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平成21年７月31日 

各  位 

 

会 社 名 株 式 会 社 Ｓ Ｂ Ｒ 

         （旧会社名 株式会社テレウェイヴ） 

代表者名  代表取締役社長 高 梨 宏 史 

(ＪＡＳＤＡＱ・コード２７５９) 

問合せ先 総合企画室次長 佐 野 友 義 

電 話   ０３－５７３３－４４９２ 

 

 
 

（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 

 

 
 当社は、平成21年７月９日付の「不正行為及び不適切な会計処理による連結業績への影響額、及

び平成21年３月期連結業績予想との差異、特別損失の計上、並びに過年度（平成20年３月期）連結

業績の訂正に関するお知らせ」において、過年度に行われた不適切な会計処理の金額を発表し、平

成20年３月期の各四半期、及び平成21年３月期の第１、第２、第３四半期決算短信の訂正、並びに

平成21年３月期決算短信の確定を速やかに行い、それらの発表及び訂正については７月下旬を目処

に行う旨、お知らせいたしました。今般、具体的な訂正内容が確定いたしましたので、以下のとお

りご報告申し上げます。 

 なお、訂正箇所を含むページについて訂正前と訂正後をそれぞれ添付し、訂正箇所には下線を付

して表示しております。 

 

 

記 

 

 
(百万円未満切捨て) 

1. 平成 21年３月期第２四半期の連結業績（平成 20年４月１日～平成 20年９月 30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３月期第２四半期 ― 10,312 ― 215 ― 296 ― △30 
20年３月期第２四半期 8,675 △29.3 ─ △826 ─ △924 ─ △1,643 

 

 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３月期第２四半期 △58 ― 21 ― 
20年３月期第２四半期 △3,191 ― 33 ― 
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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３月期第２四半期 22,211 16,057 71.3 30,738 
20年３月期 

51 
21,517 16,269 74.8 31,243  84 

(参考) 自己資本 21年３月期第２四半期 15,842 20年３月期 百万円 16,101
 

百万円 

－後略－ 
 
 
（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３月期第２四半期 ― 10,002 ― △11 ― 53 ― △1,476 
20年３月期第２四半期 8,583 △30.0 ─ △927 ─ △1,020 ─ △3,776 

 

 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３月期第２四半期 △2,865 ― 37 ― 
20年３月期第２四半期 △7,333 ― 74 ― 

 
 (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月期第２四半期 18,398 11,732 62.6 22,348 
20年３月期 

44 
18,600 13,346 70.9 25,571  16 

(参考) 自己資本 21年３月期第２四半期 11,518 20年３月期 百万円 13,178
 

百万円 

－後略－ 
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【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） 
 

－前略－ 
 

このような状況の下、当第２四半期連結累計期間における当社グループは基礎構築期第２フェーズ
として、中長期的な安定成長に向け、強固な収益基盤を確立することを目指し、経営支援サービス本
流化のための土台作り、マネジメント強化、インフラ整備に取り組んでまいりました。 
 これらの結果、売上高 10,312 百万円（前年同期比 18.9％増）、営業利益 215 百万円（前年同期は
営業損失 826 百万円）、経常利益 296 百万円（前年同期は経常損失 924 百万円）、四半期純損失 30
百万円（前年同期は当期純損失 1,643 百万円）となりました。 

 
サービス別の概況は下記のとおりです。 

 
・ＩＴパッケージ 
ＩＴパッケージにおきましては、業務フローの改善等により受注能力・ホームページ制作に関す

る運動能力が安定化してきたことにより、当初計画していた売上高をほぼ達成することができまし
た。 
・経営支援サービス 
経営支援サービスにおきましては、第１四半期に株式会社テンポリノベーションの子会社化に伴

い開業支援サービスが強化されたことにより、当初計画の売上高を 191 百万円上回ることができま
した。 
・その他（テレウェイヴリンクス事業部付子会社） 
その他（テレウェイヴリンクス事業部付子会社）におきましては、マトリクスマネジメントによ

