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2006 年 1 月 27 日 

各  位 
東 京 都 新 宿 区 西 新 宿 六 丁 目 1 0 番 1 号 
株 式 会 社 フ ォ ー サ イ ド ・ ド ッ ト ・ コ ム 
代 表 取 締 役  安 嶋  幸 直 
（JASDAQ・コード：2330） 
問い合わせ 常務取締役経営管理本部長兼 CFO 川﨑雅嗣 
T E L 0 3 － 5 3 3 9 － 5 2 1 1 （ 代 ） 

 
 

平成 17 年 10 月期 決算短信（連結）の一部修正に関するお知らせ 
 

 
1． 平成18年1月17日付で発表の「『平成17年10月期決算短信(連結)』及び『個別財務諸表の概要』の修正並

びに『決算短信の一部追加及び修正に関するお知らせ』の追加修正に関するお知らせ」について、下記のと

おり一部修正を行います。 
 

2．修正内容 
  連結キャッシュ・フロー計算書の一部及び同変更に関連する情報の追加修正を行っております。 
 
3. 修正箇所 

追加及び修正箇所には下線＿を付して表示しております。 
 

4. 修正事由 
連結キャッシュ・フロー計算書の変更事由に関しまして、投資活動によるキャッシュ・フロー及び財務活

動によるキャッシュ・フローに計上されていた、プッシュダウンによる海外子会社における無形固定資産償

却額552,690千円及びその税効果の額83,572千円が、営業活動によるキャッシュ・フローの無形固定資産償却

とその他の科目に反映された結果、営業活動によるキャッシュ・フローが469,117千円増加し、投資活動によ

るキャッシュ・フローが552,691千円減少したものとなります。また、為替換算額の修正により、財務活動に

よるキャッシュ・フローが137,212千円減少しております。 
上記修正発表の経緯に関しまして、有価証券報告書を作成するためより詳細にグループ73社の数値を取り

まとめ確認をする中で明らかになった修正となります。 
 

※ プッシュダウン 
取得した子会社ののれん代、無形固定資産の償却額を当該子会社の費用として計上する米国会計基準に

基づいた会計処理を指しております。  
 

＜修正前＞ 
『平成 17 年 10 月期決算短信(連結)』及び『個別財務諸表の概要』の修正並びに『決算短信の一部追加及び修正に関するお知ら

せ』の追加修正に関するお知らせ P16 
  (3)連結キャッシュ・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

17 年 10 月期 △772 △51,463 61,132 20,855 
16 年 10 月期 284 △19,470 30,399 12,397 
 

＜修正後＞ 
『平成 17 年 10 月期決算短信(連結)』及び『個別財務諸表の概要』の修正並びに『決算短信の一部追加及び修正に関するお知ら

せ』の追加修正に関するお知らせ P16 
  (3)連結キャッシュ・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

17 年 10 月期 △303 △52,016 61,270 20,855 
16 年 10 月期 284 △19,470 30,399 12,397 
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＜修正前＞ 
『平成 17 年 10 月期決算短信(連結)』及び『個別財務諸表の概要』の修正並びに『決算短信の一部追加及び修正に関するお

知らせ』の追加修正に関するお知らせ P17 
 

キャッシュ・フローの状況 
 当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、20,855,545 千円（前年同

期比 68.22%増）となりました。 
  
① 営業活動によるキャッシュ・フロー 

  当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、△772,500 千円（前年同期比－）

となりました。  
  これは主に税金等調整前当期純損失 9,165,662 千円の計上及び売上債権の増加 2,467,518 千円によ

り資金が減少したものの、減損損失 5,754,704 千円、株式会社ハリケーンの吸収合併に伴う抱合せ株

式消却損 2,191,693 千円及びグループ再編費用 372,330 千円を計上したことにより、資金が増加した

ものであります。 
 
② 投資活動によるキャッシュ・フロー 
 当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、△51,463,696 千円（前年同期比

