
 

各  位 

 

 

平成 21 年６月 23 日 

会社名：スターティア株式会社 

代表者名：代表取締役社長 兼 最高経営責任者  

本 郷 秀 之 

（コード番号 3393 東証マザーズ） 

問合せ先：執行役員 経営企画室長 兼 財務経理部長  

後 久 正 明 

（TEL：03-5339-2162） 

   

（訂正・数値データ訂正あり）平成 21 年３月期決算短信の一部訂正について 

 

平成 21 年 5 月 15 日に公表しました、「平成 21 年 3 月期決算短信」の記載内容に一部訂正すべき事項

がありましたので、下記のとおり訂正いたします。 

 

 

記 

１． 訂正の理由 

   有価証券報告書作成過程において、関係会社株式の売却により期末時点において連結対象から除

外となった子会社のキャッシュ・フローを的確に反映させたこと、並びに、転記の誤りがあった

ことにより、決算短信の一部を訂正するものであります。 

  

 

２. 訂正箇所 

   訂正箇所は下線を付して表示しております。 

    

①決算短信 １頁 

1.21 年 3 月期の連結業績(平成 20 年 4 月 1日～平成 21 年 3 月 31 日) 

（3）連結キャッシュ・フローの状況 

【訂正前】 

 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 

 百万円 百万円 百万円 百万円

 21 年３月期 243 △102 △48 1,077 

 20 年３月期 292 △329 457 1,066 

 

 

【訂正後】 

 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 

 百万円 百万円 百万円 百万円

 21 年３月期 243 △182 △48 1,077 

 20 年３月期 292 △329 457 1,066 

 

 

 

 



②決算短信 １頁 

3．22 年３月期の連結業績予想（平成 21 年４月１日～平成 22 年３月 31 日） 

【訂正前】 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当たり 
当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第２四半期連結累計期間 1,600 △33.9 △70 ─ △74 ─ △75 ─ △3,391 52 

通 期 3,400 △28.7 150 38.0 143 △43.5 60 △36.2 2,713 21 

 

 

【訂正後】 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当たり 
当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第２四半期連結累計期間 1,600 △33.9 △70 ─ △74 ─ △75 ─ △3,391 52 

通 期 3,400 △28.7 150 △38.0 143 △43.5 60 △36.2 2,713 21 

 

 

 

③決算短信 ７頁 

（2）財政状態に関する分析 

 ② キャッシュ・フローの状況 

(ロ) 投資活動によるキャッシュ・フロー 

【訂正前】 

投資活動によるキャッシュ・フローは102,867千円の支出となりました。これは固定資産の取得による

支出 73,193 千円、投資有価証券の取得による支出 30,740 千円等によるものであります。 

 

 

【訂正後】 

投資活動によるキャッシュ・フローは182,793千円の支出となりました。これは連結除外に伴う現金及

び現金同等物減少額 79,926 千円、固定資産の取得による支出 73,193 千円、投資有価証券の取得による

支出 30,740 千円等によるものであります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



④決算短信 20～21 頁 

（4）連結キャッシュ・フロー計算書 

【訂正前】                                  （単位：千円） 

  前連結会計年度 当連結会計年度

 (自平成 19 年 4月 1 日 (自平成 20 年 4月 1 日

  至平成 20 年 3月 31 日)  至平成 21 年 3月 31 日)

 営業活動によるキャッシュ・フロー     

  税金等調整前当期純利益  157,937 196,071

  減価償却費  74,055 106,943

  貸倒引当金の増減額（△は減少）  14,663 10,421

  賞与引当金の増減額（△は減少）  17,270 1,659

  受取利息及び受取配当金  △1,508 △1,810

  支払利息  3,212 8,345

  子会社株式売却損益（△は益）  － △11,145

  投資有価証券売却損益(△は益）  △2,500 －

  投資有価証券評価損益（△は益）  7,904 43,263

  固定資産除却損  5,214 10,721

  保険解約損失  － 14,029

  事務所移転補償金  △28,097 －

  売上債権の増減額（△は増加）  △72,125 △6,463

  たな卸資産の増減額（△は増加）  692 △3,893

  仕入債務の増減額（△は減少）  3,180 △2,556

  未払金の増減額（△は減少）  22,701 11,508

  未払消費税等の増減額（△は減少）  14,023 23,859

  その他  37,228 △21,335

  小計  253,854 379,618

  利息及び配当金の受取額  1,416 1,757

  利息の支払額  △4,539 △7,988

  事務所移転補償金の受取額  28,097 －

  法人税等の支払額  △19,760 △130,028

  法人税等の還付額  33,131 －

  営業活動によるキャッシュ・フロー  292,200 243,359

 投資活動によるキャッシュ・フロー  

  固定資産の取得による支出  △115,266 △73,193

  保証金の差入による支出  △36,927 △824

  保証金の返還による収入  21,521 1,891

  投資有価証券の取得による支出  △35,100 △30,740

  投資有価証券の売却による収入  32,500 －

  営業譲受による支出  △175,000 －

  その他  △20,903 －

  投資活動によるキャッシュ・フロー  △329,175 △102,867

 財務活動によるキャッシュ・フロー  

  短期借入れによる収入  280,000 570,000

  短期借入金の返済による支出  － △820,000

  長期借入れによる収入  200,000 350,000

  長期借入金の返済による支出  － △124,664

  株式の発行による収入  240 －

  配当金の支払額  △7,737 △7,669

  自己株式の取得による支出  △15,015 △26,898

  自己株式の処分による収入  － 420

  少数株主からの払込みによる収入  － 9,900

  財務活動によるキャッシュ・フロー  457,487 △48,911

 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）  420,512 91,580

 現金及び現金同等物の期首残高  645,617 1,066,129

 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額  － ※2  △79,926

 現金及び現金同等物の期末残高  ※1 1,066,129 ※1 1,077,783



【訂正後】                                  （単位：千円） 

前連結会計年度 当連結会計年度

(自平成 19 年 4月 1 日 (自平成 20 年 4月 1 日

  

