
平成 23 年１月 14 日 

各      位 

会 社 名  ステラ・グループ株式会社 

代表者名  代表取締役社長 津田 由行 

          （コード番号8206  大証２部） 

問合せ先  取締役管理部長 松本 豊一 

           Tel（06）6245－4415 

 

（訂正・数値データ訂正あり）「平成 22 年２月期 第２四半期決算短信」の一部訂正について 

 

当社は、平成 23 年１月 12 日付「調査委員会による調査報告書の受領に関するお知らせ」において、過

年度決算を訂正する旨を公表いたしましたが、これに基づき「平成 22 年２月期 第２四半期決算短信」

の具体的な訂正箇所及び訂正内容が確定いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。 

なお、訂正箇所には下線を付して表示しております。 

 

記 

 
訂正を行う「平成 22 年２月期 第２四半期決算短信」の概要 

決算期  平成 22 年２月期 第２四半期（平成 21 年３月１日～平成 21 年８月 31 日） 

公表日  平成 21 年 10 月９日 

 

以 上 
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（訂正前） 

 

平成 22年２月期  第２四半期決算短信 
平成 21 年 10 月 9 日 

上場会社名        ステラ・グループ株式会社                        上場取引所 大 
コード番号        ８２０６               ＵＲＬ  http://www.stellargroup.co.jp/ 
代  表  者   （役職名） 代表取締役社長     （氏名） 古川 善健 
問合せ先責任者 （役職名） 総務人事部長      （氏名） 津田 由行  TEL (03) 5425－2511 
四半期報告書提出予定日  平成 21 年 10 月 15 日 
配当支払開始予定日  ― 
 
  

（百万円未満切捨て）  

１．平成 22 年２月期第 2 四半期の連結業績（平成 21 年３月１日～平成 21 年８月 31 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   ％

22 年２月期第２四半期 6,218 ― △187 ― △217 ― △314 ―
21 年２月期第２四半期 9,354 (△47.8) △1,014 ― △1,040 ― △1,372 ―

 

 
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２月期第２四半期 △1 31 ― ―

21 年２月期第２四半期 △6 12 ― ―

 
(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２月期第２四半期 11,346 6,475 34.6 16 34
21 年２月期 12,215 7,023 34.8 17 74

（参考）自己資本  22 年２月期第２四半期  3,921 百万円  21 年２月期 4,256 百万円 
 
２．配当の状況 

 １株当たり配当金 

（基準日） 第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 年間 

  円 銭  円 銭  円 銭  円 銭  円 銭

21 年２月期 ― ― ― ― ― 

22 年２月期 ―     

22 年２月期（予想）  ― ― ― ― 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無 ： 無 
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（訂正後） 

 

平成 22年２月期  第２四半期決算短信 
平成 21 年 10 月 9 日 

上場会社名        ステラ・グループ株式会社                        上場取引所 大 
コード番号        ８２０６               ＵＲＬ  http://www.stellargroup.co.jp/ 
代  表  者   （役職名） 代表取締役社長     （氏名） 古川 善健 
問合せ先責任者 （役職名） 総務人事部長      （氏名） 津田 由行  TEL (03) 5425－2511 
四半期報告書提出予定日  平成 21 年 10 月 15 日 
配当支払開始予定日  ― 
 
 

（百万円未満切捨て）  

１．平成 22 年２月期第 2 四半期の連結業績（平成 21 年３月１日～平成 21 年８月 31 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   ％

22 年２月期第２四半期 6,218 ― △187 ― △217 ― △314 ―
21 年２月期第２四半期 9,354 (△47.1) △1,014 ― △1,040 ― △1,239 ―

 

 
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２月期第２四半期 △1 31 ― ―

21 年２月期第２四半期 △5 53 ― ―

 
(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２月期第２四半期 11,346 6,475 34.6 16 35
21 年２月期 12,215 7,023 34.8 17 74

（参考）自己資本  22 年２月期第２四半期  3,921 百万円  21 年２月期 4,256 百万円 
 
２．配当の状況 

 １株当たり配当金 

（基準日） 第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 年間 

  円 銭  円 銭  円 銭  円 銭  円 銭

21 年２月期 ― ― ― ― ― 

22 年２月期 ―     

22 年２月期（予想）  ― ― ― ― 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無 ： 無 
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（訂正前）  