－）となりました。 
 これは主に英国の iTouch plc の取得による 35,673,958 千円の資金支出、株式会社ハリケーンの吸

収合併による 2,191,693 千円及び株式会社キャスコの取得による 9,740,519 千円の資金支出により、

資金が減少したものであります。 

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー 
     当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、61,132,810 千円（前年同期比

100.01%増）となりました。 
 これは主に無担保転換社債型新株予約権付社債の発行による 49,993,156 千円の計上により、資金

が増加したものであります。 
 
 
＜修正後＞ 

『平成 17 年 10 月期決算短信(連結)』及び『個別財務諸表の概要』の修正並びに『決算短信の一部追加及び修正に関するお

知らせ』の追加修正に関するお知らせ P17 
 

キャッシュ・フローの状況 
 当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、20,855,545 千円（前年同

期比 68.22%増）となりました。 
  
① 営業活動によるキャッシュ・フロー 

  当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、△303,383 千円（前年同期比－）

となりました。  
  これは主に税金等調整前当期純損失 9,165,662 千円の計上及び売上債権の増加 2,467,518 千円によ

り資金が減少したものの、減損損失 5,754,704 千円、株式会社ハリケーンの吸収合併に伴う抱合せ株

式消却損 2,191,693 千円を計上したことにより、資金が増加したものであります。 
 
② 投資活動によるキャッシュ・フロー 
 当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、△52,016,387 千円（前年同期比

－）となりました。 
 これは主に英国の iTouch plc の取得による 35,673,958 千円の資金支出、株式会社ハリケーンの吸

収合併による 2,191,693 千円及び株式会社キャスコの取得による 9,763,519 千円の資金支出により、

資金が減少したものであります。 

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー 
     当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、61,270,022 千円（前年同期比

100.02%増）となりました。 
 これは主に無担保転換社債型新株予約権付社債の発行による 49,993,156 千円の計上により、資金

が増加したものであります。 
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＜修正前＞ 
『平成 17 年 10 月期決算短信(連結)』及び『個別財務諸表の概要』の修正並びに『決算短信の一部追加及び修正に関するお知

らせ』の追加修正に関するお知らせ P24-25 

(4）連結キャッシュ・フロー計算書 

    
前連結会計年度 

（自 平成 15 年 11 月 1 日 
至 平成 16 年 10 月 31 日） 

当連結会計年度 
（自 平成 16 年 11 月 1 日 
至 平成 17 年 10 月 31 日） 

区分 注記 
番号 金額（千円） 金額（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損失   △248,631 △9,165,662 

減価償却費   52,211 148,559 

連結調整勘定償却   － 21,289 

無形固定資産償却   240,258 262,823 

新株発行費等   166,056 209,668 

貸倒引当金増加額   － 52,116 

退職給付引当金減少額   － △11,503 

海外市場参入等費用   1,735,303 － 

抱合せ株式消却損    － 2,191,693 

リストラクチャリング費用    － 372,330 

その他特別損失    － 1,084,563 

減損損失   － 5,754,704 

投資有価証券評価損    － 1,279,224 

受取利息及び受取配当金   △32,836 △76,995 

支払利息   27,570 83,346 

売上債権の増加額   △390,893 △2,467,518 

コンテンツ資産の 
増加額   △568,672 △566,865 

仕入債務の増加額   25,934 2,521,821 

たな卸資産の増加額    － 500,624 

未払金の減少額   － △136,453 

未払費用の減少額   － △716,732 

前受金の減少額   － △1,315,332 

その他   △169,670 44,483 

小計   836,629 70,185 

利息及び配当金の受取額   27,262 82,654 

利息の支払額   △29,187 △83,346 

法人税等の支払額   △550,042 △841,993 

営業活動によるキャッシュ・フロー   284,662 △772,500 
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前連結会計年度 

