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（訂正・数値データ訂正あり） 

「平成 22 年 10 月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」の訂正について 

 

平成 22 年９月 14 日付で発表いたしました「平成 22 年 10 月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」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 

【訂正の理由】 

平成 22 年９月 14 日付の第３四半期決算短信の提出時点において、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続を実施

中でしたが、本日、監査法人による四半期レビューが終了したため、平成 22 年 10 月期第３四半期決算短信を訂正するも

のであります。 

 

【訂正内容】 

○ 平成 22 年 10 月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）（サマリー） 
（訂正前） 

平成 22 年 10 月期第３四半期 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益  2,823 円 02 銭 
 
（訂正後） 

平成 22 年 10 月期第３四半期 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益  2,882 円 54 銭 
 
 

○ 平成 22 年 10 月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）（５ページ，６ページ） 
(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

 
（訂正前） 

（キャッシュ・フローの状況） 
当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、 前連結会計年度末に
比べて、４億 57 百万円増加し、13 億 32 百万円になりました。 
当第３四半期連結累計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下の通りです。 
 
①営業活動によるキャッシュ・フロー 
当第３四半期連結累計期間における営業活動によって得られた資金は、２億 89 百万円となりました（前第３四
半期累計期間は２億 11 百万円の収入でした）。これは、主に減価償却費 89 百万円によるものであります。 
 
②投資活動によるキャッシュ・フロー 
当第３四半期連結累計期間における投資活動によって得られた資金は、６億 19 百万円となりました（前第３四
半期累計期間は４億 16 百万円の支出でした）。 これは、主に短期貸付金の回収７億 32 百万円によるものであり
ます。 
 
③財務活動によるキャッシュ・フロー 
当第３四半期連結累計期間における財務活動の結果使用した資金は、４億 51 百万円となりました（前第３四半
期累計期間は３億３百万円の収入でした）。これは、主に長期借入金の返済４億１百万円によるものであります。 
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（訂正後） 

（キャッシュ・フローの状況） 
当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、 前連結会計年度末に比
べて、４億 57 百万円増加し、13 億 32 百万円になりました。 
当第３四半期連結累計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下の通りです。 
 
①営業活動によるキャッシュ・フロー 
当第３四半期連結累計期間における営業活動によって得られた資金は、２億 82 百万円となりました（前第３四
半期累計期間は２億 11 百万円の収入でした）。これは、主に減価償却費 89 百万円によるものであります。 
 
②投資活動によるキャッシュ・フロー 
当第３四半期連結累計期間における投資活動によって得られた資金は、６億 24 百万円となりました（前第３四
半期累計期間は４億 16 百万円の支出でした）。 これは、主に短期貸付金の回収７億 32 百万円によるものであり
ます。 
 
③財務活動によるキャッシュ・フロー 
当第３四半期連結累計期間における財務活動の結果使用した資金は、４億 49 百万円となりました（前第３四半
期累計期間は３億３百万円の収入でした）。これは、主に長期借入金の返済４億１百万円によるものであります。 

 
 

○ 平成 22 年 10 月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）（９ページ） 
3. 四半期連結財務諸表 
(1) 四半期連結貸借対照表 
 「投資その他の資産」の「その他」の金額を 621,304 千円から 636,552 千円へ訂正いたしました。 
 「投資その他の資産」の「貸倒引当金」の金額を△ 109,349 千円から△ 124,627 千円へ訂正いたしました。 
[資産の部]の訂正前・訂正後は以下の通りであります。 

（単位：千円） 

(訂正前) 

当第３四半期連結会計期間末 

（平成 22 年７月 31 日） 

(訂正後) 

