
 

 

平成 22 年 12 月 22 日 

各 位 

会 社 名  SBI ネットシステムズ株式会社 

代 表 者 名  代表取締役社長 内山 昌秋 

（コード番号 2355 東証マザーズ） 

問 い合 せ先  経 営 企 画 部 長 前田 真嗣 

電 話 番 号  03-5206-3081（代表） 

    

((((訂正訂正訂正訂正))))    「「「「平成平成平成平成 22222222 年年年年 3333 月期月期月期月期    第第第第 1111 四半期決算短信四半期決算短信四半期決算短信四半期決算短信」」」」のののの一部訂正一部訂正一部訂正一部訂正についてについてについてについて    

 

当社は、平成 22 年 12 月 10 日付「外部調査委員会調査報告書の受領に関するお知らせ」において、過

年度決算訂正につきまして、確定次第速やかに開示する旨、お知らせいたしました。 

このたび、その具体的な訂正内容が確定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

なお、訂正前と訂正後をそれぞれ記載し、訂正箇所には下線  を付して表示しております。 

 

記 

1． 訂正の経緯 

平成 22 年 7 月 28 日付「当社の前身である旧株式会社シーフォーテクノロジーにおける会計処理に関

する調査委員会の設置について」及び平成 22 年 12 月 10 日付「外部調査委員会調査報告書の受領に

関するお知らせ」をご参照ください。 

 

2． 訂正を行う決算短信の概要 

決算期  平成 22 年 3 月期 第 1 四半期 

公表日  平成 21 年 7 月 27 日 

 

以 上 
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（百万円未満切捨て） 

(訂正前) 

（％表示は対前年同四半期増減率） 
  

 
  

 
  

  

 

 
  

(訂正後) 

（％表示は対前年同四半期増減率） 

 
  

 
  

 

     

平成22年3月期 第１四半期決算短信
平成21年７月27日

上 場 会 社 名 ＳＢＩネットシステムズ株式会社 上場取引所  東

コ ー ド 番 号 2355 URL http://sbins.co.jp/

代    表    者 （役職名）代表取締役社長 （氏名）内山  昌秋
問合せ先責任者 （役職名）経営企画部長 （氏名）前田  真嗣 TEL  （03）5447－2551

四半期報告書提出予定日 平成21年８月14日 配当支払開始予定日 ─

1.  平成22年３月期第１四半期の連結業績（平成21年４月１日～平成21年６月30日）

（1） 連結経営成績（累計）

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 ％

22年３月期第１四半期 1,004 △28.5 △143 ─ △141 ─ △252 ─

21年３月期第１四半期 1,404 ─ 15 ─ 20 ─ △28 ─

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

22年３月期第１四半期 △604.30 ─
21年３月期第１四半期 △151.61 ─

（2） 連結財政状態

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

22年３月期第１四半期 3,585 2,792 77.8 6,679.12

21年３月期 3,858 3,041 78.8 7,276.28

（参考） 自己資本 22年３月期第１四半期 2,790百万円 21年３月期 3,039百万円

（1） 連結経営成績（累計）

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 ％

22年３月期第１四半期 1,004 △28.3 △143 ─ △141 ─ △252 ─

21年３月期第１四半期 1,400 109.7 27 ─ 32 ─ △16 ─

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

22年３月期第１四半期 △604.30 ─
21年３月期第１四半期 △88.07 ─

（2） 連結財政状態

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

22年３月期第１四半期 3,590 2,797 77.9 6,692.22

21年３月期 3,858 3,047 78.9 7,289.38

（参考） 自己資本 22年３月期第１四半期 2,795百万円 21年３月期 3,045百万円
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(訂正前) 

当第１四半期連結累計期間における我が国経済は、昨年から続く国際金融市場の混乱が尾を引き、景気

の底入れ感による緩やかな株価の上昇はみられるものの、未だ不安定で先行き不透明な状況であります。 

当社グループの属する情報サービス業界においても、企業の設備投資意欲等は依然として停滞してお

り、引き続き厳しい経営環境が続いております。 

このような状況の下、当社グループは、金融のノウハウとインターネットの力を最大限に活用しなが

ら、金融関連事業分野を中心に多様な事業子会社を持つ「企業生態系」として拡大してきたＳＢＩグルー

プにおける「システム・ソリューション事業」のコア企業として、ＳＢＩグループとの事業シナジーを高

め、金融機関向けソリューションの提供に積極的に取り組んでまいりました。 

  