（自 平成 15 年 11 月 1 日 
至 平成 16 年 10 月 31 日） 

当連結会計年度 
（自 平成 16 年 11 月 1 日 
至 平成 17 年 10 月 31 日） 

区分 注記 
番号 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー       

定期預金及び拘束性預金の預入による

支出   △1,516,867 △732,768 

定期預金の払い出しによる収入    － 1,516,867 

有形固定資産の取得による支出    － △222,186 

無形固定資産の取得による支出   △529,083 △4,398,347 

投資有価証券の取得による支出   △1,065,081 △2,991,518 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の

取得による支出 ※2 △16,292,239 △43,916,391 

その他   △67,288 △719,352 

投資活動によるキャッシュ・フロー   △19,470,559 △51,463,696 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー       

短期借入金の増減   1,714,801 11,778,279 

長期借入金の返済による支出   △31,275 △5,515 

社債発行による収入    － 49,993,156 

株式の発行による収入   27,072,143 314,217 

自己株式の取得による支出    － △402,077 

少数株主からの払込による収入   1,776,367 － 

配当金の支払額   △127,245 △228,508 

その他   △5,373 △316,741 

財務活動によるキャッシュ・フロー   30,399,418 61,132,810 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額   △93,556 △478,780 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額   11,119,965 8,417,832 

Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高   1,211,418 12,397,724 

Ⅶ 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増

加額   66,340 39,989 

Ⅷ 現金及び現金同等物期末残高 ※1 12,397,724 20,855,545 
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＜修正後＞ 
『平成 17 年 10 月期決算短信(連結)』及び『個別財務諸表の概要』の修正並びに『決算短信の一部追加及び修正に関するお知

らせ』の追加修正に関するお知らせ P24-25 

(4）連結キャッシュ・フロー計算書 

    
前連結会計年度 

（自 平成 15 年 11 月 1 日 
至 平成 16 年 10 月 31 日） 

当連結会計年度 
（自 平成 16 年 11 月 1 日 
至 平成 17 年 10 月 31 日） 

区分 注記 
番号 金額（千円） 金額（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損失   △248,631 △9,165,662 

減価償却費   52,211 148,559 

連結調整勘定償却   － 21,289 

無形固定資産償却   240,258 815,513 

新株発行費等   166,056 209,668 

貸倒引当金増加額   － 52,116 

退職給付引当金減少額   － △11,503 

海外市場参入等費用   1,735,303 － 

抱合せ株式消却損    － 2,191,693 

その他特別損失    － 1,084,563 

減損損失   － 5,754,704 

投資有価証券評価損    － 1,279,224 

受取利息及び受取配当金   △32,836 △76,995 

支払利息   27,570 83,346 

売上債権の増加額   △390,893 △2,467,518 

コンテンツ資産の 
増加額   △568,672 △566,865 

仕入債務の増加額   25,934 2,521,821 

たな卸資産の増加額    － 500,624 

未払金の減少額   － △136,453 

未払費用の減少額   － △344,402 

前受金の減少額   － △1,315,332 

その他   △169,670 △39,089 

小計   836,629 539,301 

利息及び配当金の受取額   27,262 82,654 

利息の支払額   △29,187 △83,346 

法人税等の支払額   △550,042 △841,993 

営業活動によるキャッシュ・フロー   284,662 △303,383 
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前連結会計年度 

（自 平成 15 年 11 月 1 日 
至 平成 16 年 10 月 31 日） 

当連結会計年度 
（自 平成 16 年 11 月 1 日 
至 平成 17 年 10 月 31 日） 

区分 注記 
番号 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー       

定期預金及び拘束性預金の預入による

支出   △1,516,867 △366,201 

定期預金の払い出しによる収入    － 1,173,299 

有形固定資産の取得による支出    － △222,186 

無形固定資産の取得による支出   △529,083 △4,951,037 

投資有価証券の取得による支出   △1,065,081 △2,991,518 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の

取得による支出 ※2 △16,292,239 △43,939,391 

その他   △67,288 △719,352 

投資活動によるキャッシュ・フロー   △19,470,559 △52,016,387 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー       

