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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１四半期決算短信」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１四半期決算短信」（平成21年３月13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） 

 （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１四半期 4,566 △21.2 643 △29.2 413 △46.2 195 △19.9

20年10月期第１四半期 5,791 △1.0 908 △27.9 769 △45.7 243 △70.0
 

 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 357.80 － 

20年10月期第１四半期 444.76 － 

 

＜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１四半期 4,566 △21.2 644 △29.1 414 △46.1 196 △19.6

20年10月期第１四半期 5,791 △1.0 908 △27.9 769 △45.7 243 △70.0
 

 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 359.14 － 

20年10月期第１四半期 444.76 － 
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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１四半期 18,212 13,283 72.9 24,311.76

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１四半期 13,283百万円   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１四半期 18,105 13,177 72.8 24,116.54

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１四半期 13,177百万円   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１四半期連結会計期間の業績は、売上高4,566,289千円（前年同期比21.2％減）、営業利益

643,516千円（前年同期比29.2％減）、経常利益413,833千円（前年同期比46.2％減）、四半期純利益195,497

千円（前年同期比19.9％減）となりました。 

 

＜訂正後＞ 

（省略） 

以上の結果、当第１四半期連結会計期間の業績は、売上高4,566,289千円（前年同期比21.2％減）、営業利益

644,246千円（前年同期比29.1％減）、経常利益414,564千円（前年同期比46.1％減）、四半期純利益196,228

千円（前年同期比19.6％減）となりました。 

 

（旅行事業） 

＜訂正前＞ 

（省略） 

以上の結果、売上高は340,713千円（前年同期比45.3％減）、営業損失は36,179千円（前年同期比10.4％増）

となりました。 

 

＜訂正後＞ 

（省略） 

以上の結果、売上高は340,713千円（前年同期比45.3％減）、営業損失は35,449千円（前年同期比8.1％増）

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１四半期における資産、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1,135,912千円増加し、18,212,598千円となりました。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544,367千円などと相殺されて

おります。 

負債合計は前連結会計年度末に比べ1,173,177千円増加し、4,928,873千円となりました。この主な要因は、

流動負債のその他が1,151,705千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37,264千円減少し、13,283,724千円となりました。この主な要因は、

四半期純利益の減少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1,029,246千円増加し、18,105,931千円となりました。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544,367千円などと相殺されて

おります。 

負債合計は前連結会計年度末に比べ1,065,780千円増加し、4,928,873千円となりました。この主な要因は、

流動負債のその他が1,151,705千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36,534千円減少し、13,177,058千円となりました。この主な要因は、

四半期純利益の減少によるものであります。 
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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１四半期連結会計期間末 
（平成21年１月31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 7,952,159 8,496,526

受取手形及び売掛金 1,577,096 1,089,013

製品 4,551 6,465

仕掛品 18,005 15,271

その他 1,353,182 1,918,114

貸倒引当金 △34,962 △23,271

流動資産合計 10,870,030 11,502,121

固定資産 

有形固定資産 350,306 363,416

無形固定資産 

のれん 1,090,661 1,126,617

その他 1,193,061 1,170,990

無形固定資産合計 2,283,723 2,297,608

投資その他の資産 

投資不動産 1,830,504 －

その他 2,950,970 2,982,983

貸倒引当金 △72,937 △69,444

投資その他の資産合計 4,708,537 2,913,539

固定資産合計 7,342,567 5,574,564

資産合計 18,212,598 17,076,685

負債の部 

流動負債 

買掛金 344,377 320,278

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 203,788 196,081

賞与引当金 43,610 88,122

役員賞与引当金 1,926 12,850

その他 2,063,384 911,678

流動負債合計 4,313,087 3,285,011

固定負債 

長期借入金 62,000 71,000

退職給付引当金 42,069 41,006

その他 511,717 358,677

固定負債合計 615,786 470,684

負債合計 4,928,873 3,755,695
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（単位：千円） 

 当第１四半期連結会計期間末 
（平成21年１月31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 8,367,881 8,390,939

自己株式 △286,959 △286,959

株主資本合計 13,316,017 13,339,075

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △32,292 △18,086

評価・換算差額等合計 △32,292 △18,086

純資産合計 13,283,724 13,320,989

負債純資産合計 18,212,598 17,076,685
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＜訂正後＞ 

