
 

 

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 23232323 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 23 年 3 月期 第 1 四半期 

公表日  平成 22 年 7 月 28 日 

 

以 上 

― 1 ―



 

 

 

   

 

 
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無 
四半期決算説明会開催の有無    ： 無 

 

(訂正前) 

 
 

 
  

 
  

  
  

   

 

 
  

 

平成23年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
平成22年７月28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８月13日 配当支払開始予定日 ─

(百万円未満切捨て)

1. 平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日）

 （1） 連結経営成績（累計）
(％表示は、対前年同四半期増減率)

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 ％

23年３月期第１四半期 1,009 0.5 △149 ─ △155 ─ △180 ─

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

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

23年３月期第１四半期 △432.57 ─

22年３月期第１四半期 △604.30 ─

 （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

23年３月期第１四半期 3,270 1,987 60.7 4,752.31

22年３月期 3,296 2,173 65.9 5,197.06

(参考) 自己資本 23年３月期第１四半期 1,985百万円 22年３月期 2,171百万円
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(訂正後) 

 
 

 
  

 
  

 

     
  

 （1） 連結経営成績（累計）
(％表示は、対前年同四半期増減率)

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 ％

23年３月期第１四半期 1,009 0.5 △149 ─ △155 ─ △180 ─

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

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

23年３月期第１四半期 △432.57 ─

22年３月期第１四半期 △604.30 ─

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

23年３月期第１四半期 3,276 1,992 60.8 4,765.40

22年３月期 3,301 2,178 65.9 5,210.16

(参考) 自己資本 23年３月期第１四半期 1,990百万円 22年３月期 2,176百万円
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(訂正前) 

流動資産は、前連結会計年度末に比べ11.5％増加し、1,289百万円となりました。これは、受取手

形及び売掛金が224百万円減少した一方、現金及び預金が143百万円、有価証券が86百万円、仕掛品が

70百万円、貸倒引当金が59百万円それぞれ増加したこと等によります。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べ7.4％減少し、1,981百万円となりました。これは、長期貸付

金が7百万円増加した一方、ソフトウェアが28百万円、のれんが25百万円それぞれ減少したこと等に

よります。 

その結果、総資産は、前連結会計年度末に比べ0.8％減少し、3,270百万円となりました。 
  

流動負債は、前連結会計年度末に比べ18.9％増加し、984百万円となりました。これは、短期借入

金が20百万円、買掛金が2百万円それぞれ減少した一方、工事損失引当金が9百万円、その他が168百

万円それぞれ増加したこと等によります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べ1.3％増加し、298百万円となりました。これは、退職給付引

当金が5百万円、債務保証引当金が7百万円それぞれ減少した一方、資産除去債務が29百万円増加した

こと等によります。 

その結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べ14.3％増加し、1,283百万円となりました。 
  

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ8.6％減少し、1,987百万円となりました。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180百万円減少したこと等によります。 

  

(訂正後) 

流動資産は、前連結会計年度末に比べ11.4％増加し、1,294百万円となりました。これは、受取手

形及び売掛金が224百万円減少した一方、現金及び預金が143百万円、有価証券が86百万円、仕掛品が

70百万円、貸倒引当金が59百万円それぞれ増加したこと等によります。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べ7.4％減少し、1,981百万円となりました。これは、長期貸付

金が7百万円増加した一方、ソフトウェアが28百万円、のれんが25百万円それぞれ減少したこと等に

よります。 

その結果、総資産は、前連結会計年度末に比べ0.8％減少し、3,276百万円となりました。 
  

流動負債は、前連結会計年度末に比べ18.9％増加し、984百万円となりました。これは、短期借入

金が20百万円、買掛金が2百万円それぞれ減少した一方、工事損失引当金が9百万円、その他が164百

万円それぞれ増加したこと等によります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べ1.3％増加し、298百万円となりました。これは、退職給付引

当金が5百万円、債務保証引当金が7百万円それぞれ減少した一方、資産除去債務が29百万円増加した

こと等によります。 

その結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べ14.3％増加し、1,283百万円となりました。 
  

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ8.5％減少し、1,992百万円となりました。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180百万円減少したこと等によります。 

  

  
  

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

（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）

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) 

  

3. 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22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22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 474,635 331,597

受取手形及び売掛金 377,714 602,484

有価証券 146,724 60,000

仕掛品 180,416 109,949

その他 135,442 137,530

貸倒引当金 △25,823 △84,931

流動資産合計 1,289,110 1,156,629

固定資産

有形固定資産 419,111 409,617

無形固定資産

のれん 724,699 750,513

ソフトウェア 277,908 306,135

ソフトウエア仮勘定 321,032 282,513

その他 3,369 3,729

無形固定資産合計 1,327,010 1,342,891

投資その他の資産

長期貸付金 540,773 533,183

その他 294,096 386,887

貸倒引当金 △599,573 △533,183

投資その他の資産合計 235,297 386,887

固定資産合計 1,981,419 2,139,396

資産合計 3,270,529 3,296,026

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 217,445 219,786

短期借入金 330,000 350,000

未払法人税等 1,702 3,497

事務所移転費用引当金 3,799 －

工事損失引当金 9,724 －

ポイント引当金 1,151 2,074

その他 420,486 252,480

流動負債合計 984,309 827,839

固定負債

退職給付引当金 46,817 52,395

債務保証損失引当金 8,425 15,924

資産除去債務 29,826 －

その他 213,823 226,734

固定負債合計 298,891 295,053

負債合計 1,283,201 1,122,893
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22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22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 △5,560,021 △5,379,309

自己株式 △3,501 △3,501

株主資本合計 1,985,405 2,166,117

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 996 4,580

為替換算調整勘定 △1,045 463

評価・換算差額等合計 △48 5,043

新株予約権 1,972 1,972

純資産合計 1,987,328 2,173,133

負債純資産合計 3,270,529 3,296,026
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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22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22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 474,635 331,597

受取手形及び売掛金 377,714 602,484

有価証券 146,724 60,000

仕掛品  180,416 109,949

その他 141,144 143,002

貸倒引当金 △25,823 △84,931

流動資産合計 1,294,812 1,162,102

固定資産

有形固定資産 419,111 409,617

無形固定資産

のれん 724,699 750,513

ソフトウェア 277,908 306,135

ソフトウエア仮勘定 321,032 282,513

その他 3,369 3,729

無形固定資産合計 1,327,010 1,342,891

投資その他の資産

長期貸付金 540,773 533,183

その他 294,096 386,887

貸倒引当金 △599,573 △533,183

投資その他の資産合計 235,297 386,887

固定資産合計 1,981,419 2,139,396

資産合計 3,276,231 3,301,498

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 217,445 219,786

短期借入金 330,000 350,000

未払法人税等 5,128 3,497

事務所移転費用引当金 3,799 －

工事損失引当金 9,724 －

ポイント引当金 1,151 2,074

その他 417,290 252,480

流動負債合計 984,539 827,839

固定負債

退職給付引当金 46,817 52,395

債務保証損失引当金 8,425 15,924

資産除去債務 29,826 －

その他 213,823 226,734

固定負債合計 298,891 295,053

負債合計 1,283,431 1,122,893
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22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22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 △5,554,549 △5,373,837

自己株式 △3,501 △3,501

株主資本合計 1,990,877 2,171,589

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 996 4,580

為替換算調整勘定 △1,045 463

評価・換算差額等合計 △48 5,043

新株予約権 1,972 1,972

純資産合計 1,992,800 2,178,605

負債純資産合計 3,276,231 3,301,498

― 8 ―




