
 
平成 19 年 12 月 14 日 

各    位 

会 社 名 株式会社ＳＤホールディングス

代表者名 代表取締役社長 松浦 正英

         （コード番号  3726  東証マザーズ）
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  （訂正）平成 20 年 3 月期中間決算短信の一部訂正について 

 
平成 19 年 11 月 13 日に発表いたしました「平成 20年３月期 中間決算短信」について一部誤りがご

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＞２ページ （参考）個別業績の概要  

２．平成 20 年３月期の個別業績予想（平成 19 年４月１日～平成 20 年３月 31 日） 

（訂正前） 

（％表示は対前期増減率） 

１株当たり 
  売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

当期純利益 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 6 △76.6 △118 － △119 － △84 － 180 13

 

（訂正後） 

（％表示は対前期増減率） 

１株当たり 
  売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

当期純利益 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 6 △76.6 △118 － △119 － △84 － △180 13

 

 

＜訂正箇所＞３ページ １．経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 

（訂正前） 

 コミュニケーション・セールス（※1）事業を行う株式会社フェヴリナにおきましては、広告表現規制等の環境

の変化により一時的にＴＶプロモーションを縮小いたしました。このため、新規顧客獲得数の減少を主な要因とし

て、同事業の当中間期の売上高は予想を下回り、1,179 百万円（前年同期比 88％）、営業利益については主に広告

宣伝費の削減により 147 百万円（前年同期比 130％）と予想を上回り増益となりました。 

 

（訂正後） 

 コミュニケーション・セールス（※1）事業を行う株式会社フェヴリナにおきましては、広告表現規制等の環境

の変化により一時的にＴＶプロモーションを縮小いたしました。このため、新規顧客獲得数の減少を主な要因とし

て、同事業の当中間連結会計期間の売上高は予想を下回り、1,174 百万円（前年同期比 87.8％）、営業利益につい

ては主に広告宣伝費の削減により 145 百万円（前年同期比 128.3％）と予想を上回り増益となりました。 

 

urakami
新規スタンプ



 
＜訂正箇所＞３ページ １．経営成績 

（2）財政状態に関する分析 

（訂正前） 

 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、前連結会計年度末に比べ 117,350 千

円増加し、604,270 千円となりました。 

  当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。 

 

（訂正後） 

 当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ 23,409

千円増加し、604,270 千円となりました。 

 当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。 

 

 

＜訂正箇所＞14 ページ ４．中間連結財務諸表 

（4）中間連結キャッシュ･フロー計算書 

（訂正前） 

前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年９月30日）

対前中間期比

前連結会計年度の要約連結

キャッシュ・フロー計算書

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

区分
注記

番号
金額（千円） 金額（千円） 増減（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動による

　　　キャッシュ・フロー

　 ～ 省略 ～

　　その他流動負債の増減額 32,720 △46,323 △79,043 88,070

　　その他 △129 － 129 △3,564

　　　 小計 △145,482 44,728 190,211 △941

　　利息及び配当金の受取額 58 301 242 179

　　利息の支払額 △2,395 － 2,395 △4,392

　　法人税等の支払額 △24,961 △23,240 1,720 △39,446

 営業活動による

　キャッシュ・フロー
194,570 △44,600△172,780 21,789

 

 

（訂正後） 

前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年９月30日）

対前中間期比

前連結会計年度の要約連結

キャッシュ・フロー計算書

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

区分
注記

番号
金額（千円） 金額（千円） 増減（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動による

　　　キャッシュ・フロー

　 ～ 省略 ～

　　その他流動負債の増減額 32,720 △48,368 △81,088 88,070

　　その他 △129 － 129 △3,564

　　　 小計 △145,482 42,683 188,166 △941

　　利息及び配当金の受取額 58 301 242 179

　　利息の支払額 △2,395 － 2,395 △4,392

　　法人税等の支払額 △24,961 △21,195 3,765 △39,446

 営業活動による

　キャッシュ・フロー
△172,780 21,789 194,570 △44,600

 



 
＜訂正箇所＞22 ページ 注記事項 （中間連結株主資本等変動計算書関係） 

当中間連結会計期間（自平成 19 年４月１日 至平成 19 年９月 30 日） 

（訂正前） 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

  該当事項はありません。 

 

（訂正後） 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 

当中間連結

会計期間末

残高 
区分 

新株予約権の 

内訳 

新株予約権の

目的となる 

株式の種類 前連結会計

年度末 

当中間連結

会計期間 

増加 

当中間連結

会計期間 

減少 

当中間連結

会計期間末 
（千円） 

提出会社 

（親会社） 

ストックオプ

ションとして

の新株予約権 
 ― ― ― ― ― 3,641

合計   ― ― ― ― ― 3,641

 

 

以上 