当第３四半期連結会計期間末 

（平成 22 年７月 31 日） 

資産の部 資産の部

流動資産 流動資産

現金及び預金 1,348,727 現金及び預金 1,348,727

受取手形及び売掛金 1,321,735 受取手形及び売掛金 1,321,735

有価証券 95,000 有価証券 95,000

商品及び製品 61,266 商品及び製品 61,266

仕掛品 1,237 仕掛品 1,237

未成工事支出金 256,407 未成工事支出金 256,407

  原材料及び貯蔵品 3,230  原材料及び貯蔵品 3,230

その他 452,378 その他 452,378

貸倒引当金 △ 31,127 貸倒引当金 △ 31,127

流動資産合計 3,508,856 流動資産合計 3,508,856

固定資産 固定資産

有形固定資産 313,194 有形固定資産 313,194

無形固定資産 無形固定資産

のれん 1,463,502 のれん 1,463,502

その他 336,006 その他 336,006

無形固定資産合計 1,799,508 無形固定資産合計 1,799,508

投資その他の資産 投資その他の資産 

差入保証金 838,751 差入保証金 838,751

その他 621,304 その他 636,552

貸倒引当金 △ 109,379 貸倒引当金 △ 124,627

投資その他の資産合計 1,350,675 投資その他の資産合計 1,350,675

固定資産合計 3,463,379 固定資産合計 3,463,379

資産合計 6,972,235 資産合計 6,972,235
 

2



平成 22 年 10 月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）（14 ページ） 
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 
 「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「貸倒引当金の増減額」の金額を 3,479 千円から 18,727 千円へ訂正いた
しました。 
 「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」の金額を 48,027 千円から 32,779 千円へ訂正いたしました。 
  [営業活動によるキャッシュ・フロー]の訂正前・訂正後は以下の通りであります。 

（単位：千円） 

(修正前) 
当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年11月１日 
 至 平成22年７月31日) 

（修正後） 
当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年11月１日 
 至 平成22年７月31日) 

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 

税金等調整前四半期純利益又は 
税金等調整前四半期順損失（△） 211,110 税金等調整前四半期純利益又は 

税金等調整前四半期順損失（△） 211,110

減価償却費 90,201 減価償却費 90,201

のれん償却額 83,792 のれん償却額 83,792

のれんの減損損失 31,258 のれんの減損損失 31,258

事業譲渡損益（△は益） ― 事業譲渡損益（△は益） ―

合意解約金（△は益） ― 合意解約金（△は益） ―

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,479 貸倒引当金の増減額（△は減少） 18,727

賞与引当金の増減額（△は減少） 26,164 賞与引当金の増減額（△は減少） 26,164

役員賞与引当金の増減額 
（△は減少） 3,139 役員賞与引当金の増減額 

（△は減少） 3,139

退職給付引当金の増減額 
（△は減少） 4,663 退職給付引当金の増減額 

（△は減少） 4,663

役員退職慰労引当金の増減額 
（△は減少） 2,056 役員退職慰労引当金の増減額 

（△は減少） 2,056

教室閉鎖損失引当金の増減額 
（△は減少） △ 3,017 教室閉鎖損失引当金の増減額 

（△は減少） △ 3,017

受取利息及び受取配当金 △ 24,409 受取利息及び受取配当金 △ 24,409

支払利息 26,529 支払利息 26,529

投資有価証券評価損益 
（△は益） 18,614 投資有価証券評価損益 

（△は益） 18,614

売上債権の増減額（△は増加） 68,891 売上債権の増減額（△は増加） 68,891

たな卸資産の増減額（△は増加） △ 30,263 たな卸資産の増減額（△は増加） △ 30,263

仕入債務の増減額（△は減少） △ 15,003 仕入債務の増減額（△は減少） △ 15,003

未払金の増減額（△は減少） △ 169,365 未払金の増減額（△は減少） △ 169,365

前受金の増減額（△は減少） △ 74,793 前受金の増減額（△は減少） △ 74,793

その他 48,027 その他 32,779

小計 301,436 小計 301,436

利息及び配当金の受取額 23,184 利息及び配当金の受取額 23,184

利息の支払額 △ 27,527 利息の支払額 △ 27,527

法人税等の還付額 48,832 法人税等の還付額 48,832

法人税等の支払額 △ 63,088 法人税等の支払額 △ 63,088

営業活動によるキャッシュ・フロー 282,837 営業活動によるキャッシュ・フロー 282,837
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○ 平成 22 年 10 月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）（17 ページ） 
(5)セグメント情報 
当第３四半期連結会計期間（自 平成 22 年５月１日 至 平成 22 年７月 31 日） 
 