（単位：千円） 

 当第１四半期連結会計期間末 
（平成21年１月31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 7,952,159 8,496,526

受取手形及び売掛金 1,577,096 1,089,013

製品 4,551 6,465

仕掛品 18,005 15,271

その他 1,246,516 1,918,114

貸倒引当金 △34,962 △23,271

流動資産合計 10,763,364 11,502,121

固定資産 

有形固定資産 350,306 363,416

無形固定資産 

のれん 1,090,661 1,126,617

その他 1,193,061 1,170,990

無形固定資産合計 2,283,723 2,297,608

投資その他の資産 

投資不動産 1,830,504 －

その他 2,950,970 2,982,983

貸倒引当金 △72,937 △69,444

投資その他の資産合計 4,708,537 2,913,539

固定資産合計 7,342,567 5,574,564

資産合計 18,105,931 17,076,685

負債の部 

流動負債 

買掛金 344,377 427,675

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 203,788 196,081

賞与引当金 43,610 88,122

役員賞与引当金 1,926 12,850

その他 2,063,384 911,678

流動負債合計 4,313,087 3,392,408

固定負債 

長期借入金 62,000 71,000

退職給付引当金 42,069 41,006

その他 511,717 358,677

固定負債合計 615,786 470,684

負債合計 4,928,873 3,863,092
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（単位：千円） 

 当第１四半期連結会計期間末 
（平成21年１月31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 8,261,214 8,283,542

自己株式 △286,959 △286,959

株主資本合計 13,209,351 13,231,678

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △32,292 △18,086

評価・換算差額等合計 △32,292 △18,086

純資産合計 13,177,058 13,213,592

負債純資産合計 18,105,931 17,076,685
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（2）四半期連結損益計算書 

（第１四半期連結累計期間） 

＜訂正前＞ 

（単位：千円）                

 
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） 

 

売上高 4,566,289

売上原価 2,375,694

売上総利益 2,190,595

販売費及び一般管理費 1,547,079

営業利益 643,516

営業外収益 

受取利息 3,383

受取配当金 5,000

投資不動産賃貸料 21,206

その他 14,027

営業外収益合計 43,618

営業外費用 

支払利息 5,578

デリバティブ評価損 175,880

その他 91,841

営業外費用合計 273,300

経常利益 413,833

特別利益 

役員賞与引当金戻入額 3,175

その他 491

特別利益合計 3,667

税金等調整前四半期純利益 417,500

法人税、住民税及び事業税 254,750

法人税等調整額 △32,747

法人税等合計 222,002

四半期純利益 195,497
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＜訂正後＞ 

（単位：千円）                

 
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） 

 

売上高 4,566,289

売上原価 2,374,963

売上総利益 2,191,325

販売費及び一般管理費 1,547,079

営業利益 644,246

営業外収益 

受取利息 3,383

受取配当金 5,000

投資不動産賃貸料 21,206

その他 14,027

営業外収益合計 43,618

営業外費用 

支払利息 5,578

デリバティブ評価損 175,880

その他 91,841

営業外費用合計 273,300

経常利益 414,564

特別利益 

役員賞与引当金戻入額 3,175

その他 491

特別利益合計 3,667

税金等調整前四半期純利益 418,231

法人税、住民税及び事業税 254,750

法人税等調整額 △32,747

法人税等合計 222,002

四半期純利益 196,228
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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） 

 

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 417,500

減価償却費 95,172

のれん償却額 35,955

貸倒引当金の増減額（△は減少） 15,184

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △10,924

賞与引当金の増減額（△は減少） △44,512

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,062

為替差損益（△は益） △37,198

受取利息及び受取配当金 △8,383

支払利息 5,578

デリバティブ評価損益（△は益） 175,880

投資事業組合運用損益（△は益） 39,622

売上債権の増減額（△は増加） △489,929

たな卸資産の増減額（△は増加） △434

仕入債務の増減額（△は減少） 24,099

その他 1,653,521

小計 1,872,197

利息及び配当金の受取額 8,383

利息の支払額 △6,099

法人税等の支払額 △243,231

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,631,251

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 △74,919

投資不動産の取得による支出 △1,835,586

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 3,765

その他 △994

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,877,551

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 △9,000

社債の償還による支出 △100,000

配当金の支払額 △196,082

財務活動によるキャッシュ・フロー △305,082

現金及び現金同等物に係る換算差額 37,198

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △514,184

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 7,902,159
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＜訂正後＞ 