る組織強化及び「選択と集中」を実行いたしましたが、当初計画しておりました売上高を 288 百万
円下回りました。 
 
 
 

（訂正後） 
 

－前略－ 
 

このような状況の下、当第２四半期連結累計期間における当社グループは基礎構築期第２フェーズ
として、中長期的な安定成長に向け、強固な収益基盤を確立することを目指し、経営支援サービス本
流化のための土台作り、マネジメント強化、インフラ整備に取り組んでまいりました。 
 これらの結果、売上高 10,002 百万円（前年同期比 16.5％増）、営業損失 11 百万円（前年同期は営
業損失 927 百万円）、経常利益 53 百万円（前年同期は経常損失 1,020 百万円）、四半期純損失 1,476
百万円（前年同期は当期純損失 3,776 百万円）となりました。 

 
サービス別の概況は下記のとおりです。 

 
・ＩＴパッケージ 
ＩＴパッケージにおきましては、業務フローの改善等により受注能力・ホームページ制作に関す

る運動能力が安定化してきたことにより、当初計画していた売上高をほぼ達成することができまし
た。 
・経営支援サービス 
経営支援サービスにおきましては、第１四半期に株式会社テンポリノベーションの子会社化によ

って開業支援サービスを強化いたしました。 
・その他（テレウェイヴリンクス事業部付子会社） 
その他（テレウェイヴリンクス事業部付子会社）におきましては、マトリクスマネジメントによ

る組織強化及び「選択と集中」を推進いたしました。 
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2. 連結財政状態に関する定性的情報 
 

（訂正前） 
 
流動資産は、前連結会計年度末に比べて 7.2％増加し、11,340 百万円となりました。これは主に、

金融支援サービスの業務拡大に伴う金融立替金の増加 1,153 百万円、ＩＴパッケージ販売が順調に増
加したことによる売掛金が 118 百万円増加したことによります。 
 固定資産は、前連結会計年度末に比べて 0.6％減少し、10,871 百万円となりました。これは主に、
当社の持分法適用関連会社であった株式会社ウェブ・ワークス及び株式会社エヌシーネットワークの
異動により関係会社株式が 227 百万円減少、また投資有価証券の売却により 158 百万円減少したこと
によります。 
 流動負債は、前連結会計年度末に比べて 3.2％増加し、4,385 百万円となりました。これは主に、短
期借入金が 500 百万円増加したことによります。 
 固定負債は、前連結会計年度末に比べて 77.5％増加し、1,768 百万円となりました。これは主に、
開業支援サービスに係る預り保証金が 651 百万円増加したことによります。 

 
（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・フローは、945 百万円の減少（前年同期は 1,530 百万円の減少）とな

りました。これは主に、金融支援サービスにおける営業立替金の増加による資金の減少 1,153 百万円
によるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
投資活動の結果使用した資金は、201 百万円（前年同期は 850 百万円の増加）となりました。これ

は主に、ソフトウェアを中心とした無形固定資産の取得による支出 240 百万円、子会社株式の取得に
よる支出 144 百万円、関連会社株式の売却による収入 128 百万円によるものです。 

 
－後略－ 

 
 
 
（訂正後） 

 
流動資産は、前連結会計年度末に比べて 8.7％減少し、8,082 百万円となりました。これは主に、現

金及び預金が 830 百万円減少したことによるものです。 
固定資産は、前連結会計年度末に比べて 5.8％増加し、10,315 百万円となりました。これは主に、

開業支援サービスに係わる貸与資産が純額で 483 百万円増加したことによります。 
流動負債は、前連結会計年度末に比べて 15.0％増加し、4,895 百万円となりました。これは主に、

短期借入金が 500 百万円増加したことによります。 
 固定負債は、前連結会計年度末に比べて 77.6％増加し、1,769 百万円となりました。これは主に、
開業支援サービスに係る預り保証金が 651 百万円増加したことによります。 