その結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は1,004百万円（前年同四半期は1,404百万円の売上

高）、営業損失は143百万円（前年同四半期は15百万円の営業利益）、経常損失は141百万円（前年同四半

期は20百万円の経常利益）となりました。また、経費削減策として９月に予定している、グループ各社本

店移転による移転費用等104百万円を特別損失として計上したことから、四半期純損失は252百万円（前年

同四半期は28百万円の四半期純損失）となりました。 

  

品目別の業績は、次のとおりであります。 

なお、当社グループは単一セグメントで事業を展開しているため、品目別に記載しております。 

  

受託開発を主力とするＳＢＩトレードウィンテック株式会社において、当第１四半期に前年同四半

期比で受託開発の売上計上予定の案件が少なく、第２四半期以降に集中していることや、昨年秋以降

の企業の設備投資意欲等の停滞により新規開発案件の獲得が伸び悩んだことから、売上高は前年同四

半期比40.8%減の521百万円となりました。 

  

ＳＢＩトレードウィンテック株式会社の金融システム運用・保守業務が世界的な金融危機の影響に

よる金融機関各社のコスト削減のあおりを受け、売上高は前年同四半期比9.5%減の403百万円となり

ました。 

  

既存のセキュリティコンサルティングが縮小傾向にあるため、売上高は前年同四半期比60.0%減の

14百万円となりました。 

  

ＳＢＩトレードウィンテック株式会社における製品販売が順調に推移したため、売上高は前年同四

半期比38.1%増の28百万円となりました。 

  

上記に区分されないその他の売上高は前年同四半期比70.2%増の36百万円となりました。 

  

【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

① 受託開発

② 運用・保守

③ コンサルティング

④ 製品等販売

⑤ その他
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(訂正後) 

当第１四半期連結累計期間における我が国経済は、昨年から続く国際金融市場の混乱が尾を引き、景気

の底入れ感による緩やかな株価の上昇はみられるものの、未だ不安定で先行き不透明な状況であります。 

当社グループの属する情報サービス業界においても、企業の設備投資意欲等は依然として停滞してお

り、引き続き厳しい経営環境が続いております。 

このような状況の下、当社グループは、金融のノウハウとインターネットの力を最大限に活用しなが

ら、金融関連事業分野を中心に多様な事業子会社を持つ「企業生態系」として拡大してきたＳＢＩグルー

プにおける「システム・ソリューション事業」のコア企業として、ＳＢＩグループとの事業シナジーを高

め、金融機関向けソリューションの提供に積極的に取り組んでまいりました。 

  

その結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は1,004百万円（前年同四半期は1,400百万円の売上

高）、営業損失は143百万円（前年同四半期は27百万円の営業利益）、経常損失は141百万円（前年同四半

期は32百万円の経常利益）となりました。また、経費削減策として９月に予定している、グループ各社本

店移転による移転費用等104百万円を特別損失として計上したことから、四半期純損失は252百万円（前年

同四半期は16百万円の四半期純損失）となりました。 

  

品目別の業績は、次のとおりであります。 

なお、当社グループは単一セグメントで事業を展開しているため、品目別に記載しております。 

  

受託開発を主力とするＳＢＩトレードウィンテック株式会社において、当第１四半期に前年同四半

期比で受託開発の売上計上予定の案件が少なく、第２四半期以降に集中していることや、昨年秋以降

の企業の設備投資意欲等の停滞により新規開発案件の獲得が伸び悩んだことから、売上高は前年同四

半期比40.8%減の521百万円となりました。 

  

ＳＢＩトレードウィンテック株式会社の金融システム運用・保守業務が世界的な金融危機の影響に

よる金融機関各社のコスト削減のあおりを受け、売上高は前年同四半期比9.5%減の403百万円となり

ました。 

  

既存のセキュリティコンサルティングが縮小傾向にあるため、売上高は前年同四半期比54.9%減の

14百万円となりました。 

  

ＳＢＩトレードウィンテック株式会社における製品販売が順調に推移したため、売上高は前年同四

半期比38.1%増の28百万円となりました。 

  

