
 

 

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 3333 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 3 四半期 

公表日  平成 22 年 1 月 26 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3四半期決算短信
平成22年1月26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  03-5206-3081

四半期報告書提出予定日 平成22年2月15日
配当支払開始予定日 ─

1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 3,196 △31.0 △408 ─ △426 ─ △561 ─

21年3月期第3四半期 4,631 ─ 134 ─ 135 ─ 17 ─

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3四半期 △1,345.10 ─
21年3月期第3四半期 57.69 ─

  (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3四半期 3,337 2,478 74.2 5,927.27

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3四半期 2,476百万円 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3四半期 3,196 △30.9 △408 ─ △426 ─ △561 ─

21年3月期第3四半期 4,627 104.8 171 ─ 171 ─ 53 ─

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3四半期 △1,345.10 ─
21年3月期第3四半期 180.13 ─

  (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3四半期 3,342 2,483 74.2 5,940.37

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3四半期 2,481百万円 21年3月期 3,045百万円
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(訂正前) 

当第３四半期連結累計期間における我が国経済は、世界的な金融・経済危機による景気停滞局面の中

で、経済対策の効果や在庫調整の一巡等により、景気指標の一部に持ち直しの兆しが見え始めたものの、

企業収益の低迷、設備投資の抑制、雇用環境の悪化等に加え、円高とデフレの進行により、現在も厳しい

状況が継続しております。 

当社の属する情報サービス業界におきましては、業界再編等の将来を見据えた動きも顕著になってきて

おり新たな局面を迎えつつありますが、企業収益の低下等により、情報化投資の先送りや縮小が続いてお

り、依然として先行き不透明な状況で推移いたしました。 

このような状況の下、当社グループは、金融の枠を超えた「総合金融情報企業」への進化を目指すＳＢ

Ｉ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。 

また、継続的なコストの圧縮や見直し等徹底したコスト削減にも取り組んでまいりました。 
  

その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は3,196百万円（前年同四半期は4,631百万円の売上

高）、営業損失は408百万円（前年同四半期は134百万円の営業利益）、経常損失は426百万円（前年同四

半期は135百万円の経常利益）、四半期純損失は561百万円（前年同四半期は17百万円の四半期純利益）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、金融機関を中心とする主要

顧客の設備投資意欲の減退の影響を受け、受注が引き続き低調に推移したことに加え、受注案件の売

上計上が一部ずれ込んだこと等の影響により、売上高は前年同四半期比48.1%減の1,538百万円となり

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11.3%減の1,235百万円とな

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41.4%減の

90百万円となりました。 

  

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68.3%増の133百万円となりました。 

  

上記に区分されないその他の売上高はＳＢＩグループとのシナジー効果によるグループ向け案件の

増加により、前年同四半期比390.4%増の197百万円となりました。 

  

・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３四半期連結累計期間における我が国経済は、世界的な金融・経済危機による景気停滞局面の中

で、経済対策の効果や在庫調整の一巡等により、景気指標の一部に持ち直しの兆しが見え始めたものの、

企業収益の低迷、設備投資の抑制、雇用環境の悪化等に加え、円高とデフレの進行により、現在も厳しい

状況が継続しております。 

当社の属する情報サービス業界におきましては、業界再編等の将来を見据えた動きも顕著になってきて

おり新たな局面を迎えつつありますが、企業収益の低下等により、情報化投資の先送りや縮小が続いてお

り、依然として先行き不透明な状況で推移いたしました。 

このような状況の下、当社グループは、金融の枠を超えた「総合金融情報企業」への進化を目指すＳＢ

Ｉ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。 

また、継続的なコストの圧縮や見直し等徹底したコスト削減にも取り組んでまいりました。 
  

その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は3,196百万円（前年同四半期は4,627百万円の売上

高）、営業損失は408百万円（前年同四半期は171百万円の営業利益）、経常損失は426百万円（前年同四

半期は171百万円の経常利益）、四半期純損失は561百万円（前年同四半期は53百万円の四半期純利益）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、金融機関を中心とする主要