 
（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・フローは、950 百万円の減少（前年同期は 1,518 百万円の減少）とな

りました。これは主に、金融支援サービスにおける営業立替金の増加による資金の減少 959 百万円に
よるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
投資活動の結果使用した資金は、196 百万円（前年同期は 838 百万円の増加）となりました。これ

は主に、ソフトウェアを中心とした無形固定資産の取得による支出 240 百万円、子会社株式の取得に
よる支出 139 百万円、関連会社株式の売却による収入 128 百万円によるものです。 

 
－後略－ 
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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)  

 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   3,857,470   4,687,804  
   受取手形及び売掛金  2,193,475  
 

2,121,134  
  たな卸資産   115,531   127,051  

   営業立替金  3,677,096  
 

2,523,640  
  その他  1,589,125  

 
1,205,084  

  貸倒引当金   △92,691   △86,993  
   流動資産合計  11,340,008  
 

10,577,721  

 固定資産    
   有形固定資産    
    建物及び構築物   375,197   383,852  
    減価償却累計額   △143,009   △135,719  
    建物及び構築物（純額）   232,188   248,133  
    車両運搬具   11,723   14,555  
    減価償却累計額   △8,224   △10,278  
    車両運搬具（純額）   3,498   4,276  
    工具、器具及び備品   727,670   736,050  
    減価償却累計額   △485,243   △467,902  
    工具、器具及び備品（純額）   242,427   268,147  
    貸与資産   1,664,473   980,206  
    減価償却累計額   △364,664   △163,913  
    貸与資産（純額）   1,299,809   816,293  
    有形固定資産合計   1,777,923   1,336,850  
   無形固定資産    
    のれん   1,734,631   1,886,344  
    ソフトウエア    1,416,221  1,262,026  
    その他   7,191   7,437  
    無形固定資産合計   3,310,003  3,003,849  
   投資その他の資産    
    投資有価証券   2,084,148   2,469,816  
    敷金及び保証金   1,191,915   1,215,450  
    賃貸用店舗資産   1,686,984   1,058,586  
    その他  1,498,932  
 

1,970,891  
   貸倒引当金  △372,291  

 
△421,343  

   投資その他の資産合計  6,089,689  
 

6,293,400  
  固定資産合計  10,871,462  

 
10,940,255  

 資産合計  22,211,470  

 

21,517,976  
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（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)  

負債の部    
  流動負債    
  買掛金  404,410  
 

507,751  
 短期借入金   1,500,000   1,000,000  

  1年内返済予定の長期借入金   287,902   296,115  
  未払法人税等   158,101   102,166  
  賞与引当金   18,299   28,468  
  解約負担引当金   408,352   410,009  
  その他  1,608,368  
 

1,907,023  
 流動負債合計  4,385,435  

 
4,251,533  

 固定負債    
  長期借入金   315,608   427,760  
  役員退職慰労引当金   11,000   11,000  
  負ののれん   38,559  180,813  
  その他   519,462  1,261,442  
  固定負債合計   996,782  1,768,863  
  負債合計  6,154,299  

 純資産の部  

5,248,316  

  
  株主資本    
   資本金   7,744,094   7,744,040  
   資本剰余金   7,841,656   7,841,602  
   利益剰余金  490,214  
 

649,054  
  自己株式   △65,195   △65,195  

   株主資本合計  16,010,769  
 

16,169,501  

 評価・換算差額等    
   その他有価証券評価差額金   △167,956  
 

△67,741  
  評価・換算差額等合計   △167,956  

 
△67,741  

 新株予約権   △129,420   △167,726  
  少数株主持分   343,779   335,626  
  純資産合計  16,057,170  

 負債純資産合計  

16,269,660  

22,211,470  
 

21,517,976  
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（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   3,857,470   4,687,804  
   受取手形及び売掛金  1,929,398 
 