短期借入金の増減   1,714,801 11,662,256 

長期借入金の返済による支出   △31,275 △62,875 

社債発行による収入    － 49,993,156 

株式の発行による収入   27,072,143 314,217 

自己株式の取得による支出    － △402,077 

少数株主からの払込による収入   1,776,367 － 

配当金の支払額   △127,245 △228,508 

割賦購入債務の減少による支出  － △6,146 

その他   △5,373 － 

財務活動によるキャッシュ・フロー   30,399,418 61,270,022 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額   △93,556 △532,419 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額   11,119,965 8,417,832 

Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高   1,211,418 12,397,724 

Ⅶ 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増

加額   66,340 － 

Ⅷ 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額  － 39,989 

Ⅹ 現金及び現金同等物期末残高 ※1 12,397,724 20,855,545 
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＜修正後＞ 
『平成 17 年 10 月期決算短信(連結)』及び『個別財務諸表の概要』の修正並びに『決算短信の一部追加及び修正に関する

お知らせ』の追加修正に関するお知らせ P8 
 
（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前連結会計年度 
（自 平成 15 年 11 月 1 日 
至 平成 16 年 10 月 31 日） 

当連結会計年度 
（自 平成 16 年 11 月 1 日 
至 平成 17 年 10 月 31 日） 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係 
(平成 16 年 10 月 31 日現在) 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 
(平成 17 年 10 月 31 日現在) 

  （千円）

現金及び預金勘定 13,914,591
預入期間が 3 ヵ月を超える定期預金

及び拘束性預金 
△

1,516,867
現金及び現金同等物 12,397,724 

  （千円）

現金及び預金勘定 21,588,314
預入期間が 3 ヵ月を超える定期預金及

び拘束性預金 
△732,768

現金及び現金同等物 20,855,545 
    
※２ 株式の取得により新たに連結子会社となった会

社の資産及び負債の主な内訳 
株式の取得により新たに Zingy,Inc.、Vindigo, 
Inc. 、 Telitas ASA 、 Mobivillage S.A. 、

ICO Co.,Ltd.,Mcres Co.,Ltd.を連結したことに

伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株

式の取得価額と取得のための支出（純額）との関

係は次のとおりであります。 

※２ 株式の取得により新たに連結子会社となった会社の

資産及び負債の主な内訳 
株式の取得により新たに iTouch plc、株式会社キャス

コ、株式会社オン・ザ・ラインを連結したことに伴う

連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式の取得

価額と取得のための支出（純額）との関係は次のとお

りであります。 

     （千円）

  Zingy,Inc.  Vindigo,Inc. 
流動資産 850,236 439,107
固定資産 1,395,753 1,031,811
営業権 2,940,140 3,061,338
流動負債 △121,228 △374,651
少数株主持分 △23 －

株式の取得価額 5,064,878 4,157,605
現金及び現金同等物 278,941 295,895
エスクロー未払金 479,748 387,411
取得のための支出 4,306,189 3,474,299 

    （千円）

 株 式 会 社 オ

ン・ザ・ライン

  株式会社キャスコ 

流動資産 6,145,730 54,651,223
固定資産 65,764 3,669,624
連結調整勘定 464,507 1,454,255
流動負債 △3,146,724 △21,504,063
固定負債 －  △21,979,366
少数株主持分 △1,477,764 △4,929,590
株式の取得価額 2,051,513 11,362,083
現金及び現金同等物 3,549,599 1,621,564
取得のための支出 △1,498,086 9,740,519 

  Telitas ASA  Mobivillage 
S.A. 