（単位：千円）                

 
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） 

 

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 418,231

減価償却費 95,172

のれん償却額 35,955

貸倒引当金の増減額（△は減少） 15,184

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △10,924

賞与引当金の増減額（△は減少） △44,512

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,062

為替差損益（△は益） △37,198

受取利息及び受取配当金 △8,383

支払利息 5,578

デリバティブ評価損益（△は益） 175,880

投資事業組合運用損益（△は益） 39,622

売上債権の増減額（△は増加） △489,929

たな卸資産の増減額（△は増加） △434

仕入債務の増減額（△は減少） △83,297

その他 1,760,187

小計 1,872,197

利息及び配当金の受取額 8,383

利息の支払額 △6,099

法人税等の支払額 △243,231

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,631,251

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 △74,919

投資不動産の取得による支出 △1,835,586

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 3,765

その他 △994

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,877,551

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 △9,000

社債の償還による支出 △100,000

配当金の支払額 △196,082

財務活動によるキャッシュ・フロー △305,082

現金及び現金同等物に係る換算差額 37,198

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △514,184

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 7,902,159
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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〕 

＜訂正前＞ 

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） 

 
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 
2,201,676 186,377 331,499 221,460 172,947 71,640 1,380,688 4,566,289 － 4,566,289

(2)セグメント間の内 

 部売上高又は振替 

 高 

400 55,996 9,213 － － － 1,059 66,670 △66,670 －

計 2,202,076 242,374 340,713 221,460 172,947 71,640 1,381,748 4,632,960 △66,670 4,566,289

営業利益 

（又は営業損失△） 
611,131 △3,190 △36,179 131,461 △19,337 △13,396 113,059 783,548 △140,032 643,516

 

＜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） 

 
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 
2,201,676 186,377 331,499 221,460 172,947 71,640 1,380,688 4,566,289 － 4,566,289

(2)セグメント間の内 

 部売上高又は振替 

 高 

400 55,996 9,213 － － － 1,059 66,670 △66,670 －

計 2,202,076 242,374 340,713 221,460 172,947 71,640 1,381,748 4,632,960 △66,670 4,566,289

営業利益 

（又は営業損失△） 
611,131 △3,190 △35,449 131,461 △19,337 △13,396 113,059 784,279 △140,032 644,246
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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表等 

（2）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

＜訂正前＞ 

前第１四半期連結累計期間（平成19年11月１日～平成20年１月31日） 

 
前年同四半期 

（平成20年10月期第１四半期）

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・ 
 フロー 

 

  税金等調整前四半期純利益 414,229 

  減価償却費 120,074 

  のれん償却額 35,955 

  貸倒引当金の増減額 
  （減少：△） 

3,856 

  賞与引当金の増減額 
  （減少：△） 

△43,226 

  役員賞与引当金の増減額 
  （減少：△） 

△40,300 

  退職給付引当金の増減額 
  （減少：△） 

△34,396 

  為替差損益 △7,621 

  受取利息及び受取配当金 △18,053 

  支払利息 6,588 

  固定資産除却損 360,681 

  投資有価証券売却益 △5,750 

  デリバティブ評価損益 167,213 

  匿名組合投資損益 328 

  売上債権の増減額 
  （増加：△） 

△771,525 

  たな卸資産の増減額 
  （増加：△） 

104,409 

  仕入債務の増減額 
  （減少：△） 

242,322 

  未払金の増減額 
  （増加：△） 

764,678 

  その他 △327,018 

小計 972,448 

  利息及び配当金の受取額 18,053 

  利息の支払額 △7,188 

  法人税等の支払額 △1,191,705 

 営業活動によるキャッシュ・ 
 フロー 

△208,391 

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 △65,096 

  投資有価証券の取得による 
  支出 

△20,772 

  投資有価証券の売却による 
  収入 

55,750 

  貸付金の回収による収入 3,711 

  その他 △655 

 投資活動によるキャッシュ・ 
 フロー 

△27,063 
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前年同四半期 

（平成20年10月期第１四半期）

区分 金額（千円） 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・ 
 フロー 

 