1,769,193 
  たな卸資産     115,531      127,051  

   営業立替金    1,117,046 
 

1,416,879 
  その他  1,156,138 

 
935,285 

  貸倒引当金   △92,691   △86,993  
   流動資産合計  8,082,894 
 

8,849,220 

 固定資産    
   有形固定資産    
   建物及び構築物   375,197   383,852  
     減価償却累計額   △143,009   △135,719  
     建物及び構築物（純額）   232,188   248,133  
    車両運搬具   11,723   14,555  
     減価償却累計額   △8,224   △10,278  
     車両運搬具（純額）   3,498   4,276  
    工具、器具及び備品   727,670   736,050  
     減価償却累計額   △485,243   △467,902  
     工具、器具及び備品（純額）   242,427   268,147  
    貸与資産   1,664,473   980,206  
     減価償却累計額   △364,664   △163,913  
     貸与資産（純額）   1,299,809   816,293  
    有形固定資産合計   1,777,923   1,336,850  
   無形固定資産    
    のれん   1,734,631   1,886,344  
    ソフトウエア   1,416,221  1,282,126 
    その他   7,191   7,437  
    無形固定資産合計   3,310,003  3,023,949 
   投資その他の資産    
   投資有価証券   2,084,148   2,469,816  
   敷金及び保証金   1,191,915   1,215,450  
   賃貸用店舗資産     1,686,984     1,058,586  
   破産更正債権等 3,507,355 
 

2,247,845 
  その他  571,674 

 
523,833 

  貸倒引当金  △3,528,327 
 

△2,410,785 
  投資その他の資産合計  5,513,751 

 
5,104,746 

  固定資産合計  10,315,624 
 

9,751,601 

 資産合計  18,398,519 

 

18,600,821 
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（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)  

 負債の部    
  流動負債    
  買掛金  361,706 
 

442,462 
 短期借入金  1,500,000  1,000,000  

  1年内返済予定の長期借入金   287,902   296,115  
  未払法人税等   158,101   102,166  
  賞与引当金   18,299   28,468  
  解約負担引当金   408,352   410,009  
  その他  2,161,400 
 

1,978,617 
 流動負債合計  4,895,763 

 
4,257,838 

 固定負債    
   長期借入金   315,608   427,760  
   役員退職慰労引当金   11,000   11,000  
   負ののれん   38,559  185,919 
   その他   519,462  1,257,351 
   固定負債合計   996,782  1,769,878 
  負債合計  6,665,642 

 純資産の部  

5,254,621 

  
  株主資本    
   資本金   7,744,094   7,744,040  
   資本剰余金   7,841,656   7,841,602  
   利益剰余金  △3,834,079 
 

△2,228,460 
  自己株式   △65,195   △65,195  

   株主資本合計  11,686,475 
 

13,291,986 

 評価・換算差額等    
   その他有価証券評価差額金   △167,956  
 

△113,686 
  評価・換算差額等合計   △167,956  

 
△113,686 

 新株予約権   △129,420   △167,726  
  少数株主持分   343,779   335,626  
  純資産合計  11,732,876 

 負債純資産合計  

13,346,200 

18,398,519 
 

18,600,821 
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 (2) 【四半期連結損益計算書】 
      【第２四半期連結累計期間】  

 
（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)  

 売上高  

 売上原価  

10,312,515  

 売上総利益  

3,306,612  

 販売費及び一般管理費  

7,005,903  

 

6,790,233  
営業利益  

 営業外収益  

215,670  

 
 受取利息   15,375  
 受取配当金   4,464  
 負ののれん償却額   20,090  
 持分法による投資利益   7,571  
 違約金収入  

