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（訂正）「平成 21 年３月期決算短信」の一部訂正に関するお知らせ 
 

平成 21 年４月 30 日に公表した「平成 21 年３月期決算短信」の記載内容に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、訂正箇所は下線を付して表示しております。 

 

記 

 

訂正箇所① 20 ページ 

４．連結財務諸表  

（３）連結株主資本等変動計算書  

（訂正前） 

 （単位：千円）

 前連結会計年度 

（自 平成 19 年４月 1 日 

 至 平成 20年 3月 31日）

当連結会計年度 
（自 平成 20 年４月１日 

至 平成21年３月31日）

自己株式 

 前期末残高 △289 △289

当期変動額 

自己株式の取得 ― △10

自己株式の消却 ― 300

当期変動額合計 ― △289

当期末残高 △289 ―

 



 （訂正後） 

 （単位：千円）

 前連結会計年度 
（自 平成 19 年４月１日 
 至 平成20年３月31日）

当連結会計年度 
（自 平成 20 年４月１日 

至 平成21年３月31日）

自己株式 

 前期末残高 △289 △289

当期変動額 

自己株式の取得 ― △10

自己株式の消却 ― 300

当期変動額合計 ― 289

当期末残高 △289 ―
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４．連結財務諸表  

（３）連結株主資本等変動計算書  

（訂正前） 

 （単位：千円）

 前連結会計年度 
（自 平成 19 年４月１日 
 至 平成20年３月31日）

当連結会計年度 
（自 平成 20 年４月１日 

至 平成21年３月31日）

純資産合計 

 前期末残高 3,652,988 3,840,966

当期変動額 

新株の発行（新株予約権の行使） 745 ―

新株の発行 ― 4,000,017

剰余金の配当 △176,052 △88,028

当期純損失（△） △799,726 △907,292

 自己株式の取得 ― △10

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,163,012 △1,577,155

当期変動額合計 187,978 1,429,900

当期末残高 3,840,966 5,270,867

 



（訂正後） 

 （単位：千円）

 前連結会計年度 
（自 平成 19 年４月１日 
 至 平成20年３月31日）

当連結会計年度 

（自 平成 20 年４月１日 

 至 平成21年３月31日）

純資産合計 

 前期末残高 3,652,988 3,840,966

当期変動額 

新株の発行（新株予約権の行使） 745 ―

新株の発行 ― 4,000,017

剰余金の配当 △176,052 △88,028

当期純損失（△） △799,726 △904,922

 自己株式の取得 ― △10

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,163,012 △1,577,155

当期変動額合計 187,978 1,429,900

当期末残高 3,840,966 5,270,867
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４．連結財務諸表  

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項  

 （訂正前） 

項目 

前連結会計年度 
（自 平成 19 年４月１日 

    至 平成 20 年３月 31 日） 

当連結会計年度 
（自 平成 20 年４月１日 

     至 平成 21 年３月 31 日） 

１ 連結の範囲に関する事項 連結子会社の数 10 社 

連結子会社の名称及び新規連結の理由 

CDN ソリューションズ㈱ 

Oy Gamecluster Ltd. 

CMX㈱  

㈱釣りビジョン 

ギガ・ブレーンズ㈱  

ブロードメディア・スタジオ㈱  

ハリウッドチャンネル㈱  

クラリネット㈱  

G-cluster America, Inc. 

G クラスタ・グローバル㈱  

 G-cluster America, Inc.および Gクラ

スタ・グローバル㈱は、当連結会計年度中

において新たに設立したため、連結の範囲

に含めております。 

 

連結子会社の数 ８社 

連結子会社の名称及び新規連結の理由 

CDN ソリューションズ㈱  

CMX㈱  

㈱釣りビジョン 

ギガ・ブレーンズ㈱  

ブロードメディア・スタジオ㈱  

ハリウッドチャンネル㈱  

クラリネット㈱  

ラテンドラマ共同事業体  

 ラテンドラマ共同事業体は、当連結会計

年度中において新たに設立したため、連結

の範囲に含めております。前連結会計年度

において持分法適用関連会社であった株

式会社アリスネットは当連結会計年度中

において株式を追加取得したことにより、

連結の範囲に含めましたが、同社の株式を

すべて売却致しました。同社の損益計算書

及びキャッシュ・フロー計算書は第３四半

期連結会計期間末まで連結しております

が、同社の貸借対照表は連結しておりませ

ん。G クラスタ・グローバル株式会社の株

式の一部を売却したことにより、同社と同

社の子会社である Oy Gamecluster Ltd.及

び G-cluster America, Inc.は持分法適用

関連会社となりました。上記３社の損益計

算書及びキャッシュ・フロー計算書は第３

四半期連結会計期間末まで連結しており

ます。 

 



