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平成21年９月10日 

各  位 

東京都港区虎ノ門１丁目２番８号   

株式会社ＣＨＩＮＴＡＩ       

代表取締役社長 手 塚 清 二   

（コード番号：２４２０）      

問合せ先 社長室長 河 渕 和 彦 

（℡ ０３－３５００－５５５７）  

 

（訂正）「平成21年10月期 第２四半期決算短信」の一部訂正について 

 

当社は、本日（平成21 年９月10 日）付開示「過年度決算短信等の一部訂正について」において過年度決算を訂正す

る旨をお知らせいたしましたが、これに基づき「平成21年10月期 第２四半期決算短信」（平成21年６月15日開示）

の内容の一部について、下記のとおり訂正いたします。 

なお、訂正箇所には下線を付しております。 

 

記 

 

（百万円未満切捨て） 

１．平成21年10月期第２四半期の連結業績（平成20年11月１日～平成21年４月30日） 

 （1）連結経営成績（累計） 

＜訂正前＞     （％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２四半期 8,914 △16.6 1,959 △15.2 2,126 △0.4 1,090 4.2

20年10月期第２四半期 10,689 △3.3 2,311 △21.7 2,134 △33.4 1,046 △43.7
 

 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２四半期 2,018.94 － 

20年10月期第２四半期 1,908.08 － 

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益は、希薄化効果を有する潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

 

＜訂正後＞     （％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２四半期 8,914 △16.6 1,965 △15.3 2,132 △0.5 1,096 3.8

20年10月期第２四半期 10,689 △3.3 2,319 △21.4 2,143 △33.1 1,055 △43.2
 

 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２四半期 2,028.95 － 

20年10月期第２四半期 1,924.25 － 

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益は、希薄化効果を有する潜在株式が存在しないため記載しておりません。 
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 （2）連結財政状態 

＜訂正前＞   

 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２四半期 17,603 13,585 77.2 26,270.13

20年10月期 17,076 13,320 78.0 24,379.96

（参考）自己資本   21年10月期第２四半期 13,585百万円   20年10月期 13,320百万円 

 

＜訂正後＞  

 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２四半期 17,501 13,483 77.0 26,072.93

20年10月期 17,076 13,213 77.4 24,183.40

（参考）自己資本   21年10月期第２四半期 13,483百万円   20年10月期 13,213百万円 
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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＞ 

（省略） 

以上の結果、当第２四半期の業績は、売上高8,914,081千円、営業利益1,959,907千円、経常利益2,126,659千円、

四半期純利益1,090,833千円となりました。 

 

＜訂正後＞ 

（省略） 

以上の結果、当第２四半期の業績は、売上高8,914,081 千円、営業利益1,965,317 千円、経常利益2,132,070 千円、

四半期純利益1,096,244千円となりました。 

 

（旅行事業） 

＜訂正前＞ 

（省略） 

以上の結果、売上高は747,281千円、営業損失は66,481千円となりました。 

 

＜訂正後＞ 

（省略） 

以上の結果、売上高は747,281千円、営業損失は61,070千円となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

①当第２四半期における資産、負債、純資産の状況に関する分析 

＜訂正前＞ 

資産合計は前連結会計年度末に比べ527,047千円増加し、17,603,732千円となりました。この主な要因は、投資不動

産の取得によるものでありますが、その一部は、現金及び預金の減少額などと相殺されております。 

負債合計は前連結会計年度末に比べ262,489 千円増加し、4,018,185千円となりました。この主な要因は、未払法人

税等が702,960千円増加したことによるもので、流動負債のその他に含まれる複数の勘定科目の増減が相殺された結果

によるものであります。 

純資産合計は前連結会計年度末に比べ264,558千円増加し、13,585,547千円となりました。この主な要因は、利益剰

余金の増加によるものであります。 

 

＜訂正後＞ 

資産合計は前連結会計年度末に比べ425,061千円増加し、17,501,746千円となりました。この主な要因は、投資不動

産の取得によるものでありますが、その一部は、現金及び預金の減少額などと相殺されております。 

負債合計は前連結会計年度末に比べ155,092 千円増加し、4,018,185千円となりました。この主な要因は、未払法人

税等が702,960千円増加したことによるもので、流動負債のその他に含まれる複数の勘定科目の増減が相殺された結果

によるものであります。 

純資産合計は前連結会計年度末に比べ269,969千円増加し、13,483,561千円となりました。この主な要因は、利益剰

余金の増加によるものであります。 

 

②キャッシュ・フローの状況 

＜訂正前＞ 

（省略） 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は 2,615,479 千円となりました。主なプラス要因は、税金等調整前四半期純利益

2,040,822千円等であり、主なマイナス要因は、デリバティブ評価損益150,260千円等であります。 

 

＜訂正後＞ 

（省略） 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は 2,615,479 千円となりました。主なプラス要因は、税金等調整前四半期純利益

2,046,233千円等であり、主なマイナス要因は、デリバティブ評価損益150,260千円等であります。 
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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21年４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10月31日） 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 9,171,547 8,496,526

受取手形及び売掛金 992,972 1,089,013

製品 9,258 6,465

仕掛品 14,043 15,271

その他 1,190,277 1,918,114

貸倒引当金 △5,317 △23,271

流動資産合計 11,372,781 11,502,121

固定資産 

有形固定資産 340,467 363,416

無形固定資産 

のれん 1,054,705 1,126,617

その他 1,130,029 1,170,990

無形固定資産合計 2,184,735 2,297,608

投資その他の資産 

投資不動産（純額） 1,822,883 －

その他 1,946,211 2,982,983

貸倒引当金 △63,346 △69,444

投資その他の資産合計 3,705,748 2,913,539

固定資産合計 6,230,951 5,574,564

資産合計 17,603,732 17,076,685

負債の部 

流動負債 

買掛金 224,685 320,278

短期借入金 1,436,000 1,436,000

１年内償還予定の社債 220,000 320,000

未払法人税等 899,042 196,081

賞与引当金 78,733 88,122

役員賞与引当金 5,568 12,850

その他 838,486 911,678

流動負債合計 3,702,515 3,285,011

固定負債 

長期借入金 53,000 71,000

退職給付引当金 45,066 41,006

その他 217,602 358,677

固定負債合計 315,669 470,684

負債合計 4,018,185 3,755,695
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（単位：千円） 

 当第２四半期連結会計期間末 
（平成21年４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10月31日） 

純資産の部 

株主資本 

資本金 2,070,079 2,070,079

資本剰余金 3,165,016 3,165,016

利益剰余金 9,263,216 8,390,939

自己株式 △886,941 △286,959

株主資本合計 13,611,370 13,339,075

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △25,822 △18,086

評価・換算差額等合計 △25,822 △18,086

純資産合計 13,585,547 13,320,989

負債純資産合計 17,603,732 17,076,685
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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21年４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10月31日） 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 9,171,547 8,496,526

