
 

 

  

平成23年２月28日 

各 位 
 

  

  

平成21年３月17日に開示いたしました「平成21年10月期 第１四半期決算短信」の記載内容に一部訂正及

び追加を要する箇所がありましたので、下記の通りお知らせいたします。 

  

記 
  

平成22年12月14日付で開示いたしました、第三者調査委員会の調査報告書及び社内対策委員会の調

査にて判明した、前代表取締役による不正な取引に関連した会計処理に関して、適切な会計処理への

修正を行ったことによるものです。 

  

 ・平成22年10月期 第１四半期決算短信 

 なお、訂正後の財務諸表等については、XBRL形式にて添付しております。 

  

 訂正箇所につきましては、＿（下線）を付して表示しております。 

  

以 上 

  

会 社 名 ス リ ー プ ロ グ ル ー プ 株 式 会 社

本社所在地 東京都新宿区西新宿七丁目21番３号

代 表 者 代 表 取 締 役 水 口  雄

（コード番号 ２３７５、 東証マザーズ）

問 合 せ 先 取 締 役 山 崎  晋 一

( Ｔ Ｅ Ｌ  ０ ３ － ６ ８ ３ ２ － ３ ２ ６ ０ )

「平成22年10月期 第１四半期決算短信」の一部訂正及び追加について

１．訂正の理由

２．訂正の対象となる決算短信

1



（訂正前） 
 

 

 

 

 

 

 
  

(百万円未満切捨て) 

 
(％表示は対前年同四半期増減率) 

 
  

 
  

 

 

 
  

 
(注) 配当予想の当四半期における修正の有無 ： 無 

  

(％表示は、通期は対前期、第２四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率) 

 
(注) 連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 無 

  

平成22年10月期 第１四半期決算短信
平成22年3月17日

上 場 会 社 名 スリープログループ株式会社           上場取引所  東

コ ー ド 番 号 2375 URL http://www.threepro.co.jp/

代  表  者 (役職名)代表取締役 (氏名)高野 研
問合せ先責任者 (役職名)執行役員社長室長 (氏名)佐々木 隆宏 TEL  03-6832-3260

四半期報告書提出予定日 平成22年3月17日 配当支払開始予定日 ─

1. 平成22年10月期第1四半期の連結業績（平成21年11月1日～平成22年1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10月期第1四半期 2,498 △8.2 13 89.5 17 88.9 0 △97.0
21年10月期第1四半期 2,722 18.2 7 △84.2 9 △79.6 29 31.9

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10月期第1四半期 50 71 ─
21年10月期第1四半期 1,563 77 ─

 (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10月期第1四半期 4,352 992 22.8 58,192 23
21年10月期 4,009 986 24.6 57,842 17

(参考) 自己資本 22年10月期第1四半期 992百万円         21年10月期    986百万円

2. 配当の状況

１株当たり配当金

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

 21年10月期 0 0 0 0 0

 22年10月期 0 0 0 0

 22年10月期(予想) 0 0 0 0 0

3. 平成22年10月期の連結業績予想（平成21年11月1日～平成22年10月31日）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり 
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第２四半期連結累計期
間

5,700 5.0 17 △26.1 23 △36.1 9 ─ 527 23

通期 10,500 4.7 30 42 20.0 17 ─ 996 83
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（訂正前） 

  

 

 
  ７ページ及び８ページ【定性的情報・財務諸表等】「４その他」をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

 ① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 

 
 ② 期末自己株式数 

 
 ③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 

 
  

・上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要

素を含んでおります。実際の実績等は、業績の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。業

績予想の前提となる条件等については、６ページ【定性的情報・財務諸表等】「３ 連結業績予想に関す

る定性的情報」をご覧ください。 

  

4. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) ： 無

 

  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有

  ７ページ【定性的情報・財務諸表等】「４その他」をご覧ください。

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの）

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

 ② ①以外の変更 ： 無

22年10月期第1四半期 19,174株 21年10月期 19,174株

22年10月期第1四半期 2,120株 21年10月期 2,120株

22年10月期第1四半期 17,054株 21年10月期第1四半期 19.172.1株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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（訂正後） 

 

 

 

 

 

 

 
  

(百万円未満切捨て) 

 
(％表示は対前年同四半期増減率) 