（訂正前） 

  教育支援事業 ＢＰＯ事業 計 消去又は全社 連結 

Ⅰ 売上高   

  (1) 外部顧客に 

      対する売上高 
1,676,087  2,159,087 3,835,175 ― 3,835,175  

  (2) セグメント間の

内部売上高又は振替高 
2,013  53,318 55,331 (55,331) ― 

計 1,678,100  2,212,406 3,890,506 (55,331) 3,835,175  

営業利益 176,574  135,874 312,448 (216,689) 95,759  

 
 
（訂正後） 

  教育支援事業 ＢＰＯ事業 計 消去又は全社 連結 

Ⅰ 売上高   

  (1) 外部顧客に 

      対する売上高 
1,676,087  2,159,087 3,835,175 ― 3,835,175  

  (2) セグメント間の

内部売上高又は振替高 
2,013  5,539 7,552 (7,552) ― 

計 1,678,100  2,164,627 3,842,727 (7,552) 3,835,175  

営業利益 176,574  135,874 312,448 (216,689) 95,759  

 

 

○ 平成 22 年 10 月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）（18 ページ） 
(5)セグメント情報 
当第３四半期連結累計期間（自 平成 21 年 11 月１日 至 平成 22 年７月 31 日） 

 
（訂正前） 

  教育支援事業 ＢＰＯ事業 計 消去又は全社 連結 

Ⅰ 売上高   

  (1) 外部顧客に 

      対する売上高 
2,349,178 7,243,402 9,592,581 ― 9,592,581  

  (2) セグメント間の

内部売上高又は振替高 
5,519 93,085 98,604 (98,604) ― 

計 2,354,698  7,336,487 9,691,185 (98,604) 9,592,581  

営業利益 236,464  641,401 877,866 (618,358) 259,507  
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（訂正後） 

  教育支援事業 ＢＰＯ事業 計 消去又は全社 連結 

Ⅰ 売上高   

  (1) 外部顧客に 

      対する売上高 
2,349,178 7,243,402 9,592,581 ― 9,592,581  

  (2) セグメント間の

内部売上高又は振替高 
5,519 45,306 50,825 (50,825) ― 

計 2,354,698  7,288,708 9,643,406 (50,825) 9,592,581  

営業利益 236,464  641,401 877,866 (618,358) 259,507  

 

 

○ 平成 22 年 10 月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）（18 ページ 29 行目） 
  ５.追加情報 
（訂正前） 
   株式会社アビバを完全子会社化したことに伴い、教育支援事業における資産が前連結会計年度末に比べ 2,642,587 千
円増加しております。 

 
（訂正後） 

   株式会社アビバを完全子会社化したことに伴い、教育支援事業における資産が前連結会計年度末に比べ 2,640,651 千

円増加しております。 

 

 

【追加】  

○ 平成 22 年 10 月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）（８ページ 40 行目） 

 (3)会計処理の原則・手続、表示方法等の概要 

（表示方法の変更に以下を追加いたしました） 

 

四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係 

 前第３四半期連結累計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「投資有価証券

評価損益（△は益）」及び「前受金の増減額（△は減少）」は重要性が増加したため、当第３四半期連結累計期間では区分

掲記することとしております。なお、前第３四半期連結累計期間の「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」

に含まれる「投資有価証券評価損益（△は益）」は 212 千円、「前受金の増減額（△は減少）」は△1,078 千円であります。 

 

 

【削除】 

○ 平成 22 年 10 月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）（５ページ） 
2. 連結財政状態に関する定性的情報 
（資産、負債及び純資産の状況） 
 
（削除前） 

③純資産 
当第３四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べて２億 20 百万円増加（22.4％増）し、12
億７百万円になりました。 
なお、資産並びに負債の増加の主な要因は、３「関係会社の状況」ならびに（企業結合等関係）に記載のと
おり、平成 22 年３月 31 日の株式会社アビバを連結の範囲に含めた事によるものであります。 

 
（削除後） 

③純資産 
当第３四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べて２億 20 百万円増加（22.4％増）し、12
億７百万円になりました。 
なお、資産並びに負債の増加の主な要因は、平成 22 年３月 31 日の株式会社アビバを連結の範囲に含めた事
によるものであります。 

以上 
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