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特別利益等の発生、平成 22 年 8 月期第 2 四半期累計（連結・個別） 

および通期(連結・個別)業績予想の修正に関するお知らせ 

 

この度、当社は平成 22年 8 月期第 2四半期(連結・個別)において、特別利益等を計上すること

になりましたので、その概要をお知らせするとともに、平成 22 年 1月 8 日付「特別利益および特

別損失の発生、平成 22 年 8 月期第 2四半期累計（連結・個別）および通期（連結・個別）業績予

想の修正に関するお知らせ」にて公表いたしました平成 22 年 8月期第 2四半期累計（連結・個別）

および通期（連結・個別）業績予想を下記のとおり修正いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 
１．特別利益等の発生およびその内容（連結・個別） 
当社が保有する固定資産（電子掲示板システム）にかかる権利一式を売却したことにより 
固定資産売却益 27,931 千円を計上しました。また、下記のとおり、貸倒引当金戻入額 44,405 千
円を計上し、合計 72,336 千円を特別利益として計上しました。 
同じく下記のとおり、貸倒引当金繰入額△135,250 千円を特別損失に計上したため、その他
の特別損失の金額と相殺して、そのうち△131,121 千円分が当期純利益の上方修正に寄与いた
しました。 
なお、貸倒引当金の戻しに係る利益相当額（44,405 千円＋135,250 千円）の発生原因は以下
のとおりです。 
当社が保有する貸付有価証券につきましては、第１四半期末残高の 100％相当額の貸倒引当 
金を計上しておりましたが、当該有価証券に関する現在継続中の返還請求訴訟において、会計 
処理的に当該有価証券が消滅し、金銭債権が発生したのと同様であると認められる状況になっ 
たため、貸付有価証券を取得価額にて長期債権に振り替え、その当第２四半期末残高の 100％
相当額の貸倒引当金を計上する処理を行いました。 
これにより、前期まで貸倒引当金として積んでいた 44,405千円を取り崩し、また第１四半期
末に積んでいた貸倒引当金繰入額 161,673千円のうち、135,250千円を取り崩しました。 

 



２．業績予想の修正 
Ⅰ．連結業績予想の修正（単位：百万円） 
（１） 平成 22年 8月期第 2四半期累計（連結）業績予想 
（平成 21年 9月 1日～平成 22年 2月 28日） 

 
売上高 営業利益 経常利益 

四半期 
純利益 

1株当たり 
四半期純利益 

前回予想（A） 539 △106 △117 △268 △3,509.00円 
今回予想（B） 405 △250 △276 △224 △2,932.76円 
増減額（B）－（A） △134 △144 △159 44 － 
増減率（％） △24.8 － － － － 
前期実績（ご参考） 966 △479 △519 △782 △13,063.08円 

 
（２） 平成 22年 8月期通期（連結）業績予想（平成 21年 9月 1日～平成 22年 8月 31日） 

 
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 

前回予想（A） 1,270 △73 △91 △242 △2,711.12円 
今回予想（B） 841 △260 △286 △237 △2,655.10円 
増減額（B）－（A） △429 △187 △195 5 － 
増減率（％） △32.4 － － － － 
前期実績（ご参考） 1,571 △738 △775 △1,294 △21,391.34円 

 
Ⅱ．個別業績予想の修正（単位：百万円） 
（１） 平成 22年 8月期第 2四半期累計（個別）業績予想 
（平成 21年 9月 1日～平成 22年 2月 28日） 

 
売上高 営業利益 経常利益 

四半期 
純利益 

1株当たり 
四半期純利益 

前回予想（A） 378 △115 △126 △277 △3,626.84円 
今回予想（B） 238 △243 △269 △220 △2,880.52円 
増減額（B）－（A） △140 △128 △143 57 － 
増減率（％） △37.0 － － － － 
前期実績（ご参考） 375 △295 △285 △661 △14,676.64円 

 
（２） 平成 22年 8月期通期（個別）業績予想（平成 21年 9月 1日～平成 22年 8月 31日） 

 
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 

前回予想（A） 915 △102 △120 △271 △3,036.01円 
今回予想（B） 503 △263 △289 △243 △2,722.32円 
増減額（B）－（A） △412 △161 △169 28 － 
増減率（％） △45.0 － － － － 
前期実績（ご参考） 597 △552 △576 △1,309 △21,641.86円 

 



３．業績予想修正の理由（連結・個別） 
   第 2 四半期累計（連結・個別）の売上高につきましては、当社個別の売上不振と併せて、
事業の絞込みを行ったことにより、前回予想数値より、業績予想を下方修正いたします。 

営業利益及び経常利益につきましては、上記売上高の下方修正の影響を吸収できず、業績

予想を下方修正いたします。 

第 2四半期累計（連結・個別）の四半期純利益につきましては、当第 2四半期に計上した
72百万円の特別利益及び△131百万円の特別損失の修正の影響により、四半期純利益は前回
予想より増加する見込みとなったため、業績予想を上方修正いたします。 

 
通期（連結・個別）の業績予想につきましては、上記第2四半期累計（連結・個別）の下方
修正に伴い、売上高、営業利益及び経常利益とも業績予想を下方修正いたします。 

通期（連結・個別）の当期純利益につきましては、当第 2四半期に計上した 72百万円の特
別利益及び△131 百万円の特別損失の修正の影響により、当期純利益は前回予想より増加す
る見込みとなったため、業績予想を上方修正いたします。 

 
また、当第 2 四半期に実施いたしました経営合理化の取り組みに伴う組織変更において、
原価人員（エンジニア）の削減により当期第 3四半期以降の期間売上高は減少いたしますが、
年間で約 264百万円のコスト削減効果を見込んでおり、当期第 4四半期には営業利益は月次
ベースで黒字転換ができる見込みであります。 

以 上 
 

 
＊上記の予想は、本資料の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、実

際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 


