
 

平成 21 年３月 24 日 

各  位 

 
会 社 名 ス リ ー プ ロ グ ル ー プ 株 式 会 社
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（修正・数値データ修正有・追加）「平成 21 年 10 月期 第１四半期決算短信」の修正について 

 

平成 21 年３月 17 日付で発表いたしました「平成 21 年 10 月期第一四半期決算短信」の記載内容について一部訂正がありましたので、

下記の通りお知らせいたします。訂正箇所には、  を表示しております。なお、平成 20 年 12 月 24 日付で発表いたしました平成 21 年

10 月期の連結業績予想の数値に変更はありません。 

記 

【訂正および追加の理由】 

訂正について、主として、当社の連結子会社であるスリープロコミュニケーションズ株式会社（以下「ＴＰＣ」という）の合意解約金

の計上方法について、変更があったためであります。 

追加については、連結子会社であるＴＰＣは、従来、通信サービス等の加入勧奨業務にかかる売上について、加入申し込みを受けた顧

客における当該通信サービス等の開通日を基準日として計上を行っておりましたが、当第１四半期連結会計期間より、通信サービス事業

者より開通通知書が到着した日を基準日として計上する方法に変更しております。この変更は、開通日から開通通知書の到着日まで一定

の期間がかかり、そのため売上の把握が遅延することにより、四半期連結決算業務の早期化の障害となることから、変更を行ったもので

あります。 

なお、いずれも、会計監査人より、会計処理を修正するよう指摘を受け、訂正および追加を行うものであります。 

 

 

 

【訂正内容】 

○ 平成 21 年 10 月期 第 1 四半期決算短信（１ページ） 

 

（訂正前） 

四半期報告書提出予定日 平成 21 年３月 17 日

 

（訂正後） 

四半期報告書提出予定日 平成 21 年３月 24 日
 

○平成 21 年 10 月期 第 1 四半期決算短信（１ページ） 
１．平成 21 年 10 月期第１四半期の連結業績（平成 20 年 11 月１日～平成 21 年１月 31 日） 
 
（訂正前） 
（1）連結経営成績（累計）                                 （％表示は対前年同四半期増減率） 

 売 上 高     営業利益 経常利益 四半期純利益 

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円   ％  百万円    ％

21 年 10 月期第１四半期 

20 年 10 月期第１四半期 

2,722 

2,303 

18.2 

14.0 

3 

46 

△91.7

49.7 

14 

46 

△67.5

9.4  

△3 

22 

△117.0

△13.2 

 

 １株当たり四半期純利益 
潜在株式調整後１株 

当たり四半期純利益 

  円  銭   円  銭 
21 年 10 月期第１四半期 

20 年 10 月期第１四半期 

△201  13 

1,212  77  

 

 

─ 

1,212 92 
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（2）連結財政状態 

 総 資 産      純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円  銭
21 年 10 月期第１四半期 

20 年 10 月期   

4,369 

4,324 

1,586 

1,613 

36.3 

37.3  

82,734 30 

84,183 80 

（参考）自己資本       21 年 10 月期第１四半期  1,591百万円   20 年 10 月期  1,613 百万円 

 
 
（訂正後） 
（1）連結経営成績（累計）                                 （％表示は対前年同四半期増減率） 

 売 上 高     営業利益 経常利益 四半期純利益 

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円   ％  百万円    ％

21 年 10 月期第１四半期 

20 年 10 月期第１四半期 

2,722 

2,303 

18.2 

14.0 

7 

46 

△84.2

49.7  

9 

46 

△79.6

9.4  

29 

22 

31.9

△13.2 

 

 

 １株当たり四半期純利益 
潜在株式調整後１株当たり

四半期純利益 

  円  銭  円  銭 
21 年 10 月期第１四半期 

20 年 10 月期第１四半期 

1,563  77 

1,212  77  

 

 

─ 

1,212 92 

 
（2）連結財政状態 

 総 資 産      純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産 

  百万円 百万円 ％  円  銭
21 年 10 月期第１四半期 

20 年 10 月期   

4,402 

4,324 

1,620 

1,613 

36.8 

37.3  

84,449 20 

84,183 80 

（参考）自己資本       21 年 10 月期第１四半期  1,620百万円   20 年 10 月期  1,613 百万円 

 

 

