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平成 22 年１月 26 日 

各  位 

 

 

 

 

 

 

 

 

（修正・数値データ修正有）「平成 21 年 10 月期 決算短信」の修正について 

 

平成 21 年 12 月 21 日付で発表いたしました「平成 21 年 10 月期決算短信」の記載内容について一部訂正がありましたので、下記の通り

お知らせいたします。訂正箇所には、  を表示しております。 

 

記 
 

○平成 21 年 10 月期 決算短信（１ページ） 
１．平成 21 年 10 月期決算の連結業績（平成 20 年 11 月１日～平成 21 年 10 月 31 日） 
（訂正前） 
（2）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 10 月期 

20 年 10 月期 

 

 

135 

△76 

 

 

△566

△375

 

 

196 

596 

 

 

874

1,110

（訂正後） 
（2）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 10 月期 

20 年 10 月期 

 

 

42 

△76 

 

 

△468

△375

 

 

190 

596 

 

 

874

1,110

 

○平成 21 年 10 月期 決算短信（７ページ） 

（訂正前） 

（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、当連結会計年度135百万円で前連結会計年度より211百万円の増加となりました。 
これは、主として売上債権の回収及び法人税等の還付等によるものであります。 
（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、当連結会計年度566百万円で前連結会計年度より191百万円の増加となりました。 
これは、主として短期貸付による支出及び投資有価証券の取得等によるものであります。 
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
財務活動の結果得られた資金は、当連結会計年度196百万円で前連結会計年度より400百万円の減少となりました。これは、主として長期
借入金の返済及び自己株式の取得による支出等によるものであります。 

（訂正後） 

（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、当連結会計年度42百万円で前連結会計年度より1億18百万円の増加となりました。 
これは、主として売上債権の回収及び法人税等の還付等によるものであります。 
（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、当連結会計年度4億68百万円で前連結会計年度より93百万円の増加となりました。 
これは、主として短期貸付による支出及び投資有価証券の取得等によるものであります。 
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
財務活動の結果得られた資金は、当連結会計年度1億90百万円で前連結会計年度より4億6百万円の減少となりました。これは、主として長
期借入金の返済及び自己株式の取得による支出等によるものであります。 
 

会 社 名 ス リ ー プ ロ グ ル ー プ 株 式 会 社

本社所在地 東京都新宿区西新宿七丁目 21 番３号

代 表 者 代 表 取 締 役 髙 野  研

（コード番号 2375 東証マザーズ） 

問 合 せ 先 執行役員社長室長 佐々木 隆宏
 （ＴＥＬ ０３－６８３２－３２６０）
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○平成 21 年 10 月期 決算短信（23 ページ） 

 (3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位は千円） 

 

 
(修正前) 

当連結会計期間 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年10月31日)

  
（修正後） 
当連結会計期間 

(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年10月31日)