受取手形及び売掛金 992,972 1,089,013

製品 9,258 6,465

仕掛品 14,043 15,271

その他 1,088,291 1,918,114

貸倒引当金 △5,317 △23,271

流動資産合計 11,270,795 11,502,121

固定資産 

有形固定資産 340,467 363,416

無形固定資産 

のれん 1,054,705 1,126,617

その他 1,130,029 1,170,990

無形固定資産合計 2,184,735 2,297,608

投資その他の資産 

投資不動産（純額） 1,822,883 －

その他 1,946,211 2,982,983

貸倒引当金 △63,346 △69,444

投資その他の資産合計 3,705,748 2,913,539

固定資産合計 6,230,951 5,574,564

資産合計 17,501,746 17,076,685

負債の部 

流動負債 

買掛金 224,685 427,675

短期借入金 1,436,000 1,436,000

１年内償還予定の社債 220,000 320,000

未払法人税等 899,042 196,081

賞与引当金 78,733 88,122

役員賞与引当金 5,568 12,850

その他 838,486 911,678

流動負債合計 3,702,515 3,392,408

固定負債 

長期借入金 53,000 71,000

退職給付引当金 45,066 41,006

その他 217,602 358,677

固定負債合計 315,669 470,684

負債合計 4,018,185 3,863,092



㈱ＣＨＩＮＴＡＩ（2420）平成 21 年 10 月期 第２四半期決算短信 

－7－ 

（単位：千円） 

 当第２四半期連結会計期間末 
（平成21年４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10月31日） 

純資産の部 

株主資本 

資本金 2,070,079 2,070,079

資本剰余金 3,165,016 3,165,016

利益剰余金 9,161,230 8,283,542

自己株式 △886,941 △286,959

株主資本合計 13,509,384 13,231,678

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △25,822 △18,086

評価・換算差額等合計 △25,822 △18,086

純資産合計 13,483,561 13,213,592

負債純資産合計 17,501,746 17,076,685
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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11月１日 
至 平成21年４月30日） 

 

売上高 8,914,081

売上原価 3,948,885

売上総利益 4,965,196

販売費及び一般管理費 3,005,289

営業利益 1,959,907

営業外収益 

受取利息 7,075

受取配当金 5,000

デリバティブ評価益 150,260

投資不動産賃貸料 60,647

その他 65,713

営業外収益合計 288,696

営業外費用 

支払利息 9,724

不動産賃貸費用 28,649

匿名組合投資損失 48,791

その他 34,778

営業外費用合計 121,943

経常利益 2,126,659

特別利益 

固定資産売却益 874

保険解約返戻金 18,650

役員賞与引当金戻入額 7,900

その他 274

特別利益合計 27,699

特別損失 

投資有価証券売却損 31,994

関係会社株式売却損 77,480

その他 4,061

特別損失合計 113,536

税金等調整前四半期純利益 2,040,822

法人税、住民税及び事業税 924,635

法人税等調整額 25,353

法人税等合計 949,989

四半期純利益 1,090,833
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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11月１日 
至 平成21年４月30日） 

 

売上高 8,914,081

売上原価 3,943,474

売上総利益 4,970,607

販売費及び一般管理費 3,005,289

営業利益 1,965,317

営業外収益 

受取利息 7,075

受取配当金 5,000

デリバティブ評価益 150,260

投資不動産賃貸料 60,647

その他 65,713

営業外収益合計 288,696

営業外費用 

支払利息 9,724

不動産賃貸費用 28,649

匿名組合投資損失 48,791

その他 34,778

営業外費用合計 121,943

経常利益 2,132,070

特別利益 

固定資産売却益 874

保険解約返戻金 18,650

役員賞与引当金戻入額 7,900

その他 274

特別利益合計 27,699

特別損失 

投資有価証券売却損 31,994

関係会社株式売却損 77,480

その他 4,061

特別損失合計 113,536

税金等調整前四半期純利益 2,046,233

法人税、住民税及び事業税 924,635

法人税等調整額 25,353

法人税等合計 949,989

四半期純利益 1,096,244
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（第２四半期連結会計期間） 

＜訂正前＞ 

（単位：千円）                

 
当第２四半期連結会計期間 
（自 平成21年２月１日 
至 平成21年４月30日） 

 

売上高 4,347,791

売上原価 1,573,190

売上総利益 2,774,601

販売費及び一般管理費 1,458,210

営業利益 1,316,390

営業外収益 

受取利息 3,691

デリバティブ評価益 326,141

投資不動産賃貸料 39,440

その他 110,075

営業外収益合計 479,348

営業外費用 

支払利息 4,145

不動産賃貸費用 21,815

匿名組合投資損失 51,465

その他 5,486

営業外費用合計 82,913

経常利益 1,712,826

特別利益 

固定資産売却益 874

保険解約返戻金 18,650

貸倒引当金戻入額 △217

役員賞与引当金戻入額 4,724

特別利益合計 24,032

特別損失 

投資有価証券売却損 31,994

関係会社株式売却損 77,480

その他 4,061

特別損失合計 113,536

税金等調整前四半期純利益 1,623,322

法人税、住民税及び事業税 669,885

法人税等調整額 58,101

法人税等合計 727,986

四半期純利益 895,335
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＜訂正後＞ 

（単位：千円）                

 
当第２四半期連結会計期間 
（自 平成21年２月１日 
至 平成21年４月30日） 

 

売上高 4,347,791

売上原価 1,568,510

売上総利益 2,779,281

販売費及び一般管理費 1,458,210

営業利益 1,321,071

営業外収益 

受取利息 3,691

デリバティブ評価益 326,141

投資不動産賃貸料 39,440

その他 110,075

営業外収益合計 479,348

営業外費用 

支払利息 4,145

不動産賃貸費用 21,815

匿名組合投資損失 51,465

その他 5,486

営業外費用合計 82,913

経常利益 1,717,506

特別利益 

固定資産売却益 874

保険解約返戻金 18,650

貸倒引当金戻入額 △217

役員賞与引当金戻入額 4,724

特別利益合計 24,032

特別損失 

投資有価証券売却損 31,994

関係会社株式売却損 77,480

その他 4,061

特別損失合計 113,536

税金等調整前四半期純利益 1,628,002

法人税、住民税及び事業税 669,885

法人税等調整額 58,101

法人税等合計 727,986

四半期純利益 900,015
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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11月１日 
至 平成21年４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 2,040,822

減価償却費 193,855

のれん償却額 71,911

貸倒引当金の増減額（△は減少） 16,058

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △6,855

賞与引当金の増減額（△は減少） △6,481

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4,059

為替差損益（△は益） △20,606

受取利息及び受取配当金 △12,075

支払利息 9,724

固定資産売却損益（△は益） △874

固定資産除却損 4,061

関係会社株式売却損益（△は益） 77,480

投資有価証券売却損益（△は益） 31,994

デリバティブ評価損益（△は益） △150,260

匿名組合投資損益（△は益） 48,791

投資事業組合運用損益（△は益） △24,299

保険解約返戻金 △18,650

売上債権の増減額（△は増加） 22,021

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,171

仕入債務の増減額（△は減少） △95,592

その他 658,202

小計 2,842,114

利息及び配当金の受取額 12,075

利息の支払額 △9,618

法人税等の支払額 △229,092

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,615,479

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 △129,967

固定資産の売却による収入 2,073

投資不動産の取得による支出 △1,835,586

投資事業組合の清算による収入 856,215

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却 
による支出 △394,831

定期預金の払戻による収入 30,182

貸付金の回収による収入 467,544

保険積立金の積立による支出 △16,111

保険積立金の解約による収入 20,969

その他 6,086

投資活動によるキャッシュ・フロー △993,422
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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11月１日 
至 平成21年４月30日） 