顧客の設備投資意欲の減退の影響を受け、受注が引き続き低調に推移したことに加え、受注案件の売

上計上が一部ずれ込んだこと等の影響により、売上高は前年同四半期比48.1%減の1,538百万円となり

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11.3%減の1,235百万円とな

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39.8%減の

90百万円となりました。 

  

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68.3%増の133百万円となりました。 

  

上記に区分されないその他の売上高はＳＢＩグループとのシナジー効果によるグループ向け案件の

増加により、前年同四半期比390.4%増の197百万円となりました。 

  

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３四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521百万円減少し、3,337

百万円となりました。これは、ソフトウェア開発によるソフトウェア仮勘定が401百万円増加し、現

金及び預金が424百万円が減少したことと、受取手形及び売掛金が227百万円、差入保証金が114百万

円、のれんが77百万円、ソフトウェアが49百万円それぞれ減少したことがその主な要因であります。 

  

当第３四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42百万円増加し、859百万

円となりました。これは、工事損失引当金42百万円を計上したことがその主な要因であります。 

  

当第３四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563百万円減少し、2,478

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561百万円減少した

ことがその主な要因であります。 

  

(訂正後) 

当第３四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515百万円減少し、3,342

百万円となりました。これは、ソフトウェア開発によるソフトウェア仮勘定が401百万円増加し、現

金及び預金が424百万円が減少したことと、受取手形及び売掛金が227百万円、差入保証金が114百万

円、のれんが77百万円、ソフトウェアが49百万円それぞれ減少したことがその主な要因であります。 

  

当第３四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47百万円増加し、859百万

円となりました。これは、工事損失引当金42百万円を計上したことがその主な要因であります。 

  

当第３四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563百万円減少し、2,483

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561百万円減少した

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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 386,842 811,172

受取手形及び売掛金 523,172 750,836

有価証券 60,000 －

商品 － 343

仕掛品 114,775 80,657

その他 132,984 119,109

貸倒引当金 △47,918 △3,584

流動資産合計 1,169,856 1,758,535

固定資産

有形固定資産 263,378 295,675

無形固定資産

のれん 776,327 853,768

ソフトウエア 50,400 99,903

ソフトウエア仮勘定 693,262 291,576

その他 4,088 5,091

無形固定資産合計 1,524,078 1,250,339

投資その他の資産

長期貸付金 469,132 465,320

その他 376,562 578,150

貸倒引当金 △465,698 △489,483

投資その他の資産合計 379,997 553,988

固定資産合計 2,167,453 2,100,003

資産合計 3,337,309 3,858,539

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 268,472 247,714

短期借入金 100,000 100,000

1年内返済予定の長期借入金 － 5,010

未払法人税等 14,615 28,930

工事損失引当金 42,978 －

その他 250,612 198,545

流動負債合計 676,679 580,200

固定負債

退職給付引当金 63,342 73,150

債務保証損失引当金 23,409 40,000

その他 95,688 123,426

固定負債合計 182,439 236,576

負債合計 859,118 816,777
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 △5,067,573 △4,505,637

自己株式 △3,501 △3,501

株主資本合計 2,477,853 3,039,789

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △1,774 －

為替換算調整勘定 140 －

評価・換算差額等合計 △1,633 －

新株予約権 1,972 1,972

純資産合計 2,478,191 3,041,761

負債純資産合計 3,337,309 3,858,539
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(訂正後) 

  