  長期借入金の純増減 △9,000 

  配当金の支払額 △466,768 

 財務活動によるキャッシュ・ 
 フロー 

△475,768 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換 
 算差額 

△9,370 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 
 （減少：△） 

△720,593 

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第１四 
 半期末残高 

9,262,838 
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＜訂正後＞ 

前第１四半期連結累計期間（平成19年11月１日～平成20年１月31日） 

 
前年同四半期 

（平成20年10月期第１四半期）

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・ 
 フロー 

 

  税金等調整前四半期純利益 414,229 

  減価償却費 120,074 

  のれん償却額 35,955 

  貸倒引当金の増減額 
  （減少：△） 

3,856 

  賞与引当金の増減額 
  （減少：△） 

△43,226 

  役員賞与引当金の増減額 
  （減少：△） 

△40,300 

  退職給付引当金の増減額 
  （減少：△） 

△34,396 

  為替差損益 △7,621 

  受取利息及び受取配当金 △18,053 

  支払利息 6,588 

  固定資産除却損 360,681 

  投資有価証券売却益 △5,750 

  デリバティブ評価損益 167,213 

  匿名組合投資損益 328 

  売上債権の増減額 
  （増加：△） 

△771,525 

  たな卸資産の増減額 
  （増加：△） 

104,409 

  仕入債務の増減額 
  （減少：△） 

164,093 

  未払金の増減額 
  （増加：△） 

764,678 

  その他 △248,789 

小計 972,448 

  利息及び配当金の受取額 18,053 

  利息の支払額 △7,188 

  法人税等の支払額 △1,191,705 

 営業活動によるキャッシュ・ 
 フロー 

△208,391 

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 △65,096 

  投資有価証券の取得による 
  支出 

△20,772 

  投資有価証券の売却による 
  収入 

55,750 

  貸付金の回収による収入 3,711 

  その他 △655 

 投資活動によるキャッシュ・ 
 フロー 

△27,063 
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前年同四半期 

（平成20年10月期第１四半期）

区分 金額（千円） 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・ 
 フロー 

 

  長期借入金の純増減 △9,000 

  配当金の支払額 △466,768 

 財務活動によるキャッシュ・ 
 フロー 

△475,768 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換 
 算差額 

△9,370 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 
 （減少：△） 

△720,593 

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第１四 
 半期末残高 

9,262,838 
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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１四半期決算短信」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１四半期決算短信」（平成21年３月13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） 

 （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１四半期 4,566 △21.2 643 △29.2 413 △46.2 195 △19.9

20年10月期第１四半期 5,791 △1.0 908 △27.9 769 △45.7 243 △70.0
 

 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 357.80 － 

20年10月期第１四半期 444.76 － 

 

＜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１四半期 4,566 △21.2 644 △29.1 414 △46.1 196 △19.6

20年10月期第１四半期 5,791 △1.0 908 △27.9 769 △45.7 243 △70.0
 

 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 359.14 － 

20年10月期第１四半期 444.76 － 



 

－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１四半期 18,212 13,283 72.9 24,311.76

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１四半期 13,283百万円   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１四半期 18,105 13,177 72.8 24,116.54

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１四半期 13,177百万円   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１四半期連結会計期間の業績は、売上高4,566,289千円（前年同期比21.2％減）、営業利益

643,516千円（前年同期比29.2％減）、経常利益413,833千円（前年同期比46.2％減）、四半期純利益195,497

千円（前年同期比19.9％減）となりました。 

 

＜訂正後＞ 

（省略） 

以上の結果、当第１四半期連結会計期間の業績は、売上高4,566,289千円（前年同期比21.2％減）、営業利益

644,246千円（前年同期比29.1％減）、経常利益414,564千円（前年同期比46.1％減）、四半期純利益196,228

千円（前年同期比19.6％減）となりました。 

 

（旅行事業） 

＜訂正前＞ 

（省略） 

以上の結果、売上高は340,713千円（前年同期比45.3％減）、営業損失は36,179千円（前年同期比10.4％増）

となりました。 

 

＜訂正後＞ 

（省略） 

以上の結果、売上高は340,713千円（前年同期比45.3％減）、営業損失は35,449千円（前年同期比8.1％増）

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１四半期における資産、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1,135,912千円増加し、18,212,598千円となりました。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544,367千円などと相殺されて

おります。 

負債合計は前連結会計年度末に比べ1,173,177千円増加し、4,928,873千円となりました。この主な要因は、

流動負債のその他が1,151,705千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37,264千円減少し、13,283,724千円となりました。この主な要因は、