当第２四半期連結会計期間（平成21年６月１日から平成21年８月31日まで）におけるわが国経済は、世界的な需要

減少による景気低迷の長期化により企業の収益が悪化し、雇用情勢や所得環境の悪化による個人消費の低迷もあり低

調なまま推移しました。 

このような経済情勢の下、 当社グループは当社及び連結子会社７社で構成され、グループ各社が引き続きキャッ

シュ・フローを重視し、コストの削減に努め、収益力の向上に取り組んでまいりました。  

当社グループのコストの削減については、当第２四半期連結会計期間における販売費及び一般管理費は８億69百万

円、前年同期比５億59百万円の減少となり、当第２四半期連結累計期間における販売費及び一般管理費は18億32百万

円となり、前年同期比11億89百万円の減少となりました。  

  

事業別の業績の状況は、以下のとおりであります。  

婦人子供服販売事業については、依然として続く個人消費冷え込みの影響を強く受けるとともに、第１四半期連結

会計期間に発生した近畿地区における新型インフルエンザ騒動による来店客数の落ち込みが続き、長雨、冷夏などの

天候不順による影響も受けて、厳しい状況が続いております。また、減損損失及び、昨年度に引き続き不採算店舗の

閉鎖による店舗閉鎖損失などの特別損失の計上を行うこととなりました。このため、収益確保を図るべく、営業店

舗・マーケット戦略の見直し、並びにより一層の経費削減を推し進めており、今後の営業利益黒字化へ向けて環境が

整いつつあります。 

ＩＴ・デジタルメディア・コンテンツ事業は、昨今の景気後退による企業の広告宣伝費削減の動きが依然として続

いていることから、業績は苦戦する結果となっております。なお、当第２四半期連結会計期間において、連結子会社

である株式会社プロジェ・ホールディングスは、インターネット広告事業を行う株式会社サイバーリップルの全株式

を譲渡したため、株式会社サイバーリップルは連結子会社ではなくなっております。 

ＰＣ販売事業におきましては、販売が好調であった低価格ノートＰＣなどの需要が一段落し、個人消費落ち込みの

影響を受け、売上高が伸び悩んでおります。しかしながら、かねてから注力しております粗利率の高いメンテナン

ス・サポートサービスおよび取次サービス手数料の収益貢献、コスト削減効果等により黒字基調を維持しておりま

す。 

不動産事業につきましては、引き続き「完成物件の買取・再販事業」を推進しており、従前と比べ売上規模は縮小

しておりますが、損益面では収益確保で推移しております。 

繊維事業におきましては、海外からの繊維製品の輸入増加、アパレルメーカーによる海外素材による海外縫製シフ

ト、個人消費低迷等により、国内生産需要は縮小傾向が続き、厳しい環境が続いております。  

この結果、 当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高は62億18百万円（前年同期比33.5％減）と前年同期に比

べ大幅な減少となりましたが、損益面におきましては営業損失１億90百万円（前年同期は10億14百万円の営業損

失）、経常損失２億17百万円（前年同期は10億40百万円の経常損失）、四半期純損失は３億14百万円（前年同期は13

億72百万円の中間純損失）と前年同期に比べ改善いたしました。なお対前年同期比は、適用される会計基準が異なる

ため、参考情報として記載しております。  

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
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（訂正後）  

当第２四半期連結会計期間（平成21年６月１日から平成21年８月31日まで）におけるわが国経済は、世界的な需要

減少による景気低迷の長期化により企業の収益が悪化し、雇用情勢や所得環境の悪化による個人消費の低迷もあり低

調なまま推移しました。 

このような経済情勢の下、 当社グループは当社及び連結子会社７社で構成され、グループ各社が引き続きキャッ

シュ・フローを重視し、コストの削減に努め、収益力の向上に取り組んでまいりました。  

当社グループのコストの削減については、当第２四半期連結会計期間における販売費及び一般管理費は８億69百万

円、前年同期比５億59百万円の減少となり、当第２四半期連結累計期間における販売費及び一般管理費は18億32百万

円となり、前年同期比11億89百万円の減少となりました。  

  