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 386,842 811,172

受取手形及び売掛金 523,172 750,836

有価証券 60,000 －

商品 － 343

仕掛品  114,775 80,657

その他 138,456 119,109

貸倒引当金 △47,918 △3,584

流動資産合計 1,175,328 1,758,535

固定資産

有形固定資産  263,378  295,675

無形固定資産

のれん 776,327 853,768

ソフトウエア 50,400 99,903

ソフトウエア仮勘定 693,262 291,576

その他 4,088 5,091

無形固定資産合計 1,524,078 1,250,339

投資その他の資産

長期貸付金 469,132 465,320

その他 376,562 578,150

貸倒引当金 △465,698 △489,483

投資その他の資産合計 379,997 553,988

固定資産合計 2,167,453 2,100,003

資産合計 3,342,781 3,858,539

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 268,472 247,714

短期借入金 100,000 100,000

1年内返済予定の長期借入金 － 5,010

未払法人税等 14,615 26,654

工事損失引当金 42,978 －

その他 250,612 195,349

流動負債合計 676,679 574,728

固定負債

退職給付引当金 63,342 73,150

債務保証損失引当金 23,409 40,000

その他 95,688 123,426

固定負債合計 182,439 236,576

負債合計 859,118 811,305
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 △5,062,101 △4,500,164

自己株式 △3,501 △3,501

株主資本合計 2,483,325 3,045,262

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △1,774 －

為替換算調整勘定 140 －

評価・換算差額等合計 △1,633 －

新株予約権 1,972 1,972

純資産合計 2,483,663 3,047,234

負債純資産合計 3,342,781 3,858,539
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(訂正前) 

 

(2) 【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日

 至 平成20年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日

 至 平成21年12月31日)

売上高 4,631,894 3,196,106

売上原価 3,678,810 2,892,862

売上総利益 953,084 303,244

販売費及び一般管理費 818,149 711,533

営業利益又は営業損失（△） 134,935 △408,289

営業外収益

負ののれん償却額 15,731 －

管理手数料収入 － 2,920

その他 7,026 4,747

営業外収益合計 22,757 7,667

営業外費用

支払利息 6,995 4,679

株式交付費 15,234 －

貸倒引当金繰入額 － 21,215

その他 140 443

営業外費用合計 22,369 26,337

経常利益又は経常損失（△） 135,323 △426,959

特別利益

債務保証損失引当金戻入額 34,499 －

投資有価証券売却益 70,308 6,378

その他 1,125 896

特別利益合計 105,932 7,274

特別損失

貸倒引当金繰入額 33,616 －

投資有価証券評価損 15,851 －

減損損失 － 3,052

本社移転費用 － 92,746

その他 2,296 11,466

特別損失合計 51,763 107,264

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（△）

189,491 △526,950

法人税、住民税及び事業税 59,646 26,132

法人税等調整額 112,761 8,853

法人税等合計 172,408 34,986

四半期純利益又は四半期純損失（△） 17,083 △561,936
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(訂正後) 

 

  

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
 至 平成20年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日

 至 平成21年12月31日)

売上高 4,627,814 3,196,106

売上原価 3,638,475 2,892,862

売上総利益 989,339 303,244

販売費及び一般管理費  818,149  711,533

営業利益又は営業損失（△） 171,189 △408,289

営業外収益

負ののれん償却額 15,731 －

管理手数料収入 － 2,920

その他 7,026 4,747

営業外収益合計 22,757 7,667

営業外費用

支払利息 6,995 4,679

株式交付費 15,234 －

貸倒引当金繰入額 － 21,215

その他 140 443

営業外費用合計 22,369 26,337

経常利益又は経常損失（△） 171,577 △426,959

特別利益

債務保証損失引当金戻入額 34,499 －

投資有価証券売却益 70,308 6,378

その他 1,125 896

特別利益合計 105,932 7,274

特別損失

貸倒引当金繰入額 33,616 －

投資有価証券評価損 15,851 －

減損損失 － 3,052

本社移転費用 － 92,746

その他 2,296 11,466

特別損失合計 51,763 107,264

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（△）

225,746 △526,950

法人税、住民税及び事業税 59,646 26,132

法人税等調整額 112,761 8,853

法人税等合計 172,408 34,986

四半期純利益又は四半期純損失（△） 53,338 △561,936
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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３四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
 至 平成20年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日