流動資産 1,461,763 624,121
固定資産 354,257 323,887
営業権 5,740,185 1,406,333
流動負債 △1,033,806 △333,403
固定負債 △85,368 △5,646
少数株主持分 △260,234 －

株式の取得価額 6,176,797 2,015,292
現金及び現金同等物 712,638 241,907
エスクロー未払金 325,488 136,620
取得のための支出 5,138,670 1,636,765 

    （千円）    
  iTouch plc     
流動資産 6,164,890   
固定資産 4,781,806   
営業権 32,070,488   
流動負債 
固定負債  

△5,036,786
△61,806

   
  

少数株主持分 △10,154   
株式の取得価額 37,908,438   
現金及び現金同等物 2,234,480   
取得のための支出 35,673,958    

 



－8－ 

＜修正後＞ 
『平成 17 年 10 月期決算短信(連結)』及び『個別財務諸表の概要』の修正並びに『決算短信の一部追加及び修正に関する

お知らせ』の追加修正に関するお知らせ P8 
 
（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前連結会計年度 
（自 平成 15 年 11 月 1 日 
至 平成 16 年 10 月 31 日） 

当連結会計年度 
（自 平成 16 年 11 月 1 日 
至 平成 17 年 10 月 31 日） 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係 
(平成 16 年 10 月 31 日現在) 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 
(平成 17 年 10 月 31 日現在) 

  （千円）

現金及び預金勘定 13,914,591
預入期間が 3 ヵ月を超える定期預金

及び拘束性預金 
△

1,516,867
現金及び現金同等物 12,397,724 

  （千円）

現金及び預金勘定 21,588,314
預入期間が 3 ヵ月を超える定期預金及

び拘束性預金 
△732,768

現金及び現金同等物 20,855,545 
    
※２ 株式の取得により新たに連結子会社となった会

社の資産及び負債の主な内訳 
株式の取得により新たに Zingy,Inc.、Vindigo, 
Inc. 、 Telitas ASA 、 Mobivillage S.A. 、

ICO Co.,Ltd.,Mcres Co.,Ltd.を連結したことに

伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株

式の取得価額と取得のための支出（純額）との関

係は次のとおりであります。 

※２ 株式の取得により新たに連結子会社となった会社の

資産及び負債の主な内訳 
株式の取得により新たに iTouch plc、株式会社キャス

コ、株式会社オン・ザ・ラインを連結したことに伴う

連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式の取得

価額と取得のための支出（純額）との関係は次のとお

りであります。 

     （千円）

  Zingy,Inc.  Vindigo,Inc. 
流動資産 850,236 439,107
固定資産 1,395,753 1,031,811
営業権 2,940,140 3,061,338
流動負債 △121,228 △374,651
少数株主持分 △23 －

株式の取得価額 5,064,878 4,157,605
現金及び現金同等物 278,941 295,895
エスクロー未払金 479,748 387,411
取得のための支出 4,306,189 3,474,299 

    （千円）

 株 式 会 社 オ

ン・ザ・ライン

  株式会社キャスコ 

流動資産 6,145,730 54,651,223
固定資産 65,764 3,669,624
連結調整勘定 464,507 1,454,255
流動負債 △3,146,724 △21,504,063
固定負債 －  △21,979,366
少数株主持分 △1,477,764 △4,929,590
株式の取得価額 2,051,513 11,362,083
現金及び現金同等物 3,549,599 1,598,564
取得のための支出 △1,498,086 9,763,519 

  Telitas ASA  Mobivillage 
S.A. 

流動資産 1,461,763 624,121
固定資産 354,257 323,887
営業権 5,740,185 1,406,333
流動負債 △1,033,806 △333,403
固定負債 △85,368 △5,646
少数株主持分 △260,234 －

株式の取得価額 6,176,797 2,015,292
現金及び現金同等物 712,638 241,907
エスクロー未払金 325,488 136,620
取得のための支出 5,138,670 1,636,765 

    （千円）    
  iTouch plc     
流動資産 6,164,890   
固定資産 4,781,806   
営業権 32,070,488   
流動負債 
固定負債  

△5,036,786
△61,806

   
  

少数株主持分 △10,154   
株式の取得価額 37,908,438   
現金及び現金同等物 2,234,480   
取得のための支出 35,673,958    
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