四半期純利益の減少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1,029,246千円増加し、18,105,931千円となりました。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544,367千円などと相殺されて

おります。 

負債合計は前連結会計年度末に比べ1,065,780千円増加し、4,928,873千円となりました。この主な要因は、

流動負債のその他が1,151,705千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36,534千円減少し、13,177,058千円となりました。この主な要因は、

四半期純利益の減少によるものであります。 
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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１四半期連結会計期間末 
（平成21年１月31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 7,952,159 8,496,526

受取手形及び売掛金 1,577,096 1,089,013

製品 4,551 6,465

仕掛品 18,005 15,271

その他 1,353,182 1,918,114

貸倒引当金 △34,962 △23,271

流動資産合計 10,870,030 11,502,121

固定資産 

有形固定資産 350,306 363,416

無形固定資産 

のれん 1,090,661 1,126,617

その他 1,193,061 1,170,990

無形固定資産合計 2,283,723 2,297,608

投資その他の資産 

投資不動産 1,830,504 －

その他 2,950,970 2,982,983

貸倒引当金 △72,937 △69,444

投資その他の資産合計 4,708,537 2,913,539

固定資産合計 7,342,567 5,574,564

資産合計 18,212,598 17,076,685

負債の部 

流動負債 

買掛金 344,377 320,278

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 203,788 196,081

賞与引当金 43,610 88,122

役員賞与引当金 1,926 12,850

その他 2,063,384 911,678

流動負債合計 4,313,087 3,285,011

固定負債 

長期借入金 62,000 71,000

退職給付引当金 42,069 41,006

その他 511,717 358,677

固定負債合計 615,786 470,684

負債合計 4,928,873 3,755,695
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（単位：千円） 

 当第１四半期連結会計期間末 
（平成21年１月31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 8,367,881 8,390,939

自己株式 △286,959 △286,959

株主資本合計 13,316,017 13,339,075

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △32,292 △18,086

評価・換算差額等合計 △32,292 △18,086

純資産合計 13,283,724 13,320,989

負債純資産合計 18,212,598 17,076,685
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＜訂正後＞ 

（単位：千円） 

 当第１四半期連結会計期間末 
（平成21年１月31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 7,952,159 8,496,526

受取手形及び売掛金 1,577,096 1,089,013

製品 4,551 6,465

仕掛品 18,005 15,271

その他 1,246,516 1,918,114

貸倒引当金 △34,962 △23,271

流動資産合計 10,763,364 11,502,121

固定資産 

有形固定資産 350,306 363,416

無形固定資産 

のれん 1,090,661 1,126,617

その他 1,193,061 1,170,990

無形固定資産合計 2,283,723 2,297,608

投資その他の資産 

投資不動産 1,830,504 －

その他 2,950,970 2,982,983

貸倒引当金 △72,937 △69,444

投資その他の資産合計 4,708,537 2,913,539

固定資産合計 7,342,567 5,574,564

資産合計 18,105,931 17,076,685

負債の部 

流動負債 

買掛金 344,377 427,675

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 203,788 196,081

賞与引当金 43,610 88,122

役員賞与引当金 1,926 12,850

その他 2,063,384 911,678

流動負債合計 4,313,087 3,392,408

固定負債 

長期借入金 62,000 71,000

退職給付引当金 42,069 41,006

その他 511,717 358,677

固定負債合計 615,786 470,684

負債合計 4,928,873 3,863,092
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（単位：千円） 

 当第１四半期連結会計期間末 
（平成21年１月31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 8,261,214 8,283,542

自己株式 △286,959 △286,959

株主資本合計 13,209,351 13,231,678

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △32,292 △18,086

評価・換算差額等合計 △32,292 △18,086

純資産合計 13,177,058 13,213,592

負債純資産合計 18,105,931 17,076,685
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（2）四半期連結損益計算書 

（第１四半期連結累計期間） 

＜訂正前＞ 

（単位：千円）                

 
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） 

 