 至 平成21年12月31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（△）

189,491 △526,950

減価償却費 284,750 130,197

のれん償却額 77,441 77,441

負ののれん償却額 △15,731 －

減損損失 － 3,052

貸倒引当金の増減額（△は減少） 31,235 20,549

賞与引当金の増減額（△は減少） △65,808 －

ポイント引当金の増減額（△は減少） － △2,955

工事損失引当金の増減額（△は減少） － 42,978

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） △34,499 △16,591

受取利息及び受取配当金 △2,164 △1,039

支払利息 6,995 4,679

株式交付費 15,234 －

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） △70,308 △6,378

投資有価証券評価損益（△は益） 15,851 －

売上債権の増減額（△は増加） △353,051 294,639

たな卸資産の増減額（△は増加） △28,957 △33,516

仕入債務の増減額（△は減少） 83,290 10,310

移転費用 － 43,006

その他 △27,419 △30,922

小計 105,426 8,497

利息及び配当金の受取額 2,217 1,039

利息の支払額 △7,590 △4,321

法人税等の還付額 11,047 －

法人税等の支払額 △198,360 △33,115

営業活動によるキャッシュ・フロー △87,258 △27,899

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 △23,336 △92,939

有形固定資産の売却による収入 3,500 491

無形固定資産の取得による支出 △216,744 △412,844

差入保証金の差入による支出 － △138,212

敷金及び保証金の回収による収入 － 252,692

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 △2,902 △4,993

投資有価証券の売却による収入 129,373 16,096

定期預金の払戻による収入 25,000 －

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 △25,785 △4,001

貸付金の回収による収入 1,050 10,330

その他の支出 △4,924 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,326,483 △381,554
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
 至 平成20年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日

 至 平成21年12月31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 △50,000 －

長期借入金の返済による支出 △7,497 △5,010

社債の発行による収入 200,000 －

社債の償還による支出 △3,420,000 －

株式の発行による収入 3,284,748 －

自己株式の取得による支出 △132 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 7,119 △5,010

現金及び現金同等物に係る換算差額 － 140

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,406,623 △414,323

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 680,691 386,848
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(訂正後) 

  

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
 至 平成20年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日

 至 平成21年12月31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（△）

225,746 △526,950

減価償却費 248,495 130,197

のれん償却額 77,441 77,441

負ののれん償却額 △15,731 －

減損損失 － 3,052

貸倒引当金の増減額（△は減少） 31,235 20,549

賞与引当金の増減額（△は減少） △65,808 －

ポイント引当金の増減額（△は減少） － △2,955

工事損失引当金の増減額（△は減少） － 42,978

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） △34,499 △16,591

受取利息及び受取配当金 △2,164 △1,039

支払利息 6,995 4,679

株式交付費 15,234 －

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） △70,308 △6,378

投資有価証券評価損益（△は益） 15,851 －

売上債権の増減額（△は増加） △353,051 294,639

たな卸資産の増減額（△は増加） △28,957 △33,516

仕入債務の増減額（△は減少） 83,290 10,310

移転費用 － 43,006

その他 △27,419 △30,922

小計 105,426 8,497

利息及び配当金の受取額 2,217 1,039

利息の支払額 △7,590 △4,321

法人税等の還付額 11,047 －

法人税等の支払額 △198,360 △33,115

営業活動によるキャッシュ・フロー △87,258 △27,899

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 △23,336 △92,939

有形固定資産の売却による収入 3,500 491

無形固定資産の取得による支出 △216,744 △412,844

差入保証金の差入による支出 － △138,212

敷金及び保証金の回収による収入 － 252,692

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 △2,902 △4,993

投資有価証券の売却による収入 129,373 16,096

定期預金の払戻による収入 25,000 －

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 △25,785 △4,001

貸付金の回収による収入 1,050 10,330

その他の支出 △4,924 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,326,483 △381,554
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
 至 平成20年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日

 至 平成21年12月31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 △50,000 －

長期借入金の返済による支出 △7,497 △5,010

社債の発行による収入 200,000 －

社債の償還による支出 △3,420,000 －

株式の発行による収入 3,284,748 －

自己株式の取得による支出 △132 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 7,119 △5,010

現金及び現金同等物に係る換算差額 － 140

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,406,623 △414,323

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 680,691 386,848
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