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平成19年3月29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 取締役経営統括本部長兼 CFO 川﨑雅嗣

T E L 03－5339－5820（IR 問合せ窓口）

 
「平成18年12月期決算短信（連結）」の訂正に関するお知らせ 

 
平成19年3月16日付で発表の「平成18年12月期決算短信（連結）」を、下記の通り訂正致しますのでお知らせ致

します。なお、訂正箇所については、   を付して表示しております。 
 

記 
 

１． 訂正理由 

平成19年3月16日付「平成18年12月期決算短信（連結）」及び平成19年3月19日付『平成18年12月期

決算短信（連結）』の一部訂正に関するお知らせ』の発表以降に有価証券報告書の作成作業を会計監査人とより

厳格に進める中で、本来、「財務活動によるキャッシュ・フロー」に分類されるべき子会社の少数株主への配当

金の支払額が「営業活動によるキャッシュ・フロー」に分類されていた入り繰りについて指摘を受け、「キャッ

シュ・フロー計算書」及び関連項目において訂正が必要な箇所が顕在化した為、訂正致します。 
 
２． 訂正内容 

平成18年12月期決算短信（連結） 

1.平成18年12月期の連結業績（平成17年11月1日～平成18年12月31日）（P1） 

【訂正前】 

（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 

 

18年12月期 

17年10月期 

百万円 

4,900 

△303 

百万円

△4,949

△52,016

百万円 

△16,018 

61,270 

百万円

5,312

20,855

     

【訂正後】 

（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 

 

18年12月期 

17年10月期 

百万円 

5,023 

△303 

百万円

△4,949

△52,016

百万円 

△16,141 

61,270 

百万円

5,312

20,855
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3.経営成績及び財政状態 

2.財政状態「キャッシュ・フローの状況」（P9） 

【訂正前】 

①営業活動によるキャッシュ・フロー 

当連結会計年度の営業活動の結果得られた資金は4,900,095千円となり、前連結会計年度と比べ5,203,478

千円の増加となりました。 

     これは主に、事業整理損51,954,064 千円（前連結会計年度比51,954,064 千円増）、利息返還損失引当金繰

入額13,851,539千円（前連結会計年度比13,851,539千円増）、関係会社株式売却損4,827,729千円（前連結

会計年度比4,827,729千円増）、営業貸付金の減少額4,376,637千円（前連結会計年度比4,376,637千円増）

等の増加要因があったものの、利息返還損失△2,845,221千円（前連結会計年度比2,845,221千円減）、貸倒

引当金増減額△1,613,006千円（前連結会計年度比1,665,122千円減）等の減少要因があったことによるもの

です。 

 

②投資活動によるキャッシュ・フロー 

当連結会計年度の投資活動による資金は△4,949,983千円となり、前連結会計年度と比べ47,066,404千円

の増加となりました。 

     これは主に、当連結会計年度で連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出△3,832,837千円（前

連結会計年度比3,832,837千円減）、少数株主からの子会社株式取得による支出△1,627,580千円（前連結会

計年度比1,627,580千円減）を計上したこと等によるものであります。 

     また、前連結会計年度の投資活動による資金の主なものとして連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ

る支出△43,939,391 千円、無形固定資産の取得による支出△4,951,037 千円、投資有価証券の取得による支

出△2,991,518千円を計上しておりましたが、当連結会計年度では連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得に

よる支出がなくなっていること、無形固定資産の取得による支出△471,330千円、投資有価証券の取得による

支出△150千円といずれも減少しております。 

 

③財務活動によるキャッシュ・フロー 

当連結会計年度の財務活動による資金は△16,018,574千円となり、前連結会計年度と比べ77,288,596千円

の減少となりました。 

     これは主に、前連結会計年度では新株予約権付社債発行による収入 49,993,156 千円があったものの、当連

結会計年度では社債発行による収入がなくなっていること。さらに、当連結会計年度では短期借入金の返済

により短期借入金の増減が△11,218,280 千円となっていること。加えて、当連結会計年度で長期借入金の収

入 7,665,937 千円（前連結会計年度比 7,665,937 千円増）があったものの、長期借入金の返済による支出△

11,738,837千円（前連結会計年度比11,675,962千円減）があったこと等によるものです。 
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【訂正後】 