売上高 4,566,289

売上原価 2,375,694

売上総利益 2,190,595

販売費及び一般管理費 1,547,079

営業利益 643,516

営業外収益 

受取利息 3,383

受取配当金 5,000

投資不動産賃貸料 21,206

その他 14,027

営業外収益合計 43,618

営業外費用 

支払利息 5,578

デリバティブ評価損 175,880

その他 91,841

営業外費用合計 273,300

経常利益 413,833

特別利益 

役員賞与引当金戻入額 3,175

その他 491

特別利益合計 3,667

税金等調整前四半期純利益 417,500

法人税、住民税及び事業税 254,750

法人税等調整額 △32,747

法人税等合計 222,002

四半期純利益 195,497
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＜訂正後＞ 

（単位：千円）                

 
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） 

 

売上高 4,566,289

売上原価 2,374,963

売上総利益 2,191,325

販売費及び一般管理費 1,547,079

営業利益 644,246

営業外収益 

受取利息 3,383

受取配当金 5,000

投資不動産賃貸料 21,206

その他 14,027

営業外収益合計 43,618

営業外費用 

支払利息 5,578

デリバティブ評価損 175,880

その他 91,841

営業外費用合計 273,300

経常利益 414,564

特別利益 

役員賞与引当金戻入額 3,175

その他 491

特別利益合計 3,667

税金等調整前四半期純利益 418,231

法人税、住民税及び事業税 254,750

法人税等調整額 △32,747

法人税等合計 222,002

四半期純利益 196,228
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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） 

 

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 417,500

減価償却費 95,172

のれん償却額 35,955

貸倒引当金の増減額（△は減少） 15,184

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △10,924

賞与引当金の増減額（△は減少） △44,512

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,062

為替差損益（△は益） △37,198

受取利息及び受取配当金 △8,383

支払利息 5,578

デリバティブ評価損益（△は益） 175,880

投資事業組合運用損益（△は益） 39,622

売上債権の増減額（△は増加） △489,929

たな卸資産の増減額（△は増加） △434

仕入債務の増減額（△は減少） 24,099

その他 1,653,521

小計 1,872,197

利息及び配当金の受取額 8,383

利息の支払額 △6,099

法人税等の支払額 △243,231

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,631,251

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 △74,919

投資不動産の取得による支出 △1,835,586

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 3,765

その他 △994

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,877,551

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 △9,000

社債の償還による支出 △100,000

配当金の支払額 △196,082

財務活動によるキャッシュ・フロー △305,082

現金及び現金同等物に係る換算差額 37,198

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △514,184

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 7,902,159
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＜訂正後＞ 

（単位：千円）                

 
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） 

 

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 418,231

減価償却費 95,172

のれん償却額 35,955

貸倒引当金の増減額（△は減少） 15,184

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △10,924

賞与引当金の増減額（△は減少） △44,512

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,062

為替差損益（△は益） △37,198

受取利息及び受取配当金 △8,383

支払利息 5,578

デリバティブ評価損益（△は益） 175,880

投資事業組合運用損益（△は益） 39,622

売上債権の増減額（△は増加） △489,929

たな卸資産の増減額（△は増加） △434

仕入債務の増減額（△は減少） △83,297

その他 1,760,187

小計 1,872,197

利息及び配当金の受取額 8,383

利息の支払額 △6,099

法人税等の支払額 △243,231

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,631,251

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 △74,919

投資不動産の取得による支出 △1,835,586

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 3,765

その他 △994

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,877,551

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 △9,000

社債の償還による支出 △100,000

配当金の支払額 △196,082

財務活動によるキャッシュ・フロー △305,082

現金及び現金同等物に係る換算差額 37,198

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △514,184

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 7,902,159
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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〕 

＜訂正前＞ 

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） 

 
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 
2,201,676 186,377 331,499 221,460 172,947 71,640 1,380,688 4,566,289 － 4,566,289

(2)セグメント間の内 

 部売上高又は振替 

 高 

400 55,996 9,213 － － － 1,059 66,670 △66,670 －

計 2,202,076 242,374 340,713 221,460 172,947 71,640 1,381,748 4,632,960 △66,670 4,566,289

営業利益 

（又は営業損失△） 
611,131 △3,190 △36,179 131,461 △19,337 △13,396 113,059 783,548 △140,032 643,516

 

＜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） 

 
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 
2,201,676 186,377 331,499 221,460 172,947 71,640 1,380,688 4,566,289 － 4,566,289

(2)セグメント間の内 

 部売上高又は振替 

 高 

400 55,996 9,213 － － － 1,059 66,670 △66,670 －

計 2,202,076 242,374 340,713 221,460 172,947 71,640 1,381,748 4,632,960 △66,670 4,566,289