（訂正後） 

項目 

前連結会計年度 
（自 平成 19 年４月１日 

    至 平成 20 年３月 31 日） 

当連結会計年度 
（自 平成 20 年４月１日 

     至 平成 21 年３月 31 日） 

１ 連結の範囲に関する事項 
連結子会社の数 10 社 

連結子会社の名称及び新規連結の理由 

CDN ソリューションズ㈱ 

Oy Gamecluster Ltd. 

CMX㈱  

㈱釣りビジョン 

ギガ・ブレーンズ㈱  

ブロードメディア・スタジオ㈱  

ハリウッドチャンネル㈱  

クラリネット㈱  

G-cluster America, Inc. 

G クラスタ・グローバル㈱  

 G-cluster America, Inc.および Gクラ

スタ・グローバル㈱は、当連結会計年度中

において新たに設立したため、連結の範囲

に含めております。 

 

連結子会社の数 ８社 

連結子会社の名称及び新規連結の理由 

CDN ソリューションズ㈱  

CMX㈱  

㈱釣りビジョン 

ギガ・ブレーンズ㈱  

ブロードメディア・スタジオ㈱  

ハリウッドチャンネル㈱  

クラリネット㈱  

ラテンドラマ共同事業体  

 ラテンドラマ共同事業体は、当連結会計

年度中において新たに設立したため、連結

の範囲に含めております。前連結会計年度

において持分法適用関連会社であった株

式会社アリスネットは当連結会計年度中

において株式を追加取得したことにより、

連結の範囲に含めましたが、同社の株式を

すべて売却致しました。同社の損益計算書

及びキャッシュ・フロー計算書は第３四半

期連結会計期間末まで連結しております

が、同社の貸借対照表は連結しておりませ

ん。G クラスタ・グローバル株式会社の株

式の一部を売却したことにより、同社と同

社の子会社である Oy Gamecluster Ltd.及

び G-cluster America, Inc.は持分法適用

関連会社となりました。上記３社の損益計

算書及びキャッシュ・フロー計算書は第２

四半期連結会計期間末まで連結しており

ます。 
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４．連結財務諸表  

注記事項 

（関連当事者情報） 

（訂正前） 

当連結会計年度（自 平成 20 年４月１日  至 平成 21 年３月 31 日） 

関連当事者との取引 

連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引 

１ 連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等 

属性 
会社等の

名称 
住所 

資本金 

（百万円） 

事業の 

内容 

議決権等

の所有（被

所有）割合

（％） 

関連当

事者と

の関係

取引内容
取引金額

（千円） 
科目 

期末残高

（千円）

2,011,598 資本金 ―その他の

関係会社 

SBI ホ ー

ルディン

グス㈱ 

東京都 

港区 
55,194 証券業 

(被所有)

47.2％ 

― 

第三者割

当による

増資 1,988,419 資本準備金 ―

その他の

関係会社 
SBBM㈱ 

東京都 

港区 
72,986 

情報・ 

通信業 

(被所有)

24.2％ 

役員の

兼務 

株式の取

得 
200,336 売掛金 ―

 



（訂正後） 

当連結会計年度（自 平成 20 年４月１日  至 平成 21 年３月 31 日） 

関連当事者との取引 

連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引 

１ 連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等 

属性 
会社等の

名称 
住所 

資本金 

（百万円） 

事業の 

内容 

議決権等

の所有（被

所有）割合

（％） 

関連当

事者と

の関係

取引内容
取引金額

（千円） 
科目 

期末残高

（千円）

その他の

関係会社 

SBI ホ ー

ルディン

グス㈱ 

東京都 

港区 
55,214 証券業 

(被所有)

47.2％ 

― 

第三者割

当による

増資 

500,004 ― ―

その他の

関係会社 
SBBM㈱ 

東京都 

港区 
72,986 情報・通信

(被所有)

24.3％ 

役員の

兼務 

株式の取

得 
200,336 ― ―

 

 

以 上 

 

〈本件に関するお問い合わせ先〉 

ブロードメディア株式会社 IR 担当 TEL. 03－6439－3983 