 金額（千円）  金額（千円） 

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 

税金等調整当期純利益 △404,881
税金等調整前当期純利益又は 
税金等調整前当期純損失（△） 

△404,881

減価償却費 63,391 減価償却費 63,391

のれん償却額 68,309 のれんの減損損失 418,710

のれんの減損損失 418,710 のれん償却額 68,309

事業譲渡損益（△は益） △10,000 事業譲渡損益（△は益） △10,000

合意解約金（△益） △39,403 合意解約金（△益） △30,347

貸倒引当金の増減額（減少は△） 49,002 貸倒引当金の増減額（減少は△） 49,002

賞与引当金の増減額（減少は△） △43,793 賞与引当金の増減額（減少は△） △43,793

退職給付引当金の増減額（減少は△） △5,307 退職給付引当金の増減額（減少は△） △5,307

受取利息及び受取配当金 △32,454 受取利息及び受取配当金 △32,454

支払利息 34,534 支払利息 34,475

投資有価証券売却益 △415 投資有価証券売却益 ―

投資有価証券売却損 258 投資有価証券売却損 ―

投資有価証券評価損益(△は益) 26,524 投資有価証券評価損益(△は益) 26,524

固定資産売却損益(△は益) 83 固定資産売却損益(△は益) 83

固定資産除却損 7,711 固定資産除却損 7,711

新株予約権戻入益 ― 新株予約権戻入益 ―

売上債権の増減額(△は増加) 367,475 売上債権の増減額(△は増加) 367,475

たな卸資産の増減額（△は増加） △218,259 たな卸資産の増減額（△は増加） △214,907

その他の流動資産の増減額 
（増加は△） 75,231

その他の流動資産の増減額 
（増加は△） ―

仕入債権の増減額（増加は△） △39,828 仕入債権の増減額（増加は△） △40,028

未払金の増減額（減少は△） △136,044 未払金の増減額（減少は△） △148,885

未払消費税の増減額（減少は△） △37,175 未払消費税の増減額（減少は△） △37,866

預り金の増減額（△は減少） △626 預り金の増減額（△は減少） ―

その他 63,391 その他 48,850

小計 206,433 小計 116,060

利息及び配当金受取額 32,202 利息及び配当金受取額 31,406

利息の支払額 △34,235 利息の支払額 △35,782

法人税等の還付額 86,372 法人税等の還付金 86,563

法人税等の支払額 △155,433 法人税等の支払額 △156,078

営業活動によるキャッシュ・フロー 135,339 営業活動によるキャッシュ・フロー 42,169

投資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 

有価証券の取得による支出 △95,000 定期預金の預入による支出 △4,022

短期貸付による支出 △891,164 定期預金の払戻による収入 △4,011

短期貸付の回収による収入 859,915 有形固定資産の取得による支出 △4,849

有形固定資産の取得による支出 △4,849 有形固定資産の売却による収入 47

有形固定資産の売却による収入 50 無形固定資産の取得による支出 △20,500

無形固定資産の取得による支出 △20,500 投資有価証券の取得による支出 △322,318
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定期預金の預入による支出 ― 投資有価証券の売却による収入 7,592

長期貸付けによる支出 △54,179  

長期貸付金の回収による収入 13,304
 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式 
の取得による収入 

 79,050

投資有価証券の取得による支出 △227,317 事業譲受による支出 △37,000

投資有価証券の売却による収入 7,592 事業譲渡による収入 10,000

差入保証金の差入による支出 △125,797 短期貸付けによる支出 △870,409

差入保証金の回収による収入 7,527 短期貸付金の回収による収入 839,160

保険積立金の積立による支出 △20,160 長期貸付けによる支出 △55,179

事業譲受による支出 △37,000 長期貸付金の回収による収入 14,304

連結の範囲の変更を伴う子会社株式
の取得による収入 

79,049 差入保証金の差入による支出 △95,797

その他 △58,365 差入保証金の回収による収入 7,727

 保険積立金の積立による支出  △20,160

 その他 232

投資活動によるキャッシュ・フロー △566,894 投資活動によるキャッシュ・フロー △468,110

財務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 

短期借入金の純増減額（△は減少） △50,000 短期借入金の純増減額（△は減少） △50,000

長期借入れによる収入 780,000 長期借入れによる収入 780,000

長期借入金の返済による支出 △312,873 長期借入金の返済による支出 △312,873

セールアンドリースバック取引によ
る収入 ―

セールアンドリースバック取引による
収入 ―

リース債務の支払による支出 △29,953 リース債務の支払による支出 △33,711

新株発行による収入 ― 新株発行による収入 ―

自己株式の売却による収入 136,581 自己株式の売却による収入 136,581

自己株式の取得による支出 △310,444 自己株式の取得による支出 △310,444

配当金の支払による支出 △17,210 配当金の支払による支出 △19,066

財務活動によるキャッシュ・フロー 196,099 財務活動によるキャッシュ・フロー 190,485

現金及び現金同等物の増減額 
（△は減少） 

△235,455
現金及び現金同等物の増減額 
（△は減少） 

△235,455

現金及び現金同等物の期首残高 1,110,372 現金及び現金同等物の期首残高 1,110,372

現金及び現金同等物の期末残高 874,917 現金及び現金同等物の期末残高 874,917
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○ 連結株主資本等変動計算書関係（35ページ11行目） 