営業利益 

（又は営業損失△） 
611,131 △3,190 △35,449 131,461 △19,337 △13,396 113,059 784,279 △140,032 644,246
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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表等 

（2）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

＜訂正前＞ 

前第１四半期連結累計期間（平成19年11月１日～平成20年１月31日） 

 
前年同四半期 

（平成20年10月期第１四半期）

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・ 
 フロー 

 

  税金等調整前四半期純利益 414,229 

  減価償却費 120,074 

  のれん償却額 35,955 

  貸倒引当金の増減額 
  （減少：△） 

3,856 

  賞与引当金の増減額 
  （減少：△） 

△43,226 

  役員賞与引当金の増減額 
  （減少：△） 

△40,300 

  退職給付引当金の増減額 
  （減少：△） 

△34,396 

  為替差損益 △7,621 

  受取利息及び受取配当金 △18,053 

  支払利息 6,588 

  固定資産除却損 360,681 

  投資有価証券売却益 △5,750 

  デリバティブ評価損益 167,213 

  匿名組合投資損益 328 

  売上債権の増減額 
  （増加：△） 

△771,525 

  たな卸資産の増減額 
  （増加：△） 

104,409 

  仕入債務の増減額 
  （減少：△） 

242,322 

  未払金の増減額 
  （増加：△） 

764,678 

  その他 △327,018 

小計 972,448 

  利息及び配当金の受取額 18,053 

  利息の支払額 △7,188 

  法人税等の支払額 △1,191,705 

 営業活動によるキャッシュ・ 
 フロー 

△208,391 

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 △65,096 

  投資有価証券の取得による 
  支出 

△20,772 

  投資有価証券の売却による 
  収入 

55,750 

  貸付金の回収による収入 3,711 

  その他 △655 

 投資活動によるキャッシュ・ 
 フロー 

△27,063 
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前年同四半期 

（平成20年10月期第１四半期）

区分 金額（千円） 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・ 
 フロー 

 

  長期借入金の純増減 △9,000 

  配当金の支払額 △466,768 

 財務活動によるキャッシュ・ 
 フロー 

△475,768 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換 
 算差額 

△9,370 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 
 （減少：△） 

△720,593 

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第１四 
 半期末残高 

9,262,838 
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＜訂正後＞ 

前第１四半期連結累計期間（平成19年11月１日～平成20年１月31日） 

 
前年同四半期 

（平成20年10月期第１四半期）

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・ 
 フロー 

 

  税金等調整前四半期純利益 414,229 

  減価償却費 120,074 

  のれん償却額 35,955 

  貸倒引当金の増減額 
  （減少：△） 

3,856 

  賞与引当金の増減額 
  （減少：△） 

△43,226 

  役員賞与引当金の増減額 
  （減少：△） 

△40,300 

  退職給付引当金の増減額 
  （減少：△） 

△34,396 

  為替差損益 △7,621 

  受取利息及び受取配当金 △18,053 

  支払利息 6,588 

  固定資産除却損 360,681 

  投資有価証券売却益 △5,750 

  デリバティブ評価損益 167,213 

  匿名組合投資損益 328 

  売上債権の増減額 
  （増加：△） 

△771,525 

  たな卸資産の増減額 
  （増加：△） 

104,409 

  仕入債務の増減額 
  （減少：△） 

164,093 

  未払金の増減額 
  （増加：△） 

764,678 

  その他 △248,789 

小計 972,448 

  利息及び配当金の受取額 18,053 

  利息の支払額 △7,188 

  法人税等の支払額 △1,191,705 

 営業活動によるキャッシュ・ 
 フロー 

△208,391 

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 △65,096 

  投資有価証券の取得による 
  支出 

△20,772 

  投資有価証券の売却による 
  収入 

55,750 

  貸付金の回収による収入 3,711 

  その他 △655 

 投資活動によるキャッシュ・ 
 フロー 

△27,063 
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前年同四半期 

（平成20年10月期第１四半期）

区分 金額（千円） 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・ 
 フロー 

 

  長期借入金の純増減 △9,000 

  配当金の支払額 △466,768 

 財務活動によるキャッシュ・ 
 フロー 

△475,768 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換 
 算差額 

△9,370 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 
 （減少：△） 

△720,593 

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第１四 
 半期末残高 

9,262,838 

 