上記に区分されないその他の売上高は前年同四半期比70.2%増の36百万円となりました。 

  

  

① 受託開発

② 運用・保守

③ コンサルティング

④ 製品等販売

⑤ その他
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(訂正前) 

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ272百万円減少し、3,585

百万円となりました。これは、売掛債権を回収したことにより売掛金が283百万円減少したことと、

受託開発による仕掛品が54百万円、ソフトウェア開発によるソフトウェア仮勘定が166百万円それぞ

れ増加し、現金及び預金が232百万円減少したことがその主な要因であります。 

  

当第１四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末に比べ23百万円減少し、793百万

円となりました。これは、仕入高等の減少により買掛金が1百万円減少したことと、法人税等の納付

をしたことにより未払法人税が21百万円減少したことがその主な要因であります。 

  

当第１四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末に比べ249百万円減少し、2,792

百万円となりました。これは、四半期純損失を計上したことにより利益剰余金が252百万円減少した

ことがその主な要因であります。 

(訂正後) 

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ268百万円減少し、3,590

百万円となりました。これは、売掛債権を回収したことにより売掛金が283百万円減少したことと、

受託開発による仕掛品が54百万円、ソフトウェア開発によるソフトウェア仮勘定が166百万円それぞ

れ増加し、現金及び預金が232百万円減少したことがその主な要因であります。 

  

当第１四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末に比べ18百万円減少し、792百万

円となりました。これは、仕入高等の減少により買掛金が1百万円減少したことと、法人税等の納付

をしたことにより未払法人税が20百万円減少したことがその主な要因であります。 

  

当第１四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末に比べ249百万円減少し、2,797

百万円となりました。これは、四半期純損失を計上したことにより利益剰余金が252百万円減少した

ことがその主な要因であります。 

  
  

2.  連結財政状態に関する定性的情報

（1） 資産、負債及び純資産の状況

① 資産

② 負債

③ 純資産

① 資産

② 負債

③ 純資産
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(訂正前) 

  

5. 【四半期連結財務諸表】

（1） 【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 578,483 811,172

受取手形及び売掛金 467,158 750,836

商品 46 343

仕掛品 135,311 80,657

その他 170,767 119,109

貸倒引当金 △3,515 △3,584

流動資産合計 1,348,251 1,758,535

固定資産

有形固定資産 290,845 295,675

無形固定資産

のれん 827,954 853,768

ソフトウエア 78,891 99,903

ソフトウエア仮勘定 458,082 291,576

その他 4,807 5,091

無形固定資産合計 1,369,736 1,250,339

投資その他の資産

長期貸付金 465,320 465,320

その他 601,635 578,150

貸倒引当金 △489,922 △489,483

投資その他の資産合計 577,034 553,988

固定資産合計 2,237,616 2,100,003

資産合計 3,585,867 3,858,539

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 245,716 247,714

短期借入金 － 100,000

1年内返済予定の長期借入金 － 5,010

未払法人税等 7,007 28,930

本社移転費用引当金 77,898 －

工事損失引当金 258 －

その他 249,057 198,545

流動負債合計 579,938 580,200

固定負債

退職給付引当金 66,899 73,150

債務保証損失引当金 32,500 40,000

その他 114,240 123,426

固定負債合計 213,639 236,576

負債合計 793,577 816,777
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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６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 3,811,426 3,811,426

資本剰余金 3,737,502 3,737,502

利益剰余金 △4,758,093 △4,505,637

自己株式 △3,501 △3,501

株主資本合計 2,787,333 3,039,789

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 3,259 －

為替換算調整勘定 △275 －

評価・換算差額等合計 2,983 －

新株予約権 1,972 1,972

純資産合計 2,792,289 3,041,761

負債純資産合計 3,585,867 3,858,539
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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６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 578,483 811,172