①営業活動によるキャッシュ・フロー 

当連結会計年度の営業活動の結果得られた資金は5,023,151千円となり、前連結会計年度と比べ5,326,534

千円の増加となりました。 

     これは主に、事業整理損51,954,064 千円（前連結会計年度比51,954,064 千円増）、利息返還損失引当金繰

入額13,851,539千円（前連結会計年度比13,851,539千円増）、関係会社株式売却損4,827,729千円（前連結

会計年度比4,827,729千円増）、営業貸付金の減少額4,376,637千円（前連結会計年度比4,376,637千円増）

等の増加要因があったものの、利息返還損失△2,845,221千円（前連結会計年度比2,845,221千円減）、貸倒

引当金増減額△1,613,006千円（前連結会計年度比1,665,122千円減）等の減少要因があったことによるもの

です。 

 

②投資活動によるキャッシュ・フロー 

当連結会計年度の投資活動による資金は△4,949,983千円となり、前連結会計年度と比べ47,066,404千円

の増加となりました。 

     これは主に、当連結会計年度で連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出△3,506,495千円（前

連結会計年度比3,506,495千円減）、少数株主からの子会社株式取得による支出△1,627,580千円（前連結会

計年度比1,627,580千円減）を計上したこと等によるものであります。 

     また、前連結会計年度の投資活動による資金の主なものとして連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ

る支出△43,939,391 千円、無形固定資産の取得による支出△4,951,037 千円、投資有価証券の取得による支

出△2,991,518千円を計上しておりましたが、当連結会計年度では連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得に

よる支出△326,341千円、無形固定資産の取得による支出△471,330千円、投資有価証券の取得による支出△

150千円といずれも減少しております。 

 

③財務活動によるキャッシュ・フロー 

当連結会計年度の財務活動による資金は△16,141,631千円となり、前連結会計年度と比べ77,411,653千円

の減少となりました。 

     これは主に、前連結会計年度では新株予約権付社債発行による収入 49,993,156 千円があったものの、当連

結会計年度では社債発行による収入がなくなっていること。さらに、当連結会計年度では短期借入金の返済

により短期借入金の増減が△11,218,280 千円となっていること。加えて、当連結会計年度で長期借入金の収

入 7,665,937 千円（前連結会計年度比 7,665,937 千円増）があったものの、長期借入金の返済による支出△

11,738,837千円（前連結会計年度比11,675,962千円減）があったこと等によるものです。 
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４.連結財務諸表「(4)連結キャッシュ・フロー計算書」（P19～P20） 

【訂正前】 

    
前連結会計年度 

（自 平成16年11月１日 
至 平成17年10月31日）

当連結会計年度 
（自 平成17年11月１日 
至 平成18年12月31日）

区分 注記番号 金額（千円） 金額（千円） 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
△9,165,662 

148,559 
－ 

21,289 
－ 
－ 
－ 

815,513 
209,668 

52,116 
△11,503 

－ 
2,191,693 

－ 
－ 

1,084,563 
5,754,704 
1,279,224 
△76,995 

83,346 
△2,467,518 

－ 
△566,865 
2,521,821 

500,624 
－ 

△136,453 
△344,402 

△1,315,332 
△39,089 

  
△66,032,460 

698,726 
85,653 

－ 
△277,006 

△1,020,383 
4,827,729 
1,043,093 

－ 
△1,613,006 

25 
13,851,539 

－ 
△2,845,221 
51,954,064 
1,584,463 

－ 
1,427,238 
△284,772 

340,962 
2,121,669 
4,376,637 

519 
△2,619,080 

82,597 
△2,619,982 
△193,943 
1,755,481 

834,401 
507,165 

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 
減価償却費 
のれん償却 
連結調整勘定償却 
投資有価証券売却益 
関係会社株式売却益 
関係会社株式売却損 
無形固定資産償却 
新株発行費等 
貸倒引当金増減額 
退職給付引当金増減額 
利息返還損失引当金繰入額 
抱合せ株式消却損  
利息返還損失  
事業整理損 
その他特別損失  
減損損失 
投資有価証券評価損 
受取利息及び受取配当金 
支払利息 
売上債権の増減額 
営業貸付金の減少額  
コンテンツ資産の増減額 
仕入債務の増減額 
たな卸資産の増加額 
未収収益 増加額 
未払金の減少額 
未払費用の増減額 
前受金の増減額 
その他 
 