○平成 21 年 10 月期 第 1 四半期決算短信（３ページ） 

定性的情報・財務諸表等 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

（訂正前） 

以上の結果、当第１四半期連結会計期間における当社グループの業績は、売上高 27 億 22 百万円（前年同期比 18.1％増）、経常利益14 百

万円（前年同期比208.0％減）、四半期純損失３百万円（前年同期比689.5％減）となりました。 

（訂正後） 

以上の結果、当第１四半期連結会計期間における当社グループの業績は、売上高 27 億 22 百万円（前年同期比 18.1％増）、経常利益９百

万円（前年同期比79.6％減）、四半期純利益 29百万円（前年同期比31.9％増）となりました。 
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○平成 21 年 10 月期 第 1 四半期決算短信（４ページ） 

業績ハイライト 

（訂正前） 
平成 20 年 10 月期  平成 21 年 10 月期  

（前年同期）  （当第１四半期）  

対前年増減率  

営業・販売支援サービス     売上高  615  783 27.2% 

              売上総利益  144 152 6.1%

導入・設置・交換支援サービス  売上高  629 760 20.8% 

              売上総利益  213 190 △10.8% 

運用支援サービス        売上高 932 1,098 17.9% 

              売上総利益  196 216 9.9% 

学習支援サービス       売上高  126 79  △36.7% 

             売上総利益  72 52 △27.4% 

合計             売上高  2,303 2,722 18.1% 

             売上総利益  626 611 △2.4%

販売費及び一般管理費  579 607 4.9% 

経常利益  46 14 △208.0%

当期純利益  22 △3 △689.5%

 

 

 

（訂正後） 
平成 20 年 10 月期  平成 21 年 10 月期  

（前年同期）  （当第１四半期）  

対前年増減率  

営業・販売支援サービス     売上高  615  783 27.2% 

              売上総利益  144 156 8.5%

導入・設置・交換支援サービス  売上高  629 760 20.8% 

              売上総利益  213 190 △10.8% 

運用支援サービス        売上高 932 1,098 17.9% 

              売上総利益  196 216 9.9% 

学習支援サービス        売上高  126 79  △36.7% 

              売上総利益  72 52 △27.4% 

合計              売上高  2,303 2,722 18.1% 

              売上総利益  626 615 △1.8%

販売費及び一般管理費  579 607 4.9% 

経常利益  46 9 △79.6%

当期純利益  22 29 31.9%

 

 

○平成 21 年 10 月期 第 1 四半期決算短信（４ページ） 

(1)資産・負債及び純資産の状況 

（訂正前） 

当第１四半期連結会計期間の資産合計につきましては、43億69百万円で前連結会計年度末より44百万円の増加となりました。このうち、

流動資産は31億91百万円で前連結会計年度末より16百万円の減少、固定資産は11億78百万円で前連結会計年度末より61百万円の増加とな

りました。流動資産が減少したのは、主として売掛金の減少によるものであり、固定資産が増加したのは、営業譲受によるのれん及びソ

フトウェアの増加によるものです。 

一方、負債合計につきましては、27億83百万円で前連結会計年度末より72百万円の増加となりました。 

このうち、流動負債は、22億93百万円で前連結会計年度末より１億10百万円の増加、固定負債は、４億89百万円で前連結会計年度末より

37百万円の減少となりました。流動負債が増加したのは、主として、短期借入金が増加したことによるものであり、固定負債が減少した
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のは、主として、長期借入金の減少によるものであります。 

純資産合計につきましては、15 億 86 百万円で前連結会計年度末より27 百万円減少となりました。 

 

（訂正後） 

当第１四半期連結会計期間の資産合計につきましては、44億２百万円で前連結会計年度末より77百万円の増加となりました。このうち、

流動資産は32億23百万円で前連結会計年度末より15百万円の増加、固定資産は11億78百万円で前連結会計年度末より61百万円の増加とな

りました。流動資産が増加したのは、主として前払費用の増加によるものであり、固定資産が増加したのは、のれん及びソフトウェアの

増加によるものです。 

一方、負債合計につきましては、27億82百万円で前連結会計年度末より71百万円の増加となりました。 

このうち、流動負債は、22億92百万円で前連結会計年度末より１億８百万円の増加、固定負債は、４億89百万円で前連結会計年度末より

37百万円の減少となりました。流動負債が増加したのは、主として、短期借入金が増加したことによるものであり、固定負債が減少した

のは、主として、長期借入金の減少によるものであります。 

純資産合計につきましては、16 億 20 百万円で前連結会計年度末より６百万円増加となりました。 

 

○平成 21 年 10 月期 第 1 四半期決算短信（７ページ） 

５．四半期連結財務諸表 

(1)四半期連結貸借対照表 

（単位：千円） 

(訂正前) 

当第１四半期連結会計期間末

（平成 21 年 1月 31 日）

  
(訂正後) 