事業別の業績の状況は、以下のとおりであります。  

婦人子供服販売事業については、依然として続く個人消費冷え込みの影響を強く受けるとともに、第１四半期連結

会計期間に発生した近畿地区における新型インフルエンザ騒動による来店客数の落ち込みが続き、長雨、冷夏などの

天候不順による影響も受けて、厳しい状況が続いております。また、減損損失及び、昨年度に引き続き不採算店舗の

閉鎖による店舗閉鎖損失などの特別損失の計上を行うこととなりました。このため、収益確保を図るべく、営業店

舗・マーケット戦略の見直し、並びにより一層の経費削減を推し進めており、今後の営業利益黒字化へ向けて環境が

整いつつあります。 

ＩＴ・デジタルメディア・コンテンツ事業は、昨今の景気後退による企業の広告宣伝費削減の動きが依然として続

いていることから、業績は苦戦する結果となっております。なお、当第２四半期連結会計期間において、連結子会社

である株式会社プロジェ・ホールディングスは、インターネット広告事業を行う株式会社サイバーリップルの全株式

を譲渡したため、株式会社サイバーリップルは連結子会社ではなくなっております。 

ＰＣ販売事業におきましては、販売が好調であった低価格ノートＰＣなどの需要が一段落し、個人消費落ち込みの

影響を受け、売上高が伸び悩んでおります。しかしながら、かねてから注力しております粗利率の高いメンテナン

ス・サポートサービスおよび取次サービス手数料の収益貢献、コスト削減効果等により黒字基調を維持しておりま

す。 

不動産事業につきましては、引き続き「完成物件の買取・再販事業」を推進しており、従前と比べ売上規模は縮小

しておりますが、損益面では収益確保で推移しております。 

繊維事業におきましては、海外からの繊維製品の輸入増加、アパレルメーカーによる海外素材による海外縫製シフ

ト、個人消費低迷等により、国内生産需要は縮小傾向が続き、厳しい環境が続いております。  

この結果、 当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高は62億18百万円（前年同期比33.5％減）と前年同期に比

べ大幅な減少となりましたが、損益面におきましては営業損失１億90百万円（前年同期は10億14百万円の営業損

失）、経常損失２億17百万円（前年同期は10億40百万円の経常損失）、四半期純損失は３億14百万円（前年同期は12

億39百万円の中間純損失）と前年同期に比べ改善いたしました。なお対前年同期比は、適用される会計基準が異なる

ため、参考情報として記載しております。  
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５．四半期連結財務諸表

（１）四半期連結貸借対照表

      
   (訂正前）  

     （単位：千円）

     
  

当第２四半期連結会計期間末 
（平成21年８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２月28日） 

資産の部 

 流動資産 

  現金及び預金 2,662,357 3,068,454

  受取手形及び売掛金 688,530 983,845

  商品及び製品 1,183,737 1,232,574

  販売用不動産 1,661,743 1,432,757

  仕掛品 23,567 41,150

  原材料及び貯蔵品 1,862 1,729

  その他 850,014 686,365

  貸倒引当金 △6,367 △14,405

  流動資産合計 7,065,446 7,432,472

 固定資産 

  有形固定資産 

   建物及び構築物（純額） 889,069 952,714

   土地 1,361,659 1,361,659

   その他（純額） 35,403 48,838

   有形固定資産合計 2,286,132 2,363,212

  無形固定資産 

   のれん 172,747 177,734

   その他 39,510 49,512

   無形固定資産合計 212,257 227,246

  投資その他の資産 

   投資有価証券 46,468 158,694

   長期貸付金 746,765 851,765

   差入保証金 1,732,796 1,828,176

   長期未収入金 931,153 933,891

   その他 388,596 484,268

   貸倒引当金 △2,074,517 △2,082,192

   投資その他の資産合計 1,771,263 2,174,604

  固定資産合計 4,269,654 4,765,063

 繰延資産 11,667 18,399

 資産合計 11,346,767 12,215,935
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（単位：千円）

    
  

