
- 1 - 

平成 20 年 11 月 7 日 
各 位 

会 社 名 エキサイト株式会社 
代 表 者 名 代表取締役社長 野田 俊介 
（コード番号：3754 JASDAQ） 
問い合わせ先 取締役 CFO 中島 徹 
（電話：03-5488-6809） 

 
 

（訂正）「平成 21 年 3 月期 第 2 四半期決算短信」の一部訂正について 

 
平成 20 年 11 月 4 日に発表いたしました「平成 21 年 3 月期 第 2 四半期決算短信」の記載内容

について、一部誤りがありましたので、下記のとおり訂正いたします。 
なお、訂正箇所は下線で表示しております。 

 
記 

 
訂正箇所を「平成 21 年 3 月期 第 2 四半期決算短信」のページ数で示しております。 
 
4 ページ目「５．四半期連結財務諸表（１）四半期連結貸借対照表」 
【訂正前】  
 （単位：千円）

 当第 2 四半期連結会計期間末
（平成 20 年 9 月 30 日） 

＜略＞ 
負債の部 
＜略＞ 
 固定負債 
  長期未払金 10,863
  リース資産減損勘定 335,445
＜略＞ 
 
【訂正後】  
 （単位：千円）

 当第 2 四半期連結会計期間末
（平成 20 年 9 月 30 日） 

＜略＞ 
負債の部 
＜略＞ 
 固定負債 
  長期未払金 11,026
  リース資産減損勘定 335,282
＜略＞ 
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7 ページ目「５．四半期連結財務諸表（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書」 
【訂正前】  
 （単位：千円）

 当第 2 四半期連結累計期間 
（自 平成 20 年 4 月 1 日 

至 平成 20 年 9 月 30 日）

営業活動によるキャッシュ・フロー 
＜略＞ 
 固定資産除却損 10,396
 リース解約損 72,140
＜略＞ 
 投資有価証券評価損益（△は益） 235,441
 事業整理損失 92,616
＜略＞ 
 長期未払金の増減額（△は減少） △2,312
 その他 153
 小計 51,176
＜略＞ 
 リース解約損の支払額 △72,140
＜略＞ 
 
【訂正後】  
 （単位：千円）

 当第 2 四半期連結累計期間 
（自 平成 20 年 4 月 1 日 

至 平成 20 年 9 月 30 日）

営業活動によるキャッシュ・フロー 
＜略＞ 
 固定資産除却損 10,366
 リース解約損 72,737
＜略＞ 
 投資有価証券評価損 235,441
 関係会社整理損 92,616
＜略＞ 
 長期未払金の増減額（△は減少） △2,150
 その他 20
 小計 51,773
＜略＞ 
 リース解約損の支払額 △72,737
＜略＞ 
 
訂正後の四半期連結貸借対照表及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書を添付いたします。 
 

以上 
 



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 （訂正後）

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,844,722 4,120,513

受取手形及び売掛金 2,402,319 2,270,954

たな卸資産 17,965 66,438

その他 179,503 371,486

貸倒引当金 △51,334 △34,237

流動資産合計 6,393,175 6,795,154

固定資産   

有形固定資産 29,626 160,412

無形固定資産   

のれん 2,091 124,675

その他 474,011 764,704

無形固定資産合計 476,103 889,380

投資その他の資産   

投資有価証券 310,663 542,413

その他 220,555 257,460

貸倒引当金 △6,131 △4,921

投資その他の資産合計 525,087 794,952

固定資産合計 1,030,817 1,844,745

資産合計 7,423,992 8,639,899

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,105,479 938,784

未払法人税等 37,152 115,445

引当金 81,957 －

その他 409,358 348,494

流動負債合計 1,633,947 1,402,725

固定負債   

長期未払金 11,026 13,176

リース資産減損勘定 335,282 －

繰延税金負債 8,058 －

固定負債合計 354,368 13,176

負債合計 1,988,315 1,415,901

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,229,096 3,227,467

資本剰余金 3,649,978 3,648,348

利益剰余金 △1,875,163 △10,115

自己株式 △4,800 △4,800

株主資本合計 4,999,111 6,860,900

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 11,594 △11,224

評価・換算差額等合計 11,594 △11,224

新株予約権 160,730 137,058

少数株主持分 264,240 237,263

純資産合計 5,435,676 7,223,998

負債純資産合計 7,423,992 8,639,899



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書　（訂正後） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純損失（△） △1,592,210

減価償却費及びその他の償却費 164,249

株式報酬費用 33,232

貸倒引当金の増減額（△は減少） 18,307

引当金の増減額（△は減少） 81,957

受取利息及び受取配当金 △8,046

持分法による投資損益（△は益） 41,881

新株予約権戻入益 △9,560

固定資産除却損 10,366

リース解約損 72,737

減損損失 830,119

投資有価証券売却損益（△は益） △6,719

投資有価証券評価損 235,441

関係会社整理損 92,616

売上債権の増減額（△は増加） △132,575

たな卸資産の増減額（△は増加） 47,038

その他の流動資産の増減額（△は増加） △16,743

仕入債務の増減額（△は減少） 166,694

その他の流動負債の増減額（△は減少） 25,115

長期未払金の増減額（△は減少） △2,150

その他 20

小計 51,773

利息及び配当金の受取額 8,046

リース解約損の支払額 △72,737

法人税等の支払額 △88,419

営業活動によるキャッシュ・フロー △101,337

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △13,319

有形固定資産の除却による支出 △8,100

無形固定資産の取得による支出 △144,744

投資有価証券の取得による支出 △16,265

投資有価証券の売却による収入 6,720

その他 △2,004

投資活動によるキャッシュ・フロー △177,712

財務活動によるキャッシュ・フロー  

株式の発行による収入 3,259

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,259

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △275,791

現金及び現金同等物の期首残高 4,120,513

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,844,722
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