 
34,537  

その他  

 
42,946  

営業外収益合計  

 営業外費用  

124,984  

 
  支払利息   15,448  
  リース解約損   10,703  
  その他  

 
18,215  

 営業外費用合計  

 経常利益  

44,366  

 特別利益  

296,288  

 
  固定資産売却益   33,586  
  関係会社株式売却益   6,000  
  貸倒引当金戻入額  

 
38,639  

 その他  

 
1,970  

 特別利益合計  

 特別損失  

80,195  

 
  前期損益修正損   
 

17,442  
 固定資産売却損   5,988  

  固定資産除却損   115,234  
  関係会社株式売却損   13,973  
  投資有価証券売却損   59,297  
  投資有価証券評価損   54,698  
  投資事業組合清算損  

 
36,617  

 その他  

 
64,789  

 特別損失合計  

 

368,042  

税金等調整前四半期純利益  

 法人税、住民税及び事業税  

8,441  

 135,538  
 法人税等調整額  

 法人税等合計  

△105,249  

 少数株主利益  

30,289  

 8,152  
 四半期純損失（△）  

 
△30,000  
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（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)  

売上高  

売上原価  

10,002,574 

売上総利益  

3,265,581 

販売費及び一般管理費  

6,736,993 

 6,748,443 
営業損失（△） 

営業外収益  

△11,449 

 
 受取利息   15,375  
 受取配当金   4,464  
 負ののれん償却額   20,090  
 持分法による投資利益   7,571  
 違約金収入  

 
63,942 

その他  

 
42,942 

営業外収益合計  

 営業外費用  

154,385 

 
 支払利息   15,448  
 投資事業組合損失 

 
42,790 

リース解約損   10,703  
 その他  

 
20,400 

営業外費用合計  

 経常利益  

89,342 

 特別利益  

53,593 

 
  固定資産売却益   33,586  
  関係会社株式売却益  6,000  
  貸倒引当金戻入額  

 
37,543 

 特別利益合計  

 特別損失  

77,129 

 
 前期損益修正損  － 
 固定資産売却損   5,988  
 固定資産除却損   115,234  
 関係会社株式売却損   13,973  
 投資有価証券売却損   59,297  
 投資有価証券評価損   54,698  
 投資事業組合清算損  － 
 貸倒引当金繰入額 

 
1,165,498 

 その他  

 
80,262 

 特別損失合計  1,494,953 

税金等調整前四半期純損失（△） 

法人税、住民税及び事業税  

△1,364,230 

 135,538  
法人税等調整額  

法人税等合計  

△31,141 

少数株主利益  

104,396 

 8,152  
四半期純損失（△）  

 
△1,476,779 
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 (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   
 税金等調整前四半期純利益  

 
8,441  

減価償却費   519,823  
 のれん償却額   151,713  
 負ののれん償却額   △20,090  
 貸倒引当金の増減額（△は減少）  

 
△48,786  

賞与引当金の増減額（△は減少）   △10,168  
 解約負担引当金の増減額（△は減少）   △1,656  
 受取利息及び受取配当金   △19,839  
 支払利息   15,448  
 持分法による投資損益（△は益）   △7,571  
 関係会社株式売却益   △6,000  
 関係会社株式売却損   13,973  
 投資有価証券売却損   59,297  
 投資有価証券評価損   54,698  
 投資事業組合清算損  

 
36,617  

固定資産売却益   △33,586  
 固定資産売却損   5,988  
 固定資産除却損   115,234  
 売上債権の増減額（△は増加）  

 
△72,341  

たな卸資産の増減額（△は増加）   11,976  
 営業立替金の増減額（△は増加）  

 
△1,153,455  

貸与資産の取得による支出   △277,303  
 賃貸用店舗資産の取得による支出   △246,058  
 仕入債務の増減額（△は減少）  

 
△103,340  

未払金の増減額（△は減少）  

 
△348,742  

未払費用の増減額（△は減少）   △58,945  
 その他  

 
500,078  

小計  

 
△914,597  

利息及び配当金の受取額   44,590  
 利息の支払額   △15,730  
 法人税等の支払額   △59,803  
 営業活動によるキャッシュ・フロー   

 

△945,540  
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 （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)  

