
        

平成 22 年 11 月 17 日 

各位 

 

東京都新宿区西早稲田二丁目 18 番 18 号 

（コード番号：3727 東証マザーズ） 

代 表 者 代  表  取  締  役   郡山 龍

問合せ先 執 行 役 員 (財 務 担 当 ) 伊藤 洋 

電話番号 03-5286-8436  

 

 

（追加・訂正）「平成 22 年 12 月期第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」 
の一部追加・訂正について 

 

平成 22 年 11 月 11 日に発表いたしました「平成 22 年 12 月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連

結）」において、下記のとおり追加し、それに伴う訂正を行います。 

 
記 

 

I. 追加箇所 

３．四半期連結財務諸表 

 （２）四半期損益計算書 

   （第３四半期会計期間） 

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

※以上の別紙資料を７ページ以降に追加 

 

II. 訂正箇所 

※ 上記の追加に伴い、以下のように項目番号を訂正します。 

訂正箇所には下線を付して表示しております。 

 

訂正前 

（３）継続企業の前提に関する注記 

訂正後 

（４）継続企業の前提に関する注記 

 

訂正前 

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

訂正後 

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 

以上 



【第３四半期連結会計期間】 

（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 884,842 2,021,568

売上原価 515,586 1,269,789

売上総利益 369,256 751,779

販売費及び一般管理費  575,484  989,378

営業損失（△） △206,228 △237,598

営業外収益   

受取利息 5,924 9,831

受取配当金 1,439 －

持分法による投資利益 29,317 －

その他 1,603 790

営業外収益合計 38,284 10,622

営業外費用   

支払利息 65 49

投資事業組合運用損 24,739 21,797

為替差損 9,546 15,075

その他 3 1,238

営業外費用合計 34,355 38,160

経常損失（△） △202,298 △265,136

特別利益   

貸倒引当金戻入額 26 －

特別利益合計 26 －

特別損失   

固定資産売却損 5 －

固定資産除却損 774 3,896

投資有価証券評価損 － 52,544

特別損失合計 780 56,440

税金等調整前四半期純損失（△） △203,053 △321,577

法人税、住民税及び事業税 8,353 19,749

法人税等調整額 △2,797 2,307

法人税等合計 5,556 22,056

少数株主損失（△） － △59,373

四半期純損失（△） △208,609 △284,260
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年９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損失（△） △1,147,161 △39,386

減価償却費 573,414 671,606

のれん償却額 － 20,510

負ののれん発生益 － △457,670

段階取得に係る差損益（△は益） － 126,788

賞与引当金の増減額（△は減少） 59,578 50,873

貸倒引当金の増減額（△は減少） 51,559 △10,655

受取利息及び受取配当金 △21,909 △32,497

支払利息 226 193

固定資産売却損益（△は益） 4,198 －

固定資産除却損 13,676 5,531

有価証券売却損益（△は益） 93,219 －

投資有価証券評価損益（△は益） 59,551 52,544

持分法による投資損益（△は益） △29,317 －

売上債権の増減額（△は増加） 362,943 210,231

前受金の増減額（△は減少） △85,819 780,985

たな卸資産の増減額（△は増加） △9,973 △100,677

前払費用の増減額（△は増加） △16,508 －

仕入債務の増減額（△は減少） △4,057 △44,054

未払金の増減額（△は減少） △268,361 △119,516

未払消費税等の増減額（△は減少） △143,696 12,969

その他 △99,325 △27,978

小計 △607,764 1,099,796

利息及び配当金の受取額 17,067 28,173

利息の支払額 △226 △193

法人税等の支払額 △5,042 △79,394

法人税等の還付額 420,564 148,117

営業活動によるキャッシュ・フロー △175,401 1,196,500

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △1,087,863 △660,668

定期預金の払戻による収入 1,229,416 783,896

投資有価証券の取得による支出 △734,544 △12,127

有形固定資産の取得による支出 △19,300 －

無形固定資産の取得による支出 △616,573 △722,853

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

－ 1,151,465

その他 △19,013 70,005

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,247,879 609,717

財務活動によるキャッシュ・フロー   

少数株主への配当金の支払額 － △28,633

リース債務の返済による支出 △764 －

その他 △149 △1,034

財務活動によるキャッシュ・フロー △913 △29,667

現金及び現金同等物に係る換算差額 △14,234 △47,162

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,438,428 1,729,387

現金及び現金同等物の期首残高 9,708,242 7,727,754

現金及び現金同等物の四半期末残高     8,269,813      9,457,141
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