至平成 20 年 3月 31 日)  至平成 21 年 3月 31 日)

 営業活動によるキャッシュ・フロー      
  税金等調整前当期純利益  157,937 196,071

  減価償却費  74,055 106,943

  貸倒引当金の増減額（△は減少）  14,663 10,421

  賞与引当金の増減額（△は減少）  17,270 1,659

  受取利息及び受取配当金  △1,508 △1,810

  支払利息  3,212 8,345

  関係会社株式売却損益（△は益）  － △11,145

  投資有価証券売却損益(△は益）  △2,500 －

  投資有価証券評価損益（△は益）  7,904 43,263

  固定資産除却損  5,214 10,721

  保険解約損失  － 14,029

  事務所移転補償金  △28,097 －

  売上債権の増減額（△は増加）  △72,125 △6,463

  たな卸資産の増減額（△は増加）  692 △3,893

  仕入債務の増減額（△は減少）  3,180 △2,556

  未払金の増減額（△は減少）  22,701 11,508

  未払消費税等の増減額（△は減少）  14,023 23,859

  その他  37,228 △21,335

  小計  253,854 379,618

  利息及び配当金の受取額  1,416 1,757

  利息の支払額  △4,539 △7,988

  事務所移転補償金の受取額  28,097 －

  法人税等の支払額  △19,760 △130,028

  法人税等の還付額  33,131 －

  営業活動によるキャッシュ・フロー  292,200 243,359

 投資活動によるキャッシュ・フロー  

  固定資産の取得による支出  △115,266 △73,193

  保証金の差入による支出  △36,927 △824

  保証金の返還による収入  21,521 1,891

  投資有価証券の取得による支出  △35,100 △30,740

  投資有価証券の売却による収入  32,500 －

  営業譲受による支出  △175,000 －

  連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額  － ※2  △79,926

  その他  △20,903 －

  投資活動によるキャッシュ・フロー  △329,175 △182,793

 財務活動によるキャッシュ・フロー  

  短期借入れによる収入  280,000 570,000

  短期借入金の返済による支出  － △820,000

  長期借入れによる収入  200,000 350,000

  長期借入金の返済による支出  － △124,664

  株式の発行による収入  240 －

  配当金の支払額  △7,737 △7,669

  自己株式の取得による支出  △15,015 △26,898

  自己株式の処分による収入  － 420

  少数株主からの払込みによる収入  － 9,900

  財務活動によるキャッシュ・フロー  457,487 △48,911

 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）  420,512 11,654

 現金及び現金同等物の期首残高  645,617 1,066,129

 現金及び現金同等物の期末残高  ※1 1,066,129 ※1 1,077,783

以 上 
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（百万円未満切捨て）

1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日）
(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 4,767 13.8 241 78.0 252 80.1 94 △7.0
20年3月期 4,188 27.8 135 297.6 140 300.2 101 ―

1株当たり当期純利益 潜在株式調整後1株当た
り当期純利益

自己資本当期純利
益率 総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％
21年3月期 4,346.25 4,244.86 7.6 10.9 5.1
20年3月期 4,597.25 4,462.49 8.7 7.1 3.2
（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20年3月期  ―百万円

(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3月期 2,295 1,256 54.8 58,658.29
20年3月期 2,336 1,204 51.3 54,974.61
（参考） 自己資本  21年3月期  1,256百万円 20年3月期  1,196百万円

(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

百万円 百万円 百万円 百万円
21年3月期 243 △182 △48 1,077
20年3月期 292 △329 457 1,066

2.  配当の状況
1株当たり配当金 配当金総額

（年間）
配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％
20年3月期 ― 0.00 ― 350.00 350.00 7 8.0 0.6
21年3月期 ― 0.00 ― 350.00 350.00 7 7.6 0.7
22年3月期
（予想） ― 0.00 ― 350.00 350.00 11.7

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日）
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 1株当たり当期
純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭
第2四半期
連結累計期間 1,600 △33.9 △70 ― △74 ― △75 ― △3,391.52

通期 3,400 △28.7 150 △38.0 143 △43.5 60 △36.2 2,713.21



4.  その他
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  有
新規 ―社 （社名 ） 除外 1社 （社名 スターティアレナジー株式会社 ）
（注） 詳細は、13ページ「企業集団の状況」をご覧ください。

(2) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項
の変更に記載されるもの）
① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 有
〔（注） 詳細は、22ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。〕

(3) 発行済株式数（普通株式）
① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期 22,114株 20年3月期 22,114株
② 期末自己株式数 21年3月期 686株 20年3月期 200株
（注） １株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、40ページ「１株当たり情報」をご覧ください。

（参考）個別業績の概要

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日）
(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 4,006 5.9 246 65.6 260 69.0 86 △9.6
20年3月期 3,781 18.4 149 159.7 154 159.8 95 ―

1株当たり当期純利益 潜在株式調整後1株当たり当期純
利益

円 銭 円 銭
21年3月期 4,006.99 3,913.52
20年3月期 4,359.79 4,231.99

(2) 個別財政状態
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3月期 2,295 1,256 54.8 58,658.29
20年3月期 2,241 1,204 53.7 54,957.68
（参考） 自己資本 21年3月期  1,256百万円 20年3月期  1,204百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいて
おり、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想のご利用にあたっての注記事項については、３ページ「１.経
営成績(1)経営成績に関する分析」をご覧ください。
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