当第２四半期連結会計期間末
（平成21年８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２月28日） 

負債の部 

 流動負債 

  支払手形及び買掛金 1,053,952 1,205,021

  短期借入金 1,959,256 2,003,724

  未払法人税等 43,997 59,785

  賞与引当金 18,530 23,509

  役員賞与引当金 － 3,251

  店舗閉鎖損失引当金 124,106 30,758

  違約金損失引当金 32,800 33,600

  その他 331,724 483,502

  流動負債合計 3,564,367 3,843,151

 固定負債 

  長期借入金 726,356 858,340

  繰延税金負債 128,835 107,541

  退職給付引当金 109,449 133,481

  負ののれん 117,051 －

  長期預り保証金 140,192 154,269

  その他 84,859 95,156

  固定負債合計 1,306,743 1,348,789

 負債合計 4,871,111 5,191,940

純資産の部 

 株主資本 

  資本金 6,622,518 6,622,518

  資本剰余金 6,273,015 6,273,015

  利益剰余金 △8,956,814 △8,612,012

  自己株式 △187 △184

  株主資本合計 3,938,532 4,283,336

 評価・換算差額等 

  その他有価証券評価差額金 △16,673 △26,380

  評価・換算差額等合計 △16,673 △26,380

 新株予約権 37,281 111,058

 少数株主持分 2,516,516 2,655,980

 純資産合計 6,475,656 7,023,995

負債純資産合計 11,346,767 12,215,935
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   (訂正後）  

     （単位：千円）

     
  

当第２四半期連結会計期間末 
（平成21年８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２月28日） 

資産の部 

 流動資産 

  現金及び預金 2,662,357 3,068,454

  受取手形及び売掛金 688,530 983,845

  商品及び製品 1,183,737 1,232,574

  販売用不動産 1,661,743 1,432,757

  仕掛品 23,567 41,150

  原材料及び貯蔵品 1,862 1,729

  その他 850,014 686,365

  貸倒引当金 △6,367 △14,405

  流動資産合計 7,065,446 7,432,472

 固定資産 

  有形固定資産 

   建物及び構築物（純額） 889,069 952,714

   土地 1,361,659 1,361,659

   その他（純額） 35,403 48,838

   有形固定資産合計 2,286,132 2,363,212

  無形固定資産 

   のれん 172,747 177,734

   その他 39,510 49,512

   無形固定資産合計 212,257 227,246

  投資その他の資産 

   投資有価証券 46,468 158,694

   長期貸付金 746,765 851,765

   差入保証金 1,732,796 1,828,176

   長期未収入金 692,153 694,891

   その他 388,596 484,268

   貸倒引当金 △1,835,517 △1,843,192

   投資その他の資産合計 1,771,263 2,174,604

  固定資産合計 4,269,654 4,765,063

 繰延資産 11,667 18,399

 資産合計 11,346,767 12,215,935
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（単位：千円）

    
  

当第２四半期連結会計期間末
（平成21年８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２月28日） 

負債の部 

 流動負債 

  支払手形及び買掛金 1,053,952 1,205,021

  短期借入金 1,959,256 2,003,724

  未払法人税等 43,997 59,785

  賞与引当金 18,530 23,509

  役員賞与引当金 － 3,251

  店舗閉鎖損失引当金 124,106 30,758

  違約金損失引当金 32,800 33,600

  その他 331,724 483,502

  流動負債合計 3,564,367 3,843,151

 固定負債 

  長期借入金 726,356 858,340

  繰延税金負債 128,835 107,541

  退職給付引当金 109,449 133,481

  負ののれん 117,051 －

  長期預り保証金 140,192 154,269

  その他 84,859 95,156

  固定負債合計 1,306,743 1,348,789

 負債合計 4,871,111 5,191,940

純資産の部 

 株主資本 

  資本金 6,622,518 6,622,518

  資本剰余金 6,273,015 6,273,015

  利益剰余金 △8,956,814 △8,612,012

  自己株式 △187 △184

  株主資本合計 3,938,532 4,283,336

 評価・換算差額等 

  その他有価証券評価差額金 △16,673 △26,380

  評価・換算差額等合計 △16,673 △26,380

 新株予約権 37,281 111,058

 少数株主持分 2,516,516 2,655,980

 純資産合計 6,475,656 7,023,995

負債純資産合計 11,346,767 12,215,935
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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間連結損益計算書 

(訂正前）  

  
前中間連結会計期間 

（自 平成20年３月１日 
至 平成20年８月31日） 

区分 金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高        9,354,479  100.0