(訂正前) 

３．配当に関する事項 
(１)配当金支払額 
 

決議 株式の種類 
 

配当金の総額 
(千円) 

１株当たり配当額

(円) 基準日 効力発生日 

平成20年12月24日 
取締役会 普通株式 19,172,130 1,000 平成20年10月31日 平成21年１月15日

 
(訂正後) 

３．配当に関する事項 
(１)配当金支払額 

決議 株式の種類 
 

配当金の総額 
(千円) 

１株当たり配当額

(円) 基準日 効力発生日 

平成20年12月24日 
取締役会 普通株式 19,172 1,000 平成20年10月31日 平成21年１月15日

 
 

以上 

 



平成21年10月期 決算短信 
平成22年1月26日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 スリープログループ株式会社 上場取引所 東 

コード番号 2375 URL http://www.threepro.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役 （氏名） 高野 研

問合せ先責任者 （役職名） 執行役員社長室長 （氏名） 佐々木 隆宏 TEL 03-6832-3260
定時株主総会開催予定日 平成22年1月28日 配当支払開始予定日 未定

有価証券報告書提出予定日 平成22年1月29日

1.  21年10月期の連結業績（平成20年11月1日～平成21年10月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(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10月期 10,028 △7.6 10 △94.6 35 △84.3 △493 ―

20年10月期 10,855 25.9 192 △18.2 228 4.8 82 △40.1

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10月期 △29,621.76 △29,621.76 ― 0.9 0.0
20年10月期 4,675.40 4,673.36 5.1 5.3 1.8

（参考） 持分法投資損益 21年10月期  0百万円 20年10月期  0百万円

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 4,009 986 24.6 57,842.17
20年10月期 4,324 1,613 37.3 84,183.80

（参考） 自己資本  21年10月期  986百万円 20年10月期  1,613百万円

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10月期 42 △468 190 874
20年10月期 △76 △375 596 1,110

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

20年10月期 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 19 21.3 1.2
21年10月期 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ― ― ―

22年10月期 
（予想）

0.00 0.00 0.00 0.00 ― ―

3.  22年10月期の連結業績予想（平成21年11月1日～平成22年10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）

※連結業績予想につきましては、５頁「次期の見通し」以下をご覧下さい。なお、この予想は発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、予想
につきましては様々な不確定要素が内在しておりますので、実際の業績はこれらの予想値と異なる場合があります。 

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

5,700 5.0 17 △26.1 23 △36.1 9 ― 527.73

通期 10,500 4.7 30 200.0 42 20.0 17 ― 996.83



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）  無  

(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） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年10月期 19,174株 20年10月期 19,174株

② 期末自己株式数 21年10月期 2,120株 20年10月期 2株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年10月期の個別業績（平成20年11月1日～平成21年10月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(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10月期 1,048 20.5 310 162.7 255 174.2 △610 ―

20年10月期 869 △9.4 118 △62.6 93 △66.4 161 △17.3

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10月期 △36,641.97 △36,641.97

20年10月期 9,115.81 9,111.84

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 3,868 923 23.9 54,154.95
20年10月期 4,165 1,681 40.4 87,682.68

（参考） 自己資本 21年10月期  923百万円 20年10月期  1,681百万円

2.  22年10月期の個別業績予想（平成21年11月1日～平成22年10月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※当社は平成18年５月1日から持株会社化しており、連結ベースでの経営管理を行っておりますことから、個別での業績予想につきましては、差し控えさせていただき
ます。 

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 
累計期間

― ― ― ― ― ― ― ― ―

通期 ― ― ― ― ― ― ― ― ―