小計 
利息及び配当金の受取額 
利息の支払額 
法人税等の支払額 

  
  
  
  

539,301 
82,654 

△83,346 
△841,993 

7,986,109 
284,772 

△504,737 
△2,866,048 

営業活動によるキャッシュ・フロー   △303,383 4,900,095 
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前連結会計年度 

（自 平成16年11月１日 
至 平成17年10月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年11月１日 
至 平成18年12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 
定期預金の払い出しによる収入  
有形固定資産の取得による支出  
有形固定資産の売却による収入 
無形固定資産の取得による支出 

      敷金の返還による収入 
少数株主からの子会社株式取得 
による支出  
投資有価証券の取得による支出 
投資有価証券の売却による収入  
連結の範囲の変更を伴う子会社 
株式の取得による支出 
連結の範囲の変更を伴う子会社 
株式の売却による支出 
その他

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

※2 
 

※4 
  

 
 

△366,201 
1,173,299 
△222,186 

－ 
△4,951,037 

－ 
 

－ 
△2,991,518 

－ 
 

△43,939,391 
 

－ 
△719,352 

 
 

△23,000 
732,768 

△473,180 
25,758 

△471,330 
91,858 

 
△1,627,580 

△150 
636,452 

 
－ 

 
△3,832,837 

△8,742 

投資活動によるキャッシュ・フロー   △52,016,387 △4,949,983 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 
 

短期借入金の増減 
長期借入金による収入 
長期借入金の返済による支出 
社債発行による収入  
社債の償還による支出 
株式の発行による収入 
自己株式の取得による支出  
配当金の支払額 
割賦購入債務の増加による収入  
割賦購入債務の減少による支出

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
 

11,662,256 
  

△62,875 
49,993,156 

－ 
314,217 

△402,077 
△228,508 

－ 
△6,146

 
 

△11,218,280 
7,665,937 

△11,738,837 
－ 

△400,000 
－ 
－ 

△346,265 
18,871 

－

財務活動によるキャッシュ・フロー 
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 

  
  

61,270,022 
△532,419 

△16,018,574 
525,083 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 
Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高 
Ⅶ 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 

  
 
  

8,417,832 
12,397,724 

39,989 

△15,543,378 
20,855,545 

－ 

Ⅷ 現金及び現金同等物期末残高 20,855,545 5,312,167 

  

※1 
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【訂正後】 

    
前連結会計年度 

（自 平成16年11月１日 
至 平成17年10月31日）

当連結会計年度 
（自 平成17年11月１日 
至 平成18年12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 
減価償却費 
のれん償却 
連結調整勘定償却 
投資有価証券売却益 
関係会社株式売却益 
関係会社株式売却損 
無形固定資産償却 
新株発行費等 
貸倒引当金増減額 
退職給付引当金増減額 
利息返還損失引当金繰入額 
抱合せ株式消却損  
利息返還損失  
事業整理損 
その他特別損失  
減損損失 
投資有価証券評価損 
受取利息及び受取配当金 
支払利息 
売上債権の増減額 
営業貸付金の減少額  
コンテンツ資産の増減額 
仕入債務の増減額 
たな卸資産の減少額 
未収収益の増加額 
未払金の減少額 
未払費用の増減額 
前受金の増減額 
その他 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
△9,165,662 

148,559 
－ 

21,289 
－ 
－ 
－ 

815,513 
209,668 

52,116 
△11,503 

－ 
2,191,693 

－ 
－ 

1,084,563 
5,754,704 
1,279,224 
△76,995 

83,346 
△2,467,518 

－ 
△566,865 
2,521,821 

500,624 
－ 

△136,453 
△344,402 

△1,315,332 
△39,089 

  
△66,032,460 

698,726 
85,653 

－ 
△277,006 

△1,020,383 
4,827,729 
1,043,093 

－ 
△1,613,006 

25 
13,851,539 

－ 
△2,845,221 
51,954,064 
1,584,463 

－ 
1,427,238 
△284,772 

340,962 
2,121,669 
4,376,637 

519 
△2,619,080 

82,597 
△2,619,982 
△193,943 
1,755,481 

834,401 
630,221 

小計 
利息及び配当金の受取額 
利息の支払額 
法人税等の支払額 

  
  