 
  

 
  

 

 

 
  

 
(注) 配当予想の当四半期における修正の有無 ： 無 

  

(％表示は、通期は対前期、第２四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率) 

 
(注) 連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 無 

  

平成22年10月期 第１四半期決算短信
平成22年3月17日

上 場 会 社 名 スリープログループ株式会社           上場取引所  東

コ ー ド 番 号 2375 URL http://www.threepro.co.jp/

代  表  者 (役職名)代表取締役 (氏名)高野 研
問合せ先責任者 (役職名)執行役員社長室長 (氏名)佐々木 隆宏 TEL  03-6832-3260

四半期報告書提出予定日 平成22年3月17日 配当支払開始予定日 ─

1. 平成22年10月期第1四半期の連結業績（平成21年11月1日～平成22年1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10月期第1四半期 2,483 △8.8 10 41.2 13 48.2 24 △18.9
21年10月期第1四半期 2,722 18.2 7 △84.2 9 △79.6 29 31.9

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10月期第1四半期 1,425 30 ─
21年10月期第1四半期 1,563 77 ─

 (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10月期第1四半期 4,376 1,015 23.2 59,566 81
21年10月期 4,009 986 24.6 57,842 17

(参考) 自己資本 22年10月期第1四半期 1,015百万円         21年10月期    986百万円

2. 配当の状況

１株当たり配当金

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

 21年10月期 0 0 0 0 0

 22年10月期 0 0 0 0

 22年10月期(予想) 0 0 0 0 0

3. 平成22年10月期の連結業績予想（平成21年11月1日～平成22年10月31日）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり 
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第２四半期連結累計期
間

5,700 5.0 17 △26.1 23 △36.1 9 ─ 527 23

通期 10,500 4.7 30 42 20.0 17 ─ 996 83
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（訂正後） 

 

 
  ７ページ及び８ページ【定性的情報・財務諸表等】「４その他」をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

 ① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 

 
 ② 期末自己株式数 

 
 ③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 

 
  

・上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要

素を含んでおります。実際の実績等は、業績の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。業

績予想の前提となる条件等については、６ページ【定性的情報・財務諸表等】「３ 連結業績予想に関す

る定性的情報」をご覧ください。 

  

  

  

  

  

4. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) ： 無

 

  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有

  ７ページ【定性的情報・財務諸表等】「４その他」をご覧ください。

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの）

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

 ② ①以外の変更 ： 無

22年10月期第1四半期 19,174株 21年10月期 19,174株

22年10月期第1四半期 2,120株 21年10月期 2,120株

22年10月期第1四半期 17,054株 21年10月期第1四半期 19.172.1株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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（３ページ） 

（訂正前） 

これらの結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は24億98百万円（前年同四半期比8.2％減）となり

ました。 

 利益面については、売上総利益率が前年度の22.6％から23.6％と収益性の回復がみられ、かつ、人件費

をはじめとして販売費および一般管理費の見直しを引き続き行い、営業利益の確保に努めました。その結

果、当第１四半期連結会計期間の営業利益は13百万円（前年同四半期比89.5％増）、経常利益は17百万円

（前年同四半期比86.2%増）、税引前四半期純利益は17百万円となり、四半期純利益は０百万円（前年同

四半期比97.1%減）となりました。 

  

 
  

（訂正後） 

これらの結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は24億83百万円（前年同四半期比8.8％減）となり

ました。 

 利益面については、売上総利益率が前年度の22.6％から23.2％と収益性の回復がみられ、かつ、人件費

をはじめとして販売費および一般管理費の見直しを引き続き行い、営業利益の確保に努めました。その結

果、当第１四半期連結会計期間の営業利益は10百万円（前年同四半期比41.2％増）、経常利益は13百万円

（前年同四半期比48.2%増）、税引前四半期純利益は41百万円となり、四半期純利益は24百万円（前年同

四半期比18.9%減）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

■連結業績 単位：百万円

平成21年10月期 
第１四半期連結会計期間

平成22年10月期 
第１四半期連結会計期間

対前年同四半期
増減率（％）

売上高 2,722 2,498 △8.2％

営業利益 7 13 89.5％

経常利益 9 17 86.2％

四半期純利益 29 0 △97.1％

(注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

■連結業績 単位：百万円

平成21年10月期 
第１四半期連結会計期間

平成22年10月期 
第１四半期連結会計期間

対前年同四半期
増減率（％）

売上高 2,722 2,483 △8.8％

営業利益 7 10 41.2％

経常利益 9 13 48.2％

四半期純利益 29 24 △18.9％

(注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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（４ページ） 