当第１四半期連結会計期間末

（平成 21 年 1月 31 日）

資産の部 資産の部 

流動資産 流動資産 

現金及び預金 1,170,235 現金及び預金 1,170,235

受取手形及び売掛金 1,439,854 受取手形及び売掛金 1,439,854

商品及び製品 19,841 商品及び製品 19,841

仕掛品 5,895 仕掛品 5,895

  原材料及び貯蔵品 2,097   原材料及び貯蔵品 2,097

その他 569,501 その他 601,893

貸倒引当金 △15,961 貸倒引当金 △15,961

流動資産合計 3,191,464 流動資産合計 3,223,855

固定資産 固定資産 

有形固定資産 166,541 有形固定資産 166,541

    無形固定資産     無形固定資産 

のれん 604,218 のれん 604,218

その他 34,377 その他 34,377

無形固定資産合計 638,596 無形固定資産合計 638,596

投資その他の資産 投資その他の資産 

投資その他の資産 451,479 投資その他の資産 451,479

貸倒引当金 △78,280 貸倒引当金 △78,280

投資その他の資産合計 373,199 投資その他の資産合計 373,199

固定資産合計 1,178,337 固定資産合計 1,178,337
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資産合計 4,369,802 資産合計 4,402,193

負債の部 負債の部 

  流動負債   流動負債 

買掛金 97,912 買掛金 97,912

短期借入金 900,000 短期借入金 900,000

1年内返済予定の長期借入金 187,403 1年内返済予定の長期借入金 187,403

未払金 788,017 未払金 786,572

未払法人税等 15,447 未払法人税等 15,447

賞与引当金 61,826 賞与引当金 61,826

その他 243,216 その他 243,216

流動負債合計 2,293,823 流動負債合計 2,292,378

固定負債 固定負債 

長期借入金 391,800 長期借入金 391,800

退職給付引当金 11,324 退職給付引当金 11,324

その他 86,672 その他 86,672

固定負債合計 489,797 固定負債合計 489,797

負債合計 2,783,620 負債合計 2,782,175

純資産の部 純資産の部 

株主資本 株主資本 

資本金 1,002,602 資本金 1,002,602

資本剰余金 489,054 資本剰余金 489,054

利益剰余金 143,875 利益剰余金 177,712

自己株式 △212 自己株式 △212

株主資本計 1,635,319 株主資本計 1,669,156

評価・換算差額等 評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △49,137
 
その他有価証券評価差額金 △49,137

評価・換算差額等合計 △49,137 評価・換算差額等合計 △49,137

純資産合計 1,586,181 純資産合計 1,620,018

負債純資産合計 4,369,802 負債純資産合計 4,402,193
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○平成 21 年 10 月期 第 1 四半期決算短信（９ページ） 

 

 

（２）四半期連結損益計算書 

（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）
（訂正前） 

当第１四半期連結累計期間 

（訂正後） 

当第１四半期連結累計期間 

(自 平成 20 年 11 月１日 

至 平成 21 年１月 31 日)

(自 平成 20 年 11 月１日 

至 平成 21 年１月 31 日)

売上高 2,722,033 売上高 2,722,033

売上原価 2,110,461 売上原価 2,106,973

売上総利益 611,571 売上総利益 615,060

販売費及び一般管理費 607,696 販売費及び一般管理費 607,696

営業利益 3,875 営業利益 7,364

営業外収益  営業外収益  

受取利息 383 受取利息 383

受取配当金 402 受取配当金 402

受取手数料 6,089 受取手数料 6,089

違約金収入 9,055    ─               ─

その他 4,990 その他 4,990

営業外収益合計 20,920 営業外収益合計 11,865

営業外費用  営業外費用  

支払利息 8,759 支払利息 8,759

その他 1,098 その他 1,098

営業外費用合計 9,857 営業外費用合計 9,857

経常利益 14,938 経常利益 9,371

特別利益  特別利益  

 事業譲渡益 5,000 事業譲渡益 5,000

 ─                ─ 合意解約金収入 39,403

 その他 1,183 その他 1,183

 特別利益合計 6,183 特別利益合計 45,586

特別損失  特別損失  

投資有価証券評価損 212 投資有価証券評価損 212

特別損失合計 212 特別損失合計 212

税金等調整前四半期純利益 20,909 税金等調整前四半期純利益 54,746

法人税、住民税及び事業税 12,882 法人税、住民税及び事業税 12,882

法人税等調整額 11,883 法人税等調整額 11,883

法人税等合計 24,765 法人税等合計 24,765

四半期純利益 △3,856 四半期純利益 29,980
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○平成 21 年 10 月期 第 1 四半期決算短信（10 ページ） 