受取手形及び売掛金 467,158 750,836

商品 46 343

仕掛品  135,311 80,657

その他 175,021 119,109

貸倒引当金 △3,515 △3,584

流動資産合計 1,352,505 1,758,535

固定資産

有形固定資産  290,845  295,675

無形固定資産

のれん 827,954 853,768

ソフトウエア 78,891 99,903

ソフトウエア仮勘定 458,082 291,576

その他 4,807 5,091

無形固定資産合計 1,369,736 1,250,339

投資その他の資産

長期貸付金 465,320 465,320

その他 601,635 578,150

貸倒引当金 △489,922 △489,483

投資その他の資産合計 577,034 553,988

固定資産合計 2,237,616 2,100,003

資産合計 3,590,120 3,858,539

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 245,716 247,714

短期借入金 － 100,000

1年内返済予定の長期借入金 － 5,010

未払法人税等 5,789 26,654

本社移転費用引当金 77,898 －

工事損失引当金 258 －

その他 249,057 195,349

流動負債合計 578,720 574,728

固定負債

退職給付引当金 66,899 73,150

債務保証損失引当金 32,500 40,000

その他 114,240 123,426

固定負債合計 213,639 236,576

負債合計 792,360 811,305
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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６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 3,811,426 3,811,426

資本剰余金 3,737,502 3,737,502

利益剰余金 △4,752,620 △4,500,164

自己株式 △3,501 △3,501

株主資本合計 2,792,806 3,045,262

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 3,259 －

為替換算調整勘定 △275 －

評価・換算差額等合計 2,983 －

新株予約権 1,972 1,972

純資産合計 2,797,761 3,047,234

負債純資産合計 3,590,121 3,858,539
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(訂正前) 

 

（2） 【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
 至 平成20年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日

 至 平成21年６月30日)

売上高 1,404,233 1,004,057

売上原価 1,081,118 884,338

売上総利益 323,114 119,718

販売費及び一般管理費 308,101 262,743

営業利益又は営業損失（△） 15,013 △143,024

営業外収益

負ののれん償却額 5,243 －

管理手数料収入 － 1,752

その他 1,487 1,993

営業外収益合計 6,731 3,745

営業外費用

支払利息 1,461 1,565

その他 0 880

営業外費用合計 1,462 2,445

経常利益又は経常損失（△） 20,282 △141,724

特別利益

債務保証損失引当金戻入額 19,418 －

貸倒引当金戻入額 － 758

その他 925 37

特別利益合計 20,343 796

特別損失

貸倒引当金繰入額 14,007 －

減損損失 － 3,052

本社移転費用 － 90,450

その他 2,292 11,466

特別損失合計 16,299 104,968

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純
損失（△）

24,326 △245,897

法人税、住民税及び事業税 26,518 5,617

法人税等調整額 26,644 941

法人税等合計 53,162 6,558

四半期純損失（△） △28,835 △252,455
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(訂正後) 

 
  

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
 至 平成20年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日

 至 平成21年６月30日)

売上高 1,400,153 1,004,057

売上原価 1,064,953 884,338

売上総利益 335,199 119,718

販売費及び一般管理費 308,101  262,743

営業利益又は営業損失（△） 27,098 △143,024

営業外収益

負ののれん償却額 5,243 －

管理手数料収入 － 1,752

その他 1,487 1,993

営業外収益合計 6,731 3,745

営業外費用

支払利息 1,461 1,565

その他 0 880

営業外費用合計 1,462 2,445

経常利益又は経常損失（△） 32,367 △141,724

特別利益

債務保証損失引当金戻入額 19,418 －

貸倒引当金戻入額 － 758

その他 925 37

特別利益合計 20,343 796

特別損失

貸倒引当金繰入額 14,007 －

減損損失 － 3,052

本社移転費用 －  90,450

その他 2,292 11,466

特別損失合計 16,299 104,968

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純
損失（△）

36,411 △245,897

法人税、住民税及び事業税 26,518 5,617

法人税等調整額 26,644 941

法人税等合計 53,162 6,558

四半期純損失（△） △16,750 △252,455
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(訂正前) 

  

（3） 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
 至 平成20年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日

 至 平成21年６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利益又は税金等調整前四
半期純損失（△）