 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

長期借入金の返済による支出 △18,000

社債の償還による支出 △100,000

自己株式の取得による支出 △599,982

配当金の支払額 △219,477

財務活動によるキャッシュ・フロー △937,459

現金及び現金同等物に係る換算差額 20,606

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 705,203

現金及び現金同等物の期首残高 8,416,344

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,121,547
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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11月１日 
至 平成21年４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 2,046,233

減価償却費 193,855

のれん償却額 71,911

貸倒引当金の増減額（△は減少） 16,058

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △6,855

賞与引当金の増減額（△は減少） △6,481

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4,059

為替差損益（△は益） △20,606

受取利息及び受取配当金 △12,075

支払利息 9,724

固定資産売却損益（△は益） △874

固定資産除却損 4,061

関係会社株式売却損益（△は益） 77,480

投資有価証券売却損益（△は益） 31,994

デリバティブ評価損益（△は益） △150,260

匿名組合投資損益（△は益） 48,791

投資事業組合運用損益（△は益） △24,299

保険解約返戻金 △18,650

売上債権の増減額（△は増加） 22,021

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,171

仕入債務の増減額（△は減少） △202,989

その他 760,188

小計 2,842,114

利息及び配当金の受取額 12,075

利息の支払額 △9,618

法人税等の支払額 △229,092

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,615,479

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 △129,967

固定資産の売却による収入 2,073

投資不動産の取得による支出 △1,835,586

投資事業組合の清算による収入 856,215

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却 
による支出 

△394,831

定期預金の払戻による収入 30,182

貸付金の回収による収入 467,544

保険積立金の積立による支出 △16,111

保険積立金の解約による収入 20,969

その他 6,086

投資活動によるキャッシュ・フロー △993,422
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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11月１日 
至 平成21年４月30日） 

 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

長期借入金の返済による支出 △18,000

社債の償還による支出 △100,000

自己株式の取得による支出 △599,982

配当金の支払額 △219,477

財務活動によるキャッシュ・フロー △937,459

現金及び現金同等物に係る換算差額 20,606

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 705,203

現金及び現金同等物の期首残高 8,416,344

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,121,547
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（5）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年11月１日 至 平成21年４月30日） 

＜訂正前＞ 

 
メディア

事業 

(千円)

システム

関連事業 

(千円) 

旅行事業

(千円)

保険代理

事業 

(千円)

保証人代

行事業

(千円)

マンスリ

ー事業

(千円)

興行事業

(千円)

計 

(千円) 

消去又は

全社 

(千円) 

連結 

(千円)

 売上高           

(1)外部顧客に対する 

 売上高 
5,159,717 360,432 725,256 531,184 172,947 107,565 1,856,978 8,914,081 － 8,914,081

(2)セグメント間の内 

 部売上高又は振替 

 高 

550 180,337 22,024 － － 60 4,488 207,461 △207,461 －

計 5,160,267 540,770 747,281 531,184 172,947 107,626 1,861,466 9,121,543 △207,461 8,914,081

営業利益 

（又は営業損失△） 
2,019,258 △10,771 △66,481 355,640 △19,337 △40,878 7,742 2,245,173 △285,266 1,959,907

 

＜訂正後＞ 

 
メディア

事業 

(千円)

システム

関連事業 

(千円) 

旅行事業

(千円)

保険代理

事業 

(千円)

保証人代

行事業

(千円)

マンスリ

ー事業

(千円)

興行事業

(千円)

計 

(千円) 

消去又は

全社 

(千円) 

連結 

(千円)

 売上高           

(1)外部顧客に対する 

 売上高 
5,159,717 360,432 725,256 531,184 172,947 107,565 1,856,978 8,914,081 － 8,914,081

(2)セグメント間の内 

 部売上高又は振替 

 高 

550 180,337 22,024 － － 60 4,488 207,461 △207,461 －

計 5,160,267 540,770 747,281 531,184 172,947 107,626 1,861,466 9,121,543 △207,461 8,914,081

営業利益 

（又は営業損失△） 
2,019,258 △10,771 △61,070 355,640 △19,337 △40,878 7,742 2,250,584 △285,266 1,965,317
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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表等 

（1）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11月１日 
至 平成20年４月30日） 

区分 金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高 10,689,249 100.0

Ⅱ 売上原価 5,235,433 49.0

  売上総利益 5,453,816 51.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費 3,142,772 29.4

  営業利益 2,311,044 21.6

Ⅳ 営業外収益 

 １．受取利息 7,799

 ２．受取配当金 15,000

 ３．匿名組合投資利益 18,359

 ４．受取手数料 8,874

 ５．その他 13,707 63,740 0.6

Ⅴ 営業外費用 

 １．支払利息 13,378

 ２．デリバティブ損失 211,347

 ３．投資事業組合投資損失 14,656

 ４．その他 681 240,063 2.2

  経常利益 2,134,721 20.0

Ⅵ 特別利益 

 １．投資有価証券売却益 5,750

 ２．役員賞与引当金戻入益 10,150

 ３．保険解約返戻金 20,824 36,724 0.3

Ⅶ 特別損失 

 １．固定資産除却損 360,852

 ２．その他 217 361,069 3.4

  税金等調整前中間純利益 1,810,375 16.9

  法人税、住民税及び事業税 729,233

  法人税等調整額 34,397 763,631 7.1

  中間純利益 1,046,744 9.8
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＜訂正後＞ 

 
前中間連結会計期間 

（自 平成19年11月１日 
至 平成20年４月30日） 

区分 金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高 10,689,249 100.0

Ⅱ 売上原価 5,226,561 48.9

  売上総利益 5,462,688 51.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費 3,142,772 29.4

  営業利益 2,319,916 21.7

Ⅳ 営業外収益 

 １．受取利息 7,799

 ２．受取配当金 15,000

 ３．匿名組合投資利益 18,359

 ４．受取手数料 8,874

 ５．その他 13,707 63,740 0.6

Ⅴ 営業外費用 

 １．支払利息 13,378

 ２．デリバティブ損失 211,347

 ３．投資事業組合投資損失 14,656

 ４．その他 681 240,063 2.2

  経常利益 2,143,593 20.1

Ⅵ 特別利益 

 １．投資有価証券売却益 5,750

 ２．役員賞与引当金戻入益 10,150

 ３．保険解約返戻金 20,824 36,724 0.3

Ⅶ 特別損失 

 １．固定資産除却損 360,852

 ２．その他 217 361,069 3.4

  税金等調整前中間純利益 1,819,248 17.0

  法人税、住民税及び事業税 729,233

  法人税等調整額 34,397 763,631 7.1

  中間純利益 1,055,616 9.9
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（2）中間連結キャッシュ・フロー計算書 

＜訂正前＞ 

 
前中間連結会計期間 

 （自 平成19年11月１日 
 至 平成20年４月30日） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・ 
 フロー 