Ⅱ 売上原価        7,346,766  78.5

売上総利益        2,007,712  21.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費        3,021,973  32.3

営業利益        △1,014,260  △10.8

Ⅳ 営業外収益              

１．受取利息  8,118            

２．受取配当金  551            

３．受取手数料  2,542            

４．受取違約金収入  264            

５．受取保険金  6,969            

６．その他  27,507  45,952  0.5

Ⅴ 営業外費用                  

１．支払利息  53,918            

２．株式交付費償却  8,276            

３．その他  9,525  71,720  0.8

経常利益        △1,040,027  △11.1

Ⅵ 特別利益                  

１．投資有価証券売却益  20,386            

２．新株予約権戻入益  500            

３．貸倒引当金戻入益  45,538  66,424  0.7
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前中間連結会計期間 

（自 平成20年３月１日 
至 平成20年８月31日） 

区分 金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅶ 特別損失                  

１．店舗閉鎖損失  62,303            

２．固定資産除却損  13,492            

３．減損損失  23,202            

４．のれん一括償却額  97,312            

５．貸倒引当金繰入額  324,798            

６．投資有価証券評価損  105,933            

７．事業所移転損失  72,276            

８．たな卸資産評価損  1,707,417            

９．その他  92,598  2,499,334  26.7

税金等調整前中間純利益        △3,472,937  △37.1

法人税、住民税及び事業
税 

 21,088            

法人税等調整額  △2,844  18,244  0.2

少数株主利益        △2,118,840  △22.6

中間純利益        △1,372,342  △14.7
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（訂正後）  

  
前中間連結会計期間 

（自 平成20年３月１日 
至 平成20年８月31日） 

区分 金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高       9,354,479  100.0

Ⅱ 売上原価       7,346,766  78.5

売上総利益       2,007,712  21.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費       3,021,973  32.3

営業利益       △1,014,260  △10.8

Ⅳ 営業外収益             

１．受取利息  8,118           

２．受取配当金  551           

３．受取手数料  2,542           

４．受取違約金収入  264           

５．受取保険金  6,969           

６．その他  27,507  45,952  0.5

Ⅴ 営業外費用                

１．支払利息  53,918           

２．株式交付費償却  8,276           

３．その他  9,525  71,720  0.8

経常利益       △1,040,027  △11.1

Ⅵ 特別利益                

１．投資有価証券売却益  20,386           

２．新株予約権戻入益  500           

３．貸倒引当金戻入益  45,740  66,626  0.7
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前中間連結会計期間 

（自 平成20年３月１日 
至 平成20年８月31日） 

区分 金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅶ 特別損失                

１．店舗閉鎖損失  62,303           

２．固定資産除却損  13,492           

３．減損損失  23,202           

４．のれん一括償却額  97,312           

５．貸倒引当金繰入額  －           

６．投資有価証券評価損  105,933           

７．事業所移転損失  72,276           

８．たな卸資産評価損  1,707,417           

９．その他  92,598  2,174,536  23.3

税金等調整前中間純利益       △3,147,937  △33.7

法人税、住民税及び事業
税 

 21,088           

法人税等調整額  △2,844  18,244  0.2

少数株主利益       △1,926,188  △20.6

中間純利益       △1,239,993  △13.3
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 （訂正前） 

（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書

  
前中間連結会計期間 

（自 平成20年３月１日 
至 平成20年８月31日） 

区分 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

  

税金等調整前中間純損失
（△） 

 △3,472,937

減価償却費  76,469

のれん償却額   161,054

繰延資産償却額  8,276

減損損失  23,202

たな卸資産評価損   1,707,417

投資有価証券評価損  105,933

投資有価証券売却損  13

投資有価証券売却益  △20,386

固定資産除却損  13,492

固定資産売却損  1,352

受取利息及び受取配当金  △8,669

支払利息  53,918

貸倒引当金の増加額  261,049

退職給付引当金の減少額  △3,303

売上債権の減少額  342,730

不動産共同事業出資金の
減少額 

 455,300

たな卸資産の減少額  50,746

仕入債務の減少額  △77,682

流動資産その他の増加額  △92,444

流動負債その他の減少額  △25,454

その他  △5,974

小計  △445,894

利息及び配当金の受取
額  

 8,055

利息の支払額  △50,146

法人税等の還付額  75,060

法人税等の支払額  △64,938

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △477,863
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前中間連結会計期間 