 (3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 

（単位：千円） 

 

 
(修正前) 

当第１四半期連結会計期間
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年１月31日)

  
（修正後） 

当第１四半期連結会計期間
(自 平成20年11月１日
 至 平成21年１月31日)

 金額（千円）  金額（千円） 

営業活動によるキャッシュ・フロー 営業活動によるキャッシュ・フロー 

税金等調整前四半期（当期）純利 
益 20,909

税金等調整前四半期（当期）純利 
益 54,746

減価償却費 14,150 減価償却費 14,150

のれん償却額 24,206 のれん償却額 24,206

事業譲渡損益（△は益） △5,000 事業譲渡損益（△は益） △5,000

─ ─ 合意解約金（△は益） △39,403

貸倒引当金の増減額（減少：△） 6,217 貸倒引当金の増減額（減少：△） 6,217

賞与引当金の増減額（減少：△） △3,977 賞与引当金の増減額（減少：△） △3,977

退職給付引当金の増減額 
（減少：△） △218

退職給付引当金の増減額 
（減少：△） △218

受取利息及び受取配当金 △785 受取利息及び受取配当金 △785

支払利息 8,759 支払利息 8,759

売上債権の増減額（増加：△） 122,754 売上債権の増減額（増加：△） 122,754

たな卸資産の増減額（増加：△） △4,341 たな卸資産の増減額（増加：△） △4,341

仕入債務の増減額（減少：△） △18,663 仕入債務の増減額（減少：△） △18,663

未払金の増減額（減少：△） △39,322 未払金の増減額（減少：△） △40,767

その他 △26,159 その他 △19,147

小計 98,528 小計 98,528

利息及び配当金受取額 785 利息及び配当金受取額 785

利息の支払額 △7,546 利息の支払額 △7,546

法人税等の支払額 △72,903 法人税等の支払額 △72,903

営業活動によるキャッシュ・フロー 18,863 営業活動によるキャッシュ・フロー 18,863

投資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

有形固定資産の取得による支出 △1,409 有形固定資産の取得による支出 △1,409

無形固定資産の取得による支出 △7,000 無形固定資産の取得による支出 △7,000

長期貸付けによる支出 △1,000 長期貸付けによる支出 △1,000

長期貸付金の回収による収入 3,775 長期貸付金の回収による収入 3,775

敷金及び保証金の差入による支出 △50,010 敷金及び保証金の差入による支出 △50,010

敷金及び保証金の回収による収入 5,287 敷金及び保証金の回収による収入 5,287

営業譲受による支出 △30,000 営業譲受による支出 △30,000

保険積立金の積立による支出 △20,160 保険積立金の積立による支出 △20,160

投資活動によるキャッシュ・フロー △100,517 投資活動によるキャッシュ・フロー △100,517

財務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

短期借入金の純増減額（△は減少） 200,000 短期借入金の純増減額（△は減少） 200,000

長期借入金の返済による支出 △43,733 長期借入金の返済による支出 △43,733

リース債務の返済による支出 △4,277 リース債務の返済による支出 △4,277
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自己株式の取得による支出 △11 自己株式の取得による支出 △11

配当金の支払額 △14,472 配当金の支払額 △14,472

財務活動によるキャッシュ・フロー 137,505 財務活動によるキャッシュ・フロー 137,505

現金及び現金同等物の増減額（△は
減少） 55,851

現金及び現金同等物の増減額（△は
減少） 55,851

現金及び現金同等物の期首残高 1,110,372 現金及び現金同等物の期首残高 1,110,372

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,166,224
現金及び現金同等物の四半期末残
高 

1,166,224

 

 

 

【追加】  

○平成 21 年 10 月期 第 1 四半期決算短信（５ページ） 

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

売上計上基準の変更  

連結子会社であるスリープロコミュニケーションズ株式会社は、従来、通信サービス等の加入勧奨業務にかかる売上について、加入申

し込みを受けた顧客における当該通信サービス等の開通日を基準日として計上を行っておりましたが、当第１四半期連結会計期間より、

通信サービス事業者より開通通知書が到着した日を基準日として計上する方法に変更しております。この変更は、開通日から開通通知書

の到着日まで一定の期間がかかり、そのため売上の把握が遅延することにより、四半期連結決算業務の早期化の障害となることから、今

回変更を行ったものであります。この変更により、従来の方法によった場合に比べ、売上高が 57,864 千円、売上原価が 33,951 千円減少

し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益がそれぞれ 23,913 千円減少しております。 

以上 