  
  

539,301 
82,654 

△83,346 
△841,993 

8,109,165 
284,772 

△504,737 
△2,866,048 

営業活動によるキャッシュ・フロー   △303,383 5,023,151 
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前連結会計年度 

（自 平成16年11月１日 
至 平成17年10月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年11月１日 
至 平成18年12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 
定期預金の払い出しによる収入  
有形固定資産の取得による支出  
有形固定資産の売却による収入 
無形固定資産の取得による支出 
敷金の返還による収入 
少数株主からの子会社株式取得 
による支出  
投資有価証券の取得による支出 
投資有価証券の売却による収入  
連結の範囲の変更を伴う子会社 
株式の取得による支出 
連結の範囲の変更を伴う子会社 
株式の売却による支出 
その他 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

※2 
 

※4 
  

 
 

△366,201 
1,173,299 
△222,186 

－ 
△4,951,037 

－ 
 

－ 
△2,991,518 

－ 
 

△43,939,391 
 

－ 
△719,352 

 
 

△23,000 
732,768 

△473,180 
25,758 

△471,330 
124,160 

 
△1,627,580 

△150 
665,754 

 
△326,341 

 
△3,506,495 

△70,347 

投資活動によるキャッシュ・フロー   △52,016,387  △4,949,983  

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 
短期借入金の増減 
長期借入金による収入 
長期借入金の返済による支出 
社債発行による収入  
社債の償還による支出 
株式の発行による収入 
自己株式の取得による支出  
配当金の支払額 
少数株主への配当金の支払額 
割賦購入債務の増加による収入  
割賦購入債務の減少による支出 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
11,662,256 

－ 
△62,875 

49,993,156 
－ 

314,217 
△402,077 
△228,508 

－ 
－ 

△6,146 

 
△11,218,280 

7,665,937 
△11,738,837 

－ 
△400,000 

－ 
－ 

△346,265 
△123,057 

18,871 
－ 

財務活動によるキャッシュ・フロー 
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 

  
  

61,270,022 
△532,419 

△16,141,631 
525,083 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 
Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高 
Ⅶ 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 

  
 
  

8,417,832 
12,397,724 

39,989 

△15,543,378 
20,855,545 

－ 

Ⅷ 現金及び現金同等物期末残高 20,855,545 5,312,167 

  

※1 
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４.連結財務諸表「表示方法の変更」（P30） 

【訂正前】 

前連結会計年度 
（自 平成16年11月１日 

至 平成17年10月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年11月１日 

至 平成18年12月31日） 

－ 
  

  
  

  

（連結貸借対照表関係）  

 １．未収収益に係る表示方法の変更 

 前連結会計年度まで流動資産の「その他」に含めて表示しており

ました「未収収益」は、当連結会計年度において、資産の総額の100

分の１を超えたため区分掲記しております。 

 なお、前連結会計年度の「未収収益」は333,018千円であります。 

 ２．商標権に係る表示方法の変更 

 前連結会計年度まで無形固定資産の「その他」に含めて表示して

おりました「商標権」は、当連結会計年度において、資産の総額の

100分の１を超えたため区分掲記しております。 

 なお、前連結会計年度の「商標権」は7,277,539千円であります。 

 ３．未払費用に係る表示方法の変更 

 前連結会計年度まで流動負債の「その他」に含めて表示しており

ました「未払費用」は、当連結会計年度において、資産の総額の100

分の１を超えたため区分掲記しております。 

 なお、前連結会計年度の「未払費用」は3,290,916千円でありま

す。 

 
（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

 １．前連結会計年度において、「連結調整勘定償却」として掲記されて

いたものについては、当連結会計年度から「のれん償却」と表示し

ております。 
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【訂正後】 

前連結会計年度 
（自 平成16年11月１日 

至 平成17年10月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年11月１日 

至 平成18年12月31日） 

－ 
  

  
  

  