24,326 △245,897

減価償却費 95,058 55,803

のれん償却額 25,813 25,813

負ののれん償却額 △5,243 －

減損損失 － 3,052

貸倒引当金の増減額（△は減少） 15,477 6,781

賞与引当金の増減額（△は減少） △26,827 －

ポイント引当金の増減額（△は減少） － △1,861

本社移転費用引当金の増減額（△は減少） － 77,898

工事損失引当金の増減額（△は減少） － 258

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） △19,418 △7,500

受取利息及び受取配当金 △815 △319

支払利息 1,461 1,565

有形固定資産売却損益（△は益） △925 △3

投資有価証券売却損益（△は益） － △34

売上債権の増減額（△は増加） △2,956 282,674

たな卸資産の増減額（△は増加） △134,185 △54,167

仕入債務の増減額（△は減少） 113,871 △12,412

移転費用 － 3,957

その他 △76,779 15,776

小計 8,858 151,386

利息及び配当金の受取額 796 319

利息の支払額 △1,613 △1,565

法人税等の還付額 11,040 －

法人税等の支払額 △158,616 △15,592

営業活動によるキャッシュ・フロー △139,535 134,548

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △19,548 △21,902

有形固定資産の売却による収入 3,500 100

無形固定資産の取得による支出 △66,064 △176,319

敷金の差入による支出 △2,238 －

差入保証金の差入による支出 － △36,000

敷金及び保証金の回収による収入 － 20,032

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

△1,205,713 －

事業譲受による支出 － △18,173

投資有価証券の取得による支出 △979 －

投資有価証券の売却による収入 1,360 262

関係会社株式の売却による収入 － 10,000

子会社株式の取得による支出 △6,000 －

貸付けによる支出 △10,167 －

貸付金の回収による収入 670 50

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,305,182 △221,950
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（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
 至 平成20年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日

 至 平成21年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出 △30,000 △100,000

長期借入金の返済による支出 △2,499 △5,010

社債の償還による支出 △20,000 －

自己株式の取得による支出 △126 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △52,625 △105,010

現金及び現金同等物に係る換算差額 － △275

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,497,343 △192,688

現金及び現金同等物の期首残高 2,087,314 811,172

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 － △10,000

現金及び現金同等物の四半期末残高 589,971 608,483
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(訂正後) 

  

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
 至 平成20年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日

 至 平成21年６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利益又は税金等調整前四
半期純損失（△）

36,411 △245,897

減価償却費 82,973 55,803

のれん償却額 25,813 25,813

負ののれん償却額 △5,243 －

減損損失 － 3,052

貸倒引当金の増減額（△は減少） 15,477 6,781

賞与引当金の増減額（△は減少） △26,827 －

ポイント引当金の増減額（△は減少） － △1,861

本社移転費用引当金の増減額（△は減少） － 77,898

工事損失引当金の増減額（△は減少） － 258

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） △19,418 △7,500

受取利息及び受取配当金 △815 △319

支払利息 1,461 1,565

有形固定資産売却損益（△は益） △925 △3

投資有価証券売却損益（△は益） － △34

売上債権の増減額（△は増加） △2,956 282,674

たな卸資産の増減額（△は増加） △134,185 △54,167

仕入債務の増減額（△は減少） 113,871 △12,412

移転費用 － 3,957

その他 △76,779 15,776

小計 8,858 151,386

利息及び配当金の受取額 796 319

利息の支払額 △1,613 △1,565

法人税等の還付額 11,040 －

法人税等の支払額 △158,616 △15,592

営業活動によるキャッシュ・フロー △139,535 134,548

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △19,548 △21,902

有形固定資産の売却による収入 3,500 100

無形固定資産の取得による支出 △66,064 △176,319

敷金の差入による支出 △2,238 －

差入保証金の差入による支出 － △36,000

敷金及び保証金の回収による収入 － 20,032

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

△1,205,713 －

事業譲受による支出 － △18,173

投資有価証券の取得による支出 △979 －

投資有価証券の売却による収入 1,360 262

関係会社株式の売却による収入 － 10,000

子会社株式の取得による支出 △6,000 －

貸付けによる支出 △10,167 －

貸付金の回収による収入 670 50

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,305,182 △221,950
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（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
 至 平成20年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日

 至 平成21年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出 △30,000 △100,000

長期借入金の返済による支出 △2,499 △5,010

社債の償還による支出 △20,000 －

自己株式の取得による支出 △126 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △52,625 △105,010

現金及び現金同等物に係る換算差額 － △275

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,497,343 △192,688

現金及び現金同等物の期首残高 2,087,314 811,172

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 － △10,000

現金及び現金同等物の四半期末残高 589,971 608,483
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