 

  税金等調整前中間純利益 1,810,375 

  減価償却費 228,424 

  のれん償却額 71,911 

  貸倒引当金の増減額 
  （減少：△） 

1,085 

  賞与引当金の増減額 
  （減少：△） 

1,766 

  役員賞与引当金の増減額 
  （減少：△） 

△34,600 

  退職給付引当金の増減額 
  （減少：△） 

△33,191 

  為替差損益 △6,060 

  受取利息及び受取配当金 △22,799 

  支払利息 13,378 

  固定資産除却損 360,852 

  デリバティブ評価損益 211,347 

  投資有価証券売却益 △5,750 

  投資有価証券評価損 217 

  保険解約返戻金 △20,824 

  投資事業組合投資損益 14,656 

  売上債権の増減額 
  （増加：△） 

28,474 

  たな卸資産の増減額 
  （増加：△） 

103,282 

  仕入債務の増減額 
  （減少：△） 

△8,569 

  その他 85,683 

小計 2,799,660 

  利息及び配当金の受取額 22,799 

  利息の支払額 △12,553 

  法人税等の支払額 △1,189,743 

 営業活動によるキャッシュ・ 
 フロー 

1,620,162 



㈱ＣＨＩＮＴＡＩ（2420）平成 21 年 10 月期 第２四半期決算短信 

－20－ 

 

 
前中間連結会計期間 

 （自 平成19年11月１日 
 至 平成20年４月30日） 

区分 金額（千円） 

Ⅱ 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 △593,914 

  投資有価証券の取得による 
  支出 

△1,220,772 

  投資有価証券の売却による 
  収入 

55,750 

  定期預金の預入による支出 △61,276 

  定期預金の払戻による収入 159,406 

  貸付金の回収による収入 7,439 

  保証金の返還による収入 4,692 

  保険積立金の積立による支出 △11,598 

  保険積立金の解約による収入 45,467 

  その他 △2,489 

 投資活動によるキャッシュ・ 
 フロー 

△1,617,296 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・ 
 フロー 

 

  短期借入金の純増減 291,650 

  長期借入金の返済による支出 △18,000 

  社債の償還による支出 △110,000 

  配当金の支払額 △519,242 

 財務活動によるキャッシュ・ 
 フロー 

△355,592 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換 
 算差額 

△7,970 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 
 （減少：△） 

△360,696 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残 
 高 

9,983,431 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期 
 末残高 

9,622,734 
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＜訂正後＞ 

 
前中間連結会計期間 

 （自 平成19年11月１日 
 至 平成20年４月30日） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・ 
 フロー 

 

  税金等調整前中間純利益 1,819,248 

  減価償却費 228,424 

  のれん償却額 71,911 

  貸倒引当金の増減額 
  （減少：△） 

1,085 

  賞与引当金の増減額 
  （減少：△） 

1,766 

  役員賞与引当金の増減額 
  （減少：△） 

△34,600 

  退職給付引当金の増減額 
  （減少：△） 

△33,191 

  為替差損益 △6,060 

  受取利息及び受取配当金 △22,799 

  支払利息 13,378 

  固定資産除却損 360,852 

  デリバティブ評価損益 211,347 

  投資有価証券売却益 △5,750 

  投資有価証券評価損 217 

  保険解約返戻金 △20,824 

  投資事業組合投資損益 14,656 

  売上債権の増減額 
  （増加：△） 

28,474 

  たな卸資産の増減額 
  （増加：△） 

103,282 

  仕入債務の増減額 
  （減少：△） 

15,852 

  その他 52,388 

小計 2,799,660 

  利息及び配当金の受取額 22,799 

  利息の支払額 △12,553 

  法人税等の支払額 △1,189,743 

 営業活動によるキャッシュ・ 
 フロー 

1,620,162 
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前中間連結会計期間 

 （自 平成19年11月１日 
 至 平成20年４月30日） 

区分 金額（千円） 

Ⅱ 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 △593,914 

  投資有価証券の取得による 
  支出 

△1,220,772 

  投資有価証券の売却による 
  収入 

55,750 

  定期預金の預入による支出 △61,276 

  定期預金の払戻による収入 159,406 

  貸付金の回収による収入 7,439 

  保証金の返還による収入 4,692 

  保険積立金の積立による支出 △11,598 

  保険積立金の解約による収入 45,467 

  その他 △2,489 

 投資活動によるキャッシュ・ 
 フロー 

△1,617,296 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・ 
 フロー 

 

  短期借入金の純増減 291,650 

  長期借入金の返済による支出 △18,000 

  社債の償還による支出 △110,000 

  配当金の支払額 △519,242 

 財務活動によるキャッシュ・ 
 フロー 

△355,592 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換 
 算差額 

△7,970 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 
 （減少：△） 

△360,696 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残 
 高 

9,983,431 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期 
 末残高 

9,622,734 
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（3）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

前中間連結会計期間（自 平成19年11月１日 至 平成20年４月30日） 

＜訂正前＞ 

 
メディア

事業 

(千円)

システム

関連事業 

(千円) 

旅行事業

(千円)

保険代理

事業 

(千円)

保証人代

行事業

(千円)

マンスリ

ー事業

(千円)

興行事業

(千円)

計 

(千円) 

消去又は

全社 

(千円) 

連結 

(千円) 

  売上高           

(1)外部顧客に対する 

 売上高 
5,468,383 699,951 1,321,782 490,998 486,405 145,032 2,076,696 10,689,249 － 10,689,249

(2)セグメント間の内 

 部売上高又は振替 

 高 

1,364 129,791 24,635 9 － － 6,381 162,182 △162,182 －

計 5,469,747 829,742 1,346,418 491,007 486,405 145,032 2,083,077 10,851,432 △162,182 10,689,249

営業費用 3,304,182 749,035 1,420,420 187,128 458,216 185,649 1,971,819 8,276,453 101,752 8,378,205

営業利益 

（又は営業損失△） 
2,165,564 80,706 △74,002 303,878 28,189 △40,616 111,258 2,574,978 △263,934 2,311,044

 

＜訂正後＞ 

 
メディア

事業 

(千円)

システム

関連事業 

(千円) 

旅行事業

(千円)

保険代理

事業 

(千円)

保証人代

行事業

(千円)

マンスリ

ー事業

(千円)

興行事業

(千円)

計 

(千円) 

消去又は

全社 

(千円) 

連結 

(千円) 

  売上高           

(1)外部顧客に対する 

 売上高 
5,468,383 699,951 1,321,782 490,998 486,405 145,032 2,076,696 10,689,249 － 10,689,249

(2)セグメント間の内 

 部売上高又は振替 

 高 

1,364 129,791 24,635 9 － － 6,381 162,182 △162,182 －

計 5,469,747 829,742 1,346,418 491,007 486,405 145,032 2,083,077 10,851,432 △162,182 10,689,249

営業費用 3,304,182 749,035 1,411,547 187,128 458,216 185,649 1,971,819 8,267,581 101,752 8,369,333

営業利益 

（又は営業損失△） 
2,165,564 80,706 △65,129 303,878 28,189 △40,616 111,258 2,583,850 △263,934 2,319,916

