △1,916 

    構築物（純額） 924 825 

   車両運搬具 30,791 29,193 

    減価償却累計額 △29,993 △28,872 

    車両運搬具（純額） 797 321 

   工具、器具及び備品 47,282 51,650 

    減価償却累計額 △41,998 △44,943 

    工具、器具及び備品（純額） 5,283 6,707 

   土地 512,647 512,647 

   リース資産 3,792 3,792 

    減価償却累計額 △2,970 △3,729 

    リース資産（純額） 821 63 

   有形固定資産合計 722,516 715,137 

  無形固定資産   

   ソフトウエア 123,312 66,241 

   その他 6,813 6,813 

   無形固定資産合計 130,125 73,054 
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【訂正後】 

３．財務諸表及び主な注記 
（１）貸借対照表 
           (単位：千円) 
          

前事業年度 
(2017年12月31日) 

当事業年度 
(2018年12月31日) 

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 1,561,913 2,158,944 

  受取手形 4,962 - 

  売掛金 1,024,858 705,227 

  商品 539 619 

  仕掛品 173,052 183,018 

  貯蔵品 774 844 

  前払費用 39,446 49,486 

  繰延税金資産 6,394 5,927 

  その他 1,866 445 

  貸倒引当金 △1,568 - 

  流動資産合計 2,812,240 3,104,513 

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物 317,637 319,951 

    減価償却累計額 △115,596 △125,377 

    建物（純額） 202,040 194,574 

   構築物 2,741 2,741 

    減価償却累計額 △1,817 △1,916 

    構築物（純額） 924 825 

   車両運搬具 30,791 29,193 

    減価償却累計額 △29,993 △28,872 

    車両運搬具（純額） 797 321 

   工具、器具及び備品 47,282 50,821 

    減価償却累計額 △41,998 △44,114 

    工具、器具及び備品（純額） 5,283 6,707 

   土地 512,647 512,647 

   リース資産 3,792 3,792 

    減価償却累計額 △2,970 △3,728 

    リース資産（純額） 821 63 

   有形固定資産合計 722,516 715,137 

  無形固定資産   

   ソフトウエア 123,312 66,241 

   その他 6,813 6,813 

   無形固定資産合計 130,125 73,054 
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（４）添付資料 11ページ 

 

【訂正前】 

（４）キャッシュ・フロー計算書 

           (単位：千円) 
          前事業年度 

(自 2017年１月１日 
 至 2017年12月31日) 

当事業年度 
(自 2018年１月１日 
 至 2018年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税引前当期純利益 186,684 266,245 

 減価償却費 62,329 70,794 

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,568 △1,568 

 退職給付引当金の増減額（△は減少） △29,358 4,350 

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △2,306 830 

 受取利息及び受取配当金 △165 △180 

 支払利息 10,912 10,319 

 受取賃貸料 △56,775 △55,428 

 賃貸費用 21,435 21,440 

 売上債権の増減額（△は増加） △315,835 324,593 

 たな卸資産の増減額（△は増加） 150,439 △10,114 

 仕入債務の増減額（△は減少） △1,404 113,879 

 未払金の増減額（△は減少） △20,063 6,757 

 未払消費税等の増減額（△は減少） △2,020 △16,623 

 前受金の増減額（△は減少） 13,154 △14,403 

 その他 762 △2,193 

 小計 19,356 718,701 

 利息及び配当金の受取額 165 180 

 利息の支払額 △10,880 △10,306 

 法人税等の還付額 12,056 - 

 法人税等の支払額 △5,936 △90,361 

 営業活動によるキャッシュ・フロー 14,762 618,214 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 定期預金の預入による支出 △701,714 △756,857 

 定期預金の払戻による収入 641,582 696,714 

 投資不動産の賃貸による収入 45,637 43,802 

 有形固定資産の取得による支出 △889 △7,199 

 無形固定資産の取得による支出 △716 △134 

 その他 18 10,513 

 投資活動によるキャッシュ・フロー △16,082 △13,160 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 長期借入れによる収入 - 400,000 

 長期借入金の返済による支出 △27,540 △427,540 

 リース債務の返済による支出 △796 △796 

 配当金の支払額 △39,952 △39,828 

 財務活動によるキャッシュ・フロー △68,288 △68,165 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △69,608 536,888 

現金及び現金同等物の期首残高 934,806 865,198 

現金及び現金同等物の期末残高 865,198 1,402,087 
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【訂正後】 

（４）キャッシュ・フロー計算書 

           (単位：千円) 
          前事業年度 

(自 2017年１月１日 
 至 2017年12月31日) 

当事業年度 
(自 2018年１月１日 
 至 2018年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税引前当期純利益 186,684 266,245 

 減価償却費 62,329 70,794 

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,568 △1,568 

 退職給付引当金の増減額（△は減少） △29,358 4,350 

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △2,306 830 

 受取利息及び受取配当金 △165 △180 

 支払利息 10,912 10,319 

 関係会社株式評価損 － 10,000 

 受取賃貸料 △56,775 △55,428 

 賃貸費用 21,435 21,440 

 売上債権の増減額（△は増加） △315,835 324,593 

 たな卸資産の増減額（△は増加） 150,439 △10,114 

 仕入債務の増減額（△は減少） △1,404 113,879 

 未払金の増減額（△は減少） △20,063 6,757 

 未払消費税等の増減額（△は減少） △2,020 △16,623 

 前受金の増減額（△は減少） 13,154 △14,403 

 その他 762 △2,193 

 小計 19,356 728,701 

 利息及び配当金の受取額 165 180 

 利息の支払額 △10,880 △10,306 

 法人税等の還付額 12,056 - 

 法人税等の支払額 △5,936 △90,361 

 営業活動によるキャッシュ・フロー 14,762 628,214 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 定期預金の預入による支出 △701,714 △756,857 

 定期預金の払戻による収入 641,582 696,714 

 投資不動産の賃貸による収入 45,637 43,802 

 有形固定資産の取得による支出 △889 △7,199 

 無形固定資産の取得による支出 △716 △134 

 その他 18 513 

 投資活動によるキャッシュ・フロー △16,082 △23,160 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 長期借入れによる収入 - 400,000 

 長期借入金の返済による支出 △27,540 △427,540 

 リース債務の返済による支出 △796 △796 

 配当金の支払額 △39,952 △39,828 

 財務活動によるキャッシュ・フロー △68,288 △68,165 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △69,608 536,888 

現金及び現金同等物の期首残高 934,806 865,198 

現金及び現金同等物の期末残高 865,198 1,402,087 
 

 
 

 

                                                以 上 