 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   △62,665  
 有形固定資産の売却による収入   97,634  
 無形固定資産の取得による支出   △240,933  
 無形固定資産の売却による収入   59,438  
 投資有価証券の売却による収入   14,421  
 敷金及び保証金の差入による支出   △85,866  
 敷金及び保証金の回収による収入   101,394  
 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出  

 
△144,188  

関係会社株式の売却による収入   128,220  
 貸付けによる支出   △1,100  
 貸付金の回収による収入   4,489  
 その他   △72,335  
 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  

△201,490  

  短期借入れによる収入   1,100,000  
  短期借入金の返済による支出   △600,000  
  長期借入れによる収入   30,000  
  長期借入金の返済による支出   △150,365  
  配当金の支払額   △119,282  
  その他   △4,613  
  財務活動によるキャッシュ・フロー   255,738  

 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）   △891,291  
 現金及び現金同等物の期首残高   4,521,859  
 現金及び現金同等物の四半期末残高   3,630,568  
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（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（△） 

 
△1,364,230 

減価償却費   519,823  
 のれん償却額   151,713  
 負ののれん償却額   △20,090  
 貸倒引当金の増減額（△は減少）  

 
1,117,807 

賞与引当金の増減額（△は減少）   △10,168  
 解約負担引当金の増減額（△は減少）   △1,656  
 受取利息及び受取配当金   △19,839  
 支払利息   15,448  
 持分法による投資損益（△は益）   △7,571  
 関係会社株式売却益   △6,000  
 関係会社株式売却損   13,973  
 投資有価証券売却損   59,297  
 投資有価証券評価損   54,698  
 投資事業組合清算損  － 
 固定資産売却益   △33,586  
 固定資産売却損   5,988  
 固定資産除却損   115,234  
 売上債権の増減額（△は増加）  

 
△160,205 

たな卸資産の増減額（△は増加）   11,976  
 営業立替金の増減額（△は増加）  

 
△959,676 

貸与資産の取得による支出   △277,303  
 賃貸用店舗資産の取得による支出   △246,058  
 仕入債務の増減額（△は減少）  

 
△80,755 

未払金の増減額（△は減少）  

 
45,759 

未払費用の増減額（△は減少）   △58,945  
 その他  

 
214,665 

小計  

 
△919,703 

利息及び配当金の受取額   44,590  
 利息の支払額   △15,730  
 法人税等の支払額   △59,803  
 営業活動によるキャッシュ・フロー  

 

△950,646 
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（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)  

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   △62,665  
 有形固定資産の売却による収入   97,634  
 無形固定資産の取得による支出   △240,933  
 無形固定資産の売却による収入   59,438  
 投資有価証券の売却による収入   14,421  
 敷金及び保証金の差入による支出   △85,866  
 敷金及び保証金の回収による収入   101,394  
 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出  

 
△139,082 

関係会社株式の売却による収入   128,220  
 貸付けによる支出   △1,100  
 貸付金の回収による収入   4,489  
 その他   △72,335  
 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  

△196,384 

 短期借入れによる収入   1,100,000  
 短期借入金の返済による支出   △600,000  
 長期借入れによる収入   30,000  
 長期借入金の返済による支出   △150,365  
 配当金の支払額   △119,282  
 その他   △4,613  
 財務活動によるキャッシュ・フロー   255,738  

 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）   △891,291  
 現金及び現金同等物の期首残高   4,521,859  
 現金及び現金同等物の四半期末残高   3,630,568  
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「参考資料」 
前年同四半期に係る財務諸表 

  中間連結損益計算書 
 
（訂正前） 
 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

区分 金額(千円) 百分比 
(％) 