 



－1－ 

平成21年９月10日 

各  位 

東京都港区虎ノ門１丁目２番８号   

株式会社ＣＨＩＮＴＡＩ       

代表取締役社長 手 塚 清 二   

（コード番号：２４２０）      

問合せ先 社長室長 河 渕 和 彦 

（℡ ０３－３５００－５５５７）  

 

（訂正）「平成21年10月期 第２四半期決算短信」の一部訂正について 

 

当社は、本日（平成21 年９月10 日）付開示「過年度決算短信等の一部訂正について」において過年度決算を訂正す

る旨をお知らせいたしましたが、これに基づき「平成21年10月期 第２四半期決算短信」（平成21年６月15日開示）

の内容の一部について、下記のとおり訂正いたします。 

なお、訂正箇所には下線を付しております。 

 

記 

 

（百万円未満切捨て） 

１．平成21年10月期第２四半期の連結業績（平成20年11月１日～平成21年４月30日） 

 （1）連結経営成績（累計） 

＜訂正前＞     （％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２四半期 8,914 △16.6 1,959 △15.2 2,126 △0.4 1,090 4.2

20年10月期第２四半期 10,689 △3.3 2,311 △21.7 2,134 △33.4 1,046 △43.7
 

 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２四半期 2,018.94 － 

20年10月期第２四半期 1,908.08 － 

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益は、希薄化効果を有する潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

 

＜訂正後＞     （％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２四半期 8,914 △16.6 1,965 △15.3 2,132 △0.5 1,096 3.8

20年10月期第２四半期 10,689 △3.3 2,319 △21.4 2,143 △33.1 1,055 △43.2
 

 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２四半期 2,028.95 － 

20年10月期第２四半期 1,924.25 － 

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益は、希薄化効果を有する潜在株式が存在しないため記載しておりません。 



 

－2－ 

 （2）連結財政状態 

＜訂正前＞   

 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２四半期 17,603 13,585 77.2 26,270.13

20年10月期 17,076 13,320 78.0 24,379.96

（参考）自己資本   21年10月期第２四半期 13,585百万円   20年10月期 13,320百万円 

 

＜訂正後＞  

 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２四半期 17,501 13,483 77.0 26,072.93

20年10月期 17,076 13,213 77.4 24,183.40

（参考）自己資本   21年10月期第２四半期 13,483百万円   20年10月期 13,213百万円 
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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＞ 

（省略） 

以上の結果、当第２四半期の業績は、売上高8,914,081千円、営業利益1,959,907千円、経常利益2,126,659千円、

四半期純利益1,090,833千円となりました。 

 

＜訂正後＞ 

（省略） 

以上の結果、当第２四半期の業績は、売上高8,914,081 千円、営業利益1,965,317 千円、経常利益2,132,070 千円、

四半期純利益1,096,244千円となりました。 

 

（旅行事業） 

＜訂正前＞ 

（省略） 

以上の結果、売上高は747,281千円、営業損失は66,481千円となりました。 

 

＜訂正後＞ 

（省略） 

以上の結果、売上高は747,281千円、営業損失は61,070千円となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

①当第２四半期における資産、負債、純資産の状況に関する分析 

＜訂正前＞ 

資産合計は前連結会計年度末に比べ527,047千円増加し、17,603,732千円となりました。この主な要因は、投資不動

産の取得によるものでありますが、その一部は、現金及び預金の減少額などと相殺されております。 

負債合計は前連結会計年度末に比べ262,489 千円増加し、4,018,185千円となりました。この主な要因は、未払法人

税等が702,960千円増加したことによるもので、流動負債のその他に含まれる複数の勘定科目の増減が相殺された結果

によるものであります。 

純資産合計は前連結会計年度末に比べ264,558千円増加し、13,585,547千円となりました。この主な要因は、利益剰

余金の増加によるものであります。 

 

＜訂正後＞ 

資産合計は前連結会計年度末に比べ425,061千円増加し、17,501,746千円となりました。この主な要因は、投資不動

産の取得によるものでありますが、その一部は、現金及び預金の減少額などと相殺されております。 

負債合計は前連結会計年度末に比べ155,092 千円増加し、4,018,185千円となりました。この主な要因は、未払法人

税等が702,960千円増加したことによるもので、流動負債のその他に含まれる複数の勘定科目の増減が相殺された結果

によるものであります。 

純資産合計は前連結会計年度末に比べ269,969千円増加し、13,483,561千円となりました。この主な要因は、利益剰

余金の増加によるものであります。 

 

②キャッシュ・フローの状況 

＜訂正前＞ 

（省略） 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は 2,615,479 千円となりました。主なプラス要因は、税金等調整前四半期純利益

2,040,822千円等であり、主なマイナス要因は、デリバティブ評価損益150,260千円等であります。 

 

＜訂正後＞ 

（省略） 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は 2,615,479 千円となりました。主なプラス要因は、税金等調整前四半期純利益

2,046,233千円等であり、主なマイナス要因は、デリバティブ評価損益150,260千円等であります。 
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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21年４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10月31日） 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 9,171,547 8,496,526

受取手形及び売掛金 992,972 1,089,013

製品 9,258 6,465

仕掛品 14,043 15,271

その他 1,190,277 1,918,114

貸倒引当金 △5,317 △23,271

流動資産合計 11,372,781 11,502,121

固定資産 

有形固定資産 340,467 363,416

無形固定資産 

のれん 1,054,705 1,126,617

その他 1,130,029 1,170,990

無形固定資産合計 2,184,735 2,297,608

投資その他の資産 

投資不動産（純額） 1,822,883 －

その他 1,946,211 2,982,983

貸倒引当金 △63,346 △69,444

投資その他の資産合計 3,705,748 2,913,539

固定資産合計 6,230,951 5,574,564

資産合計 17,603,732 17,076,685

負債の部 

流動負債 

買掛金 224,685 320,278

短期借入金 1,436,000 1,436,000

１年内償還予定の社債 220,000 320,000

未払法人税等 899,042 196,081

賞与引当金 78,733 88,122

役員賞与引当金 5,568 12,850

その他 838,486 911,678

流動負債合計 3,702,515 3,285,011

固定負債 

長期借入金 53,000 71,000

退職給付引当金 45,066 41,006

その他 217,602 358,677

固定負債合計 315,669 470,684

負債合計 4,018,185 3,755,695
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（単位：千円） 

 当第２四半期連結会計期間末 
（平成21年４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10月31日） 

純資産の部 

株主資本 

資本金 2,070,079 2,070,079

資本剰余金 3,165,016 3,165,016

利益剰余金 9,263,216 8,390,939

自己株式 △886,941 △286,959

株主資本合計 13,611,370 13,339,075

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △25,822 △18,086

評価・換算差額等合計 △25,822 △18,086

純資産合計 13,585,547 13,320,989

負債純資産合計 17,603,732 17,076,685



㈱ＣＨＩＮＴＡＩ（2420）平成 21 年 10 月期 第２四半期決算短信 

－6－ 

＜訂正後＞ 

（単位：千円） 

 当第２四半期連結会計期間末 
（平成21年４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10月31日） 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 9,171,547 8,496,526