（自 平成20年３月１日 
至 平成20年８月31日） 

区分 金額（百万円） 

Ⅱ 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  

 △22,676

有形固定資産の売却によ
る収入 

 82

無形固定資産の取得によ
る支出 

 △3,921

長期性預金の払戻による
収入 

 120,000

投資有価証券の売却によ
る収入 

 29,749

連結範囲の変更を伴う子
会社株式の取得による支
出  

 △82,525

連結子会社株式の追加取
得による支出 

 △176,750

差入保証金の支払による
支出 

 △6,744

差入保証金の回収による
収入 

 112,655

短期貸付金の純増額  △40,200

長期貸付金の貸付による
支出 

 △500

長期貸付金の回収による
収入 

 223,000

その他  26,710

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 178,880

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

     

株式の発行による収入  1,111,367

社債の償還による支出  △30,000

短期借入金の純減額  △623,500

長期借入金の借入による
収入 

 72,500

長期借入金の返済による
支出 

 △169,628

自己株式の取得による支
出  

 △25

連結子会社の配当金の支
払額  

 △102,124

その他   △15,396

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 243,191

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る
換算差額 

 △478

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少
額 

 △56,269

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首
残高 

 3,194,029

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間
期末残高 

 3,137,759
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（訂正後） 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成20年３月１日 
至 平成20年８月31日） 

区分 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

  

税金等調整前中間純損失
（△） 

 △3,147,937

減価償却費  76,469

のれん償却額   161,054

繰延資産償却額  8,276

減損損失  23,202

たな卸資産評価損   1,707,417

投資有価証券評価損  105,933

投資有価証券売却損  13

投資有価証券売却益  △20,386

固定資産除却損  13,492

固定資産売却損  1,352

受取利息及び受取配当金  △8,669

支払利息  53,918

貸倒引当金の増加額  △63,950

退職給付引当金の減少額  △3,303

売上債権の減少額  342,730

不動産共同事業出資金の
減少額 

 455,300

たな卸資産の減少額  50,746

仕入債務の減少額  △77,682

流動資産その他の増加額  △92,444

流動負債その他の減少額  △25,454

その他  △5,974

小計  △445,894

利息及び配当金の受取
額  

 8,055

利息の支払額  △50,146

法人税等の還付額  75,060

法人税等の支払額  △64,938

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △477,863
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前中間連結会計期間 

（自 平成20年３月１日 
至 平成20年８月31日） 

区分 金額（百万円） 

Ⅱ 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  

 △22,676

有形固定資産の売却によ
る収入 

 82

無形固定資産の取得によ
る支出 

 △3,921

長期性預金の払戻による
収入 

 120,000

投資有価証券の売却によ
る収入 

 29,749

連結範囲の変更を伴う子
会社株式の取得による支
出  

 △82,525

連結子会社株式の追加取
得による支出 

 △176,750

差入保証金の支払による
支出 

 △6,744

差入保証金の回収による
収入 

 112,655

短期貸付金の純増額  △40,200

長期貸付金の貸付による
支出 

 △500

長期貸付金の回収による
収入 

 223,000

その他  26,710

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 178,880

Ⅲ 財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

     

株式の発行による収入  1,111,367

社債の償還による支出  △30,000

短期借入金の純減額  △623,500

長期借入金の借入による
収入 

 72,500

長期借入金の返済による
支出 

 △169,628

自己株式の取得による支
出  

 △25

連結子会社の配当金の支
払額  

 △102,124

その他   △15,396

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 243,191

Ⅳ 現金及び現金同等物に
係る換算差額 

 △478

Ⅴ 現金及び現金同等物の
減少額 

 △56,269

Ⅵ 現金及び現金同等物の
期首残高 

 3,194,029

Ⅶ 現金及び現金同等物の
中間期末残高 

 3,137,759

    

―　17　―


	平成22年２月期第２四半期決算短信（一部訂正）_表紙.pdf
	訂正平成22年２月期_第２四半期決算短信_サマリー
	訂正平成22年２月期_第２四半期決算短信_本文