（連結貸借対照表関係）  

 １．未収収益に係る表示方法の変更 

 前連結会計年度まで流動資産の「その他」に含めて表示してお

りました「未収収益」は、当連結会計年度において、資産の総額

の100分の５を超えたため区分掲記しております。 

 なお、前連結会計年度の「未収収益」は333,018千円でありま

す。 

 ２．商標権に係る表示方法の変更 

 前連結会計年度まで無形固定資産の「その他」に含めて表示し

ておりました「商標権」は、当連結会計年度において、資産の総

額の100分の５を超えたため区分掲記しております。 

 なお、前連結会計年度の「商標権」は7,277,539千円でありま

す。 

３． 未払費用に係る表示方法の変更 

 前連結会計年度まで流動負債の「その他」に含めて表示して

おりました「未払費用」は、当連結会計年度において、負債及

び純資産の総額の 100 分の５を超えたため区分掲記しており

ます。 

 なお、前連結会計年度の「未払費用」は3,290,916千円であ

ります。 

 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

 １．前連結会計年度において、「連結調整勘定償却」として掲記され

ていたものについては、当連結会計年度から「のれん償却」と表

示しております。 

 ２.営業活動によるキャッシュ・フローの「投資有価証券売却益」は、

前連結会計年度は「その他」に含めて表示しておりましたが、金

額的重要性が増したため区分掲記しております。なお、前連結会

計年度の「その他」に含まれている「投資有価証券売却益」は

19,455千円であります。 

 ３.投資活動によるキャッシュ・フローの「投資有価証券の売却によ

る収入」は、前連結会計年度は「その他」に含めて表示しており

ましたが、金額的重要性が増したため区分掲記しております。な

お、前連結会計年度の「その他」に含まれている「投資有価証券

の売却による収入」は22,998千円であります。 
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４.連結財務諸表 「注記事項（連結キャッシュ・フロー計算書関係）」（P37） 

【訂正前】 【訂正後】 

当連結会計年度 
（自 平成17年11月１日 

至 平成18年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年11月１日 

至 平成18年12月31日） 

※４  当連結会計年度に株式の売却により連結子会社でなく

なった会社の資産及び負債の主な内訳 

 株式の売却により株式会社キャスコ、株式会社オン・

ザ・ラインが連結子会社でなくなったことに伴う売却時

の資産及び負債の内訳並びに株式会社キャスコ、株式会

社オン・ザ・ラインの売却価額と売却による収入は次の

とおりであります。 
     
 
 
 

 
    

（千円）

  株式会社 

オン・ザ・ラ

イン 

  株式会社

キャスコ

流動資産 11,999,555   52,519,752

固定資産 54,629   3,067,909

のれん 418,056   964,827

流動負債   7,196,296    21,043,533

固定負債 － 
  

 28,526,255

少数株主持分 △2,446,328   △2,054,971

株式売却損益 1,020,383   △4,827,729

株式の売却価額 3,849,999    100,000

現金及び現金同等物 5,971,716   1,484,777

差引：売却による収入 △2,121,717   △1,384,777 

※４  当連結会計年度に株式の売却により連結子会社でなく

なった会社の資産及び負債の主な内訳 

 株式の売却により株式会社キャスコ、株式会社オン・

ザ・ラインが連結子会社でなくなったことに伴う売却時

の資産及び負債の内訳並びに株式会社キャスコ、株式会

社オン・ザ・ラインの売却価額と売却による収入は次の

とおりであります。 

    なお、株式会社キャスコについては、株式の一部売却の

ため当連結会計年度末には、「投資有価証券勘定への振替

額」に555,651千円残高があります。 
      （千円）

  株式会社   

オン・ザ・ラ 

イン 

        株式会社  

キャスコ

流動資産 11,999,555  52,519,752

固定資産 54,629  3,067,909

のれん 418,056  964,827

流動負債 △7,196,296  
△21,043,533

固定負債 －
  

△28,526,255

少数株主持分 △2,446,328  
△1,499,318

株式売却損益 1,020,383  
△4,827,729

投資有価証券勘定への振

替額 

－
  

△555,651

株式の売却価額 3,849,999  100,000

現金及び現金同等物 5,971,716  1,484,777

差引：売却による支出 △2,121,717  
△1,384,777 

 
 

以  上 
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