受取手形及び売掛金 992,972 1,089,013

製品 9,258 6,465

仕掛品 14,043 15,271

その他 1,088,291 1,918,114

貸倒引当金 △5,317 △23,271

流動資産合計 11,270,795 11,502,121

固定資産 

有形固定資産 340,467 363,416

無形固定資産 

のれん 1,054,705 1,126,617

その他 1,130,029 1,170,990

無形固定資産合計 2,184,735 2,297,608

投資その他の資産 

投資不動産（純額） 1,822,883 －

その他 1,946,211 2,982,983

貸倒引当金 △63,346 △69,444

投資その他の資産合計 3,705,748 2,913,539

固定資産合計 6,230,951 5,574,564

資産合計 17,501,746 17,076,685

負債の部 

流動負債 

買掛金 224,685 427,675

短期借入金 1,436,000 1,436,000

１年内償還予定の社債 220,000 320,000

未払法人税等 899,042 196,081

賞与引当金 78,733 88,122

役員賞与引当金 5,568 12,850

その他 838,486 911,678

流動負債合計 3,702,515 3,392,408

固定負債 

長期借入金 53,000 71,000

退職給付引当金 45,066 41,006

その他 217,602 358,677

固定負債合計 315,669 470,684

負債合計 4,018,185 3,863,092
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（単位：千円） 

 当第２四半期連結会計期間末 
（平成21年４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10月31日） 

純資産の部 

株主資本 

資本金 2,070,079 2,070,079

資本剰余金 3,165,016 3,165,016

利益剰余金 9,161,230 8,283,542

自己株式 △886,941 △286,959

株主資本合計 13,509,384 13,231,678

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △25,822 △18,086

評価・換算差額等合計 △25,822 △18,086

純資産合計 13,483,561 13,213,592

負債純資産合計 17,501,746 17,076,685
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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11月１日 
至 平成21年４月30日） 

 

売上高 8,914,081

売上原価 3,948,885

売上総利益 4,965,196

販売費及び一般管理費 3,005,289

営業利益 1,959,907

営業外収益 

受取利息 7,075

受取配当金 5,000

デリバティブ評価益 150,260

投資不動産賃貸料 60,647

その他 65,713

営業外収益合計 288,696

営業外費用 

支払利息 9,724

不動産賃貸費用 28,649

匿名組合投資損失 48,791

その他 34,778

営業外費用合計 121,943

経常利益 2,126,659

特別利益 

固定資産売却益 874

保険解約返戻金 18,650

役員賞与引当金戻入額 7,900

その他 274

特別利益合計 27,699

特別損失 

投資有価証券売却損 31,994

関係会社株式売却損 77,480

その他 4,061

特別損失合計 113,536

税金等調整前四半期純利益 2,040,822

法人税、住民税及び事業税 924,635

法人税等調整額 25,353

法人税等合計 949,989

四半期純利益 1,090,833
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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11月１日 
至 平成21年４月30日） 

 

売上高 8,914,081

売上原価 3,943,474

売上総利益 4,970,607

販売費及び一般管理費 3,005,289

営業利益 1,965,317

営業外収益 

受取利息 7,075

受取配当金 5,000

デリバティブ評価益 150,260

投資不動産賃貸料 60,647

その他 65,713

営業外収益合計 288,696

営業外費用 

支払利息 9,724

不動産賃貸費用 28,649

匿名組合投資損失 48,791

その他 34,778

営業外費用合計 121,943

経常利益 2,132,070

特別利益 

固定資産売却益 874

保険解約返戻金 18,650

役員賞与引当金戻入額 7,900

その他 274

特別利益合計 27,699

特別損失 

投資有価証券売却損 31,994

関係会社株式売却損 77,480

その他 4,061

特別損失合計 113,536

税金等調整前四半期純利益 2,046,233

法人税、住民税及び事業税 924,635

法人税等調整額 25,353

法人税等合計 949,989

四半期純利益 1,096,244
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（第２四半期連結会計期間） 

＜訂正前＞ 

（単位：千円）                

 
当第２四半期連結会計期間 
（自 平成21年２月１日 
至 平成21年４月30日） 

 

売上高 4,347,791

売上原価 1,573,190

売上総利益 2,774,601

販売費及び一般管理費 1,458,210

営業利益 1,316,390

営業外収益 

受取利息 3,691

デリバティブ評価益 326,141

投資不動産賃貸料 39,440

その他 110,075

営業外収益合計 479,348

営業外費用 

支払利息 4,145

不動産賃貸費用 21,815

匿名組合投資損失 51,465

その他 5,486

営業外費用合計 82,913

経常利益 1,712,826

特別利益 

固定資産売却益 874

保険解約返戻金 18,650

貸倒引当金戻入額 △217

役員賞与引当金戻入額 4,724

特別利益合計 24,032

特別損失 

投資有価証券売却損 31,994

関係会社株式売却損 77,480

その他 4,061

特別損失合計 113,536

税金等調整前四半期純利益 1,623,322

法人税、住民税及び事業税 669,885

法人税等調整額 58,101

法人税等合計 727,986

四半期純利益 895,335
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＜訂正後＞ 

（単位：千円）                

 
当第２四半期連結会計期間 
（自 平成21年２月１日 
至 平成21年４月30日） 

 

売上高 4,347,791

売上原価 1,568,510

売上総利益 2,779,281

販売費及び一般管理費 1,458,210

営業利益 1,321,071

営業外収益 

受取利息 3,691

デリバティブ評価益 326,141

投資不動産賃貸料 39,440

その他 110,075

営業外収益合計 479,348

営業外費用 

支払利息 4,145

不動産賃貸費用 21,815

匿名組合投資損失 51,465

その他 5,486

営業外費用合計 82,913

経常利益 1,717,506

特別利益 

固定資産売却益 874

保険解約返戻金 18,650

貸倒引当金戻入額 △217

役員賞与引当金戻入額 4,724

特別利益合計 24,032

特別損失 

投資有価証券売却損 31,994

関係会社株式売却損 77,480

その他 4,061

特別損失合計 113,536

税金等調整前四半期純利益 1,628,002

法人税、住民税及び事業税 669,885

法人税等調整額 58,101

法人税等合計 727,986

四半期純利益 900,015
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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11月１日 
至 平成21年４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 2,040,822

減価償却費 193,855

のれん償却額 71,911

貸倒引当金の増減額（△は減少） 16,058

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △6,855

賞与引当金の増減額（△は減少） △6,481

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4,059

為替差損益（△は益） △20,606

受取利息及び受取配当金 △12,075

支払利息 9,724

固定資産売却損益（△は益） △874

固定資産除却損 4,061

関係会社株式売却損益（△は益） 77,480

投資有価証券売却損益（△は益） 31,994

デリバティブ評価損益（△は益） △150,260

匿名組合投資損益（△は益） 48,791

投資事業組合運用損益（△は益） △24,299

保険解約返戻金 △18,650

売上債権の増減額（△は増加） 22,021

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,171

仕入債務の増減額（△は減少） △95,592

その他 658,202

小計 2,842,114

利息及び配当金の受取額 12,075

利息の支払額 △9,618

法人税等の支払額 △229,092

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,615,479

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 △129,967

固定資産の売却による収入 2,073

投資不動産の取得による支出 △1,835,586

投資事業組合の清算による収入 856,215

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却 
による支出 △394,831

定期預金の払戻による収入 30,182

貸付金の回収による収入 467,544

保険積立金の積立による支出 △16,111

保険積立金の解約による収入 20,969

その他 6,086

投資活動によるキャッシュ・フロー △993,422
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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11月１日 
至 平成21年４月30日） 