Ⅰ 売上高  100.0 8,675,598 
Ⅱ 売上原価  2,917,166 

   売上総利益 
33.6 

 5,758,431 
Ⅲ 販売費及び一般管理費 

66.4 
 6,585,027 

   営業損失(△) 
75.9 

 △826,596 
Ⅳ 営業外収益 

△9.5 
   

 １ 受取利息 9,178   
 ２ 受取配当金 6,056   
 ３ 販売報奨金 3,102   
 ４ 受取手数料 31,137   
 ５ 法人税等還付加算金 8,747   
 ６ その他 11,011 69,234 

Ⅴ 営業外費用 
0.8 

   
 １ 支払利息 7,250   
 ２ 株式交付費 660   
 ３ 棚卸資産評価損 6,682   
 ４ 投資事業組合損失 63,730   
 ５ 持分法による投資損失 80,062   
 ６ その他 9,208 2.0 167,594 

   経常損失(△)  △924,956 
Ⅵ 特別利益 

△10.7 
   

 １ 前期損益修正益 677   
 ２ 固定資産売却益 6,241   
 ３ 投資有価証券売却益 30,600   
 ４ 関係会社株式売却益 871,252   
  ５ 役員退職慰労引当金戻入益 5,625 914,395 
Ⅶ 特別損失 

10.6 
   

 １ 固定資産除却損 574,486   
 ２ 固定資産売却損 4,538   
 ３ 投資有価証券評価損 250,084   
 ４ 投資有価証券売却損 11,868   
 ５ 事務所移転損失 68,573   
 ６ 貸倒引当金繰入額  130,000  
 ７ 減損損失 182,904   
 ８ その他 2,000 1,224,456 

      税金等調整前中間純損失(△) 

14.1 

 △1,235,017 
   法人税、住民税及び事業税 

△14.2 
167,155   

   法人税等調整額 258,145 425,301 

   少数株主損失(△) 
4.9 

 △16,785 △0.2 

   中間純損失(△)  △1,643,533 
 

△18.9 
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（訂正後） 
 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

区分 金額(千円) 百分比    
(％) 

Ⅰ 売上高  100.0 8,583,059 
Ⅱ 売上原価  2,908,571 

   売上総利益 
33.9 

 5,674,487 
Ⅲ 販売費及び一般管理費 

66.1 
 6,601,532 

   営業損失(△) 
76.9 

 △927,045 
Ⅳ 営業外収益 

△10.8 
   

 １ 受取利息 9,178   
 ２ 受取配当金 6,056   
 ３ 販売報奨金 3,102   
 ４ 受取手数料 31,137   
 ５ 法人税等還付加算金 8,747   
 ６ その他 16,234 74,457 

Ⅴ 営業外費用 
0.9 

   
 １ 支払利息 7,250   
 ２ 株式交付費 660   
 ３ 棚卸資産評価損 6,682   
 ４ 投資事業組合損失 63,730   
 ５ 持分法による投資損失 80,062   
 ６ その他 9,643 2.0 168,029 

   経常損失(△)  △1,020,617 
Ⅵ 特別利益 

△11.9 
   

 １ 前期損益修正益 677   
 ２ 固定資産売却益 6,241   
 ３ 投資有価証券売却益 30,600   
 ４ 関係会社株式売却益 871,252   
  ５ 役員退職慰労引当金戻入益 5,625 914,395 
Ⅶ 特別損失 

10.7 
   

 １ 前期損益修正損  167,365  
 ２ 固定資産除却損 574,486   
 ３ 固定資産売却損 4,538   
 ４ 投資有価証券評価損 250,084   
 ５ 投資有価証券売却損 11,868   
 ６ 事務所移転損失 68,573   
 ７ 貸倒引当金繰入額  1,017,621  
 ８ 減損損失 182,904   
 ９ その他 2,000 2,279,442 

      税金等調整前中間純損失(△) 

26.6 

 △2,385,663 
   法人税、住民税及び事業税 

△27.8 
167,155   

   法人税等調整額 1,240,839 1,407,995 

   少数株主損失(△) 
16.4 

 △16,785 △0.2 

   中間純損失(△)  △3,776,874 
 

△44.0 
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