 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

長期借入金の返済による支出 △18,000

社債の償還による支出 △100,000

自己株式の取得による支出 △599,982

配当金の支払額 △219,477

財務活動によるキャッシュ・フロー △937,459

現金及び現金同等物に係る換算差額 20,606

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 705,203

現金及び現金同等物の期首残高 8,416,344

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,121,547
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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11月１日 
至 平成21年４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 2,046,233

減価償却費 193,855

のれん償却額 71,911

貸倒引当金の増減額（△は減少） 16,058

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △6,855

賞与引当金の増減額（△は減少） △6,481

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4,059

為替差損益（△は益） △20,606

受取利息及び受取配当金 △12,075

支払利息 9,724

固定資産売却損益（△は益） △874

固定資産除却損 4,061

関係会社株式売却損益（△は益） 77,480

投資有価証券売却損益（△は益） 31,994

デリバティブ評価損益（△は益） △150,260

匿名組合投資損益（△は益） 48,791

投資事業組合運用損益（△は益） △24,299

保険解約返戻金 △18,650

売上債権の増減額（△は増加） 22,021

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,171

仕入債務の増減額（△は減少） △202,989

その他 760,188

小計 2,842,114

利息及び配当金の受取額 12,075

利息の支払額 △9,618

法人税等の支払額 △229,092

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,615,479

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 △129,967

固定資産の売却による収入 2,073

投資不動産の取得による支出 △1,835,586

投資事業組合の清算による収入 856,215

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却 
による支出 

△394,831

定期預金の払戻による収入 30,182

貸付金の回収による収入 467,544

保険積立金の積立による支出 △16,111

保険積立金の解約による収入 20,969

その他 6,086

投資活動によるキャッシュ・フロー △993,422
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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11月１日 
至 平成21年４月30日） 

 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

長期借入金の返済による支出 △18,000

社債の償還による支出 △100,000

自己株式の取得による支出 △599,982

配当金の支払額 △219,477

財務活動によるキャッシュ・フロー △937,459

現金及び現金同等物に係る換算差額 20,606

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 705,203

現金及び現金同等物の期首残高 8,416,344

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,121,547
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（5）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年11月１日 至 平成21年４月30日） 

＜訂正前＞ 

 
メディア

事業 

(千円)

システム

関連事業 

(千円) 

旅行事業

(千円)

保険代理

事業 

(千円)

保証人代

行事業

(千円)

マンスリ

ー事業

(千円)

興行事業

(千円)

計 

(千円) 

消去又は

全社 

(千円) 

連結 

(千円)

 売上高           

(1)外部顧客に対する 

 売上高 
5,159,717 360,432 725,256 531,184 172,947 107,565 1,856,978 8,914,081 － 8,914,081

(2)セグメント間の内 

 部売上高又は振替 

 高 

550 180,337 22,024 － － 60 4,488 207,461 △207,461 －

計 5,160,267 540,770 747,281 531,184 172,947 107,626 1,861,466 9,121,543 △207,461 8,914,081

営業利益 

（又は営業損失△） 
2,019,258 △10,771 △66,481 355,640 △19,337 △40,878 7,742 2,245,173 △285,266 1,959,907

 

＜訂正後＞ 

 
メディア

事業 

(千円)

システム

関連事業 

(千円) 

旅行事業

(千円)

保険代理

事業 

(千円)

保証人代

行事業

(千円)

マンスリ

ー事業

(千円)

興行事業

(千円)

計 

(千円) 

消去又は

全社 

(千円) 

連結 

(千円)

 売上高           

(1)外部顧客に対する 

 売上高 
5,159,717 360,432 725,256 531,184 172,947 107,565 1,856,978 8,914,081 － 8,914,081

(2)セグメント間の内 

 部売上高又は振替 

 高 

550 180,337 22,024 － － 60 4,488 207,461 △207,461 －

計 5,160,267 540,770 747,281 531,184 172,947 107,626 1,861,466 9,121,543 △207,461 8,914,081

営業利益 

（又は営業損失△） 
2,019,258 △10,771 △61,070 355,640 △19,337 △40,878 7,742 2,250,584 △285,266 1,965,317
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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表等 

（1）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11月１日 
至 平成20年４月30日） 

区分 金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高 10,689,249 100.0

Ⅱ 売上原価 5,235,433 49.0

  売上総利益 5,453,816 51.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費 3,142,772 29.4

  営業利益 2,311,044 21.6

Ⅳ 営業外収益 

 １．受取利息 7,799

 ２．受取配当金 15,000

 ３．匿名組合投資利益 18,359

 ４．受取手数料 8,874

 ５．その他 13,707 63,740 0.6

Ⅴ 営業外費用 

 １．支払利息 13,378

 ２．デリバティブ損失 211,347

 ３．投資事業組合投資損失 14,656

 ４．その他 681 240,063 2.2

  経常利益 2,134,721 20.0

Ⅵ 特別利益 

 １．投資有価証券売却益 5,750

 ２．役員賞与引当金戻入益 10,150

 ３．保険解約返戻金 20,824 36,724 0.3

Ⅶ 特別損失 

 １．固定資産除却損 360,852

 ２．その他 217 361,069 3.4

  税金等調整前中間純利益 1,810,375 16.9

  法人税、住民税及び事業税 729,233

  法人税等調整額 34,397 763,631 7.1

  中間純利益 1,046,744 9.8
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＜訂正後＞ 

 
前中間連結会計期間 

（自 平成19年11月１日 
至 平成20年４月30日） 

区分 金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高 10,689,249 100.0

Ⅱ 売上原価 5,226,561 48.9

  売上総利益 5,462,688 51.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費 3,142,772 29.4

  営業利益 2,319,916 21.7

Ⅳ 営業外収益 

 １．受取利息 7,799

 ２．受取配当金 15,000

 ３．匿名組合投資利益 18,359

 ４．受取手数料 8,874

 ５．その他 13,707 63,740 0.6

Ⅴ 営業外費用 

 １．支払利息 13,378

 ２．デリバティブ損失 211,347

 ３．投資事業組合投資損失 14,656

 ４．その他 681 240,063 2.2

  経常利益 2,143,593 20.1

Ⅵ 特別利益 

 １．投資有価証券売却益 5,750

 ２．役員賞与引当金戻入益 10,150

 ３．保険解約返戻金 20,824 36,724 0.3

Ⅶ 特別損失 

 １．固定資産除却損 360,852

 ２．その他 217 361,069 3.4

  税金等調整前中間純利益 1,819,248 17.0

  法人税、住民税及び事業税 729,233

  法人税等調整額 34,397 763,631 7.1

  中間純利益 1,055,616 9.9
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（2）中間連結キャッシュ・フロー計算書 

＜訂正前＞ 

 
前中間連結会計期間 

 （自 平成19年11月１日 
 至 平成20年４月30日） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・ 
 フロー 

 

  税金等調整前中間純利益 1,810,375 

  減価償却費 228,424 

  のれん償却額 71,911 

  貸倒引当金の増減額 
  （減少：△） 

1,085 

  賞与引当金の増減額 
  （減少：△） 

1,766 

  役員賞与引当金の増減額 
  （減少：△） 

△34,600 

  退職給付引当金の増減額 
  （減少：△） 

△33,191 

  為替差損益 △6,060 

  受取利息及び受取配当金 △22,799 

  支払利息 13,378 

  固定資産除却損 360,852 

  デリバティブ評価損益 211,347 

  投資有価証券売却益 △5,750 

  投資有価証券評価損 217 

  保険解約返戻金 △20,824 

  投資事業組合投資損益 14,656 

  売上債権の増減額 
  （増加：△） 

28,474 

  たな卸資産の増減額 
  （増加：△） 

103,282 

  仕入債務の増減額 
  （減少：△） 

△8,569 

  その他 85,683 

小計 2,799,660 

  利息及び配当金の受取額 22,799 

  利息の支払額 △12,553 

  法人税等の支払額 △1,189,743 

 営業活動によるキャッシュ・ 
 フロー 

1,620,162 
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前中間連結会計期間 

 （自 平成19年11月１日 
 至 平成20年４月30日） 

区分 金額（千円） 

Ⅱ 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 △593,914 

  投資有価証券の取得による 
  支出 

△1,220,772 

  投資有価証券の売却による 
  収入 

55,750 

  定期預金の預入による支出 △61,276 

  定期預金の払戻による収入 159,406 

  貸付金の回収による収入 7,439 

  保証金の返還による収入 4,692 

  保険積立金の積立による支出 △11,598 

  保険積立金の解約による収入 45,467 

  その他 △2,489 

 投資活動によるキャッシュ・ 
 フロー 

△1,617,296 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・ 
 フロー 

 

  短期借入金の純増減 291,650 

  長期借入金の返済による支出 △18,000 

  社債の償還による支出 △110,000 

  配当金の支払額 △519,242 

 財務活動によるキャッシュ・ 
 フロー 

△355,592 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換 
 算差額 

△7,970 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 
 （減少：△） 

△360,696 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残 
 高 

9,983,431 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期 
 末残高 

9,622,734 
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＜訂正後＞ 

 
前中間連結会計期間 

 （自 平成19年11月１日 
 至 平成20年４月30日） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・ 
 フロー 

 

  税金等調整前中間純利益 1,819,248 

  減価償却費 228,424 

  のれん償却額 71,911 

  貸倒引当金の増減額 
  （減少：△） 

1,085 

  賞与引当金の増減額 
  （減少：△） 

1,766 

  役員賞与引当金の増減額 
  （減少：△） 

△34,600 

  退職給付引当金の増減額 
  （減少：△） 

△33,191 

  為替差損益 △6,060 

  受取利息及び受取配当金 △22,799 

  支払利息 13,378 

  固定資産除却損 360,852 

  デリバティブ評価損益 211,347 

  投資有価証券売却益 △5,750 

  投資有価証券評価損 217 

  保険解約返戻金 △20,824 

  投資事業組合投資損益 14,656 

  売上債権の増減額 
  （増加：△） 

28,474 

  たな卸資産の増減額 
  （増加：△） 

103,282 

  仕入債務の増減額 
  （減少：△） 

15,852 

  その他 52,388 

小計 2,799,660 

  利息及び配当金の受取額 22,799 

  利息の支払額 △12,553 

  法人税等の支払額 △1,189,743 

 営業活動によるキャッシュ・ 
 フロー 

1,620,162 
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前中間連結会計期間 

 （自 平成19年11月１日 
 至 平成20年４月30日） 

区分 金額（千円） 

Ⅱ 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 △593,914 

  投資有価証券の取得による 
  支出 

△1,220,772 

  投資有価証券の売却による 
  収入 

55,750 

  定期預金の預入による支出 △61,276 

  定期預金の払戻による収入 159,406 

  貸付金の回収による収入 7,439 

  保証金の返還による収入 4,692 

  保険積立金の積立による支出 △11,598 

  保険積立金の解約による収入 45,467 

  その他 △2,489 

 投資活動によるキャッシュ・ 
 フロー 

△1,617,296 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・ 
 フロー 

 

  短期借入金の純増減 291,650 

  長期借入金の返済による支出 △18,000 

  社債の償還による支出 △110,000 

  配当金の支払額 △519,242 

 財務活動によるキャッシュ・ 
 フロー 

△355,592 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換 
 算差額 

△7,970 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 
 （減少：△） 

△360,696 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残 
 高 

9,983,431 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期 
 末残高 

9,622,734 
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（3）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

前中間連結会計期間（自 平成19年11月１日 至 平成20年４月30日） 

＜訂正前＞ 

 
メディア

事業 

(千円)

システム

関連事業 

(千円) 

旅行事業

(千円)

保険代理

事業 

(千円)

保証人代

行事業

(千円)

マンスリ

ー事業

(千円)

興行事業

(千円)

計 

(千円) 

消去又は

全社 

(千円) 

連結 

(千円) 

  売上高           

(1)外部顧客に対する 

 売上高 
5,468,383 699,951 1,321,782 490,998 486,405 145,032 2,076,696 10,689,249 － 10,689,249

(2)セグメント間の内 

 部売上高又は振替 

 高 

1,364 129,791 24,635 9 － － 6,381 162,182 △162,182 －

計 5,469,747 829,742 1,346,418 491,007 486,405 145,032 2,083,077 10,851,432 △162,182 10,689,249

営業費用 3,304,182 749,035 1,420,420 187,128 458,216 185,649 1,971,819 8,276,453 101,752 8,378,205

営業利益 

（又は営業損失△） 
2,165,564 80,706 △74,002 303,878 28,189 △40,616 111,258 2,574,978 △263,934 2,311,044

 

＜訂正後＞ 

 
メディア

事業 

(千円)

システム

関連事業 

(千円) 

旅行事業

(千円)

保険代理

事業 

(千円)

保証人代

行事業

(千円)

マンスリ

ー事業

(千円)

興行事業

(千円)

計 

(千円) 

消去又は

全社 

(千円) 

連結 

(千円) 

  売上高           

(1)外部顧客に対する 

 売上高 
5,468,383 699,951 1,321,782 490,998 486,405 145,032 2,076,696 10,689,249 － 10,689,249

(2)セグメント間の内 

 部売上高又は振替 

 高 

1,364 129,791 24,635 9 － － 6,381 162,182 △162,182 －

計 5,469,747 829,742 1,346,418 491,007 486,405 145,032 2,083,077 10,851,432 △162,182 10,689,249

営業費用 3,304,182 749,035 1,411,547 187,128 458,216 185,649 1,971,819 8,267,581 101,752 8,369,333

営業利益 

（又は営業損失△） 
2,165,564 80,706 △65,129 303,878 28,189 △40,616 111,258 2,583,850 △263,934 2,319,916

 