（訂正前） 

 ＜導入・設置・交換支援サービス＞ 

 導入・設置・交換支援サービスにおきましては、景気減速が続く中、企業各社における設備投資への慎

重な判断からシステムの展開実施時期の遅延や計画見直しが依然として見られました。一方、業務提携先

である通信建設業界の大手各社において携帯電話基地局工事受注など案件が拡大傾向にあり、個人向け訪

問サポートの案件数も上昇に転じ始めております。 

 以上により、導入・設置・交換支援サービスの当第１四半期連結会計期間における売上高は、６億40百

万円（前年同四半期比15.7％減）となりました。 

  

（訂正後） 

 ＜導入・設置・交換支援サービス＞ 

 導入・設置・交換支援サービスにおきましては、景気減速が続く中、企業各社における設備投資への慎

重な判断からシステムの展開実施時期の遅延や計画見直しが依然として見られました。一方、業務提携先

である通信建設業界の大手各社において携帯電話基地局工事受注など案件が拡大傾向にあり、個人向け訪

問サポートの案件数も上昇に転じ始めております。 

 以上により、導入・設置・交換支援サービスの当第１四半期連結会計期間における売上高は、６億26百

万円（前年同四半期比17.6％減）となりました。 
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（５ページ） 

（訂正前） 

 
  

（訂正後） 

 

業績ハイライト 単位：百万円

平成21年10月期 
第１四半期累計

平成22年10月期 
第１四半期累計

対前年同四半期増減率
（％）

営業・販売支援サービス

売上高 783 905 15.6

売上総利益 156 177 13.4

導入・設置・交換支援サービ
ス

売上高 760 640 △15.7

売上総利益 190 196 3.2

運用支援支援サービス

売上高 1,098 869 △20.8

売上総利益 216 167 △22.5

学習支援サービス

売上高 79 82 2.8

売上総利益 52 49 △6.1

合計    売上高 2,722 2,498 △8.2

売上総利益 615 590 △4.0

販売費及び一般管理費 607 576 △5.2

営業利益又は
7 13 85.7

営業損失(△）

経常利益 9 17 86.2

当四半期純利益又は
29 0 △97.1

当四半期純損失(△）

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

業績ハイライト 単位：百万円

平成21年10月期 
第１四半期累計

平成22年10月期 
第１四半期累計

対前年同四半期増減率
（％）

営業・販売支援サービス

売上高 783 905 15.6

売上総利益 156 177 13.4

導入・設置・交換支援サービ
ス

売上高 760 626 △17.6

売上総利益 190 181 △4.7

運用支援支援サービス

売上高 1,098 869 △20.8

売上総利益 216 167 △22.5

学習支援サービス

売上高 79 82 2.8

売上総利益 52 49 △6.1

合計    売上高 2,722 2,483 △8.8

売上総利益 615 575 △6.4

販売費及び一般管理費 607 565 △6.9

営業利益又は
7 10 41.2

営業損失(△）

経常利益 9 13 48.2

当四半期純利益又は
29 24 △18.9

当四半期純損失(△）

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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（５ページ） 

（訂正前） 

（資産、負債及び純資産の状況） 

①資産 

 当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて３億42百万円増加（8.5％増）

し、43億52百万円になりました。これは主に企業結合による連結範囲の変更によるものであります。 

②負債 

 当第１四半期連結会計期間末の総負債は、前連結会計年度末に比べて３億36百万円増加（11.1％増）

し、33億59百万円になりました。これは主に未払金の増加によるものであります。 

③純資産 

 当第１四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べて５百万円増加（0.6％増）し、９

億92百万円になりました。これは主に当四半期純利益と有価証券評価差額金の増加によるものでありま

す。この結果自己資本比率は、前連結会計年度末に比べて1.8％減少し、22.8％となりました。 

  

（訂正後） 

①資産 

 当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて３億67百万円増加（9.2％増）

し、43億76百万円になりました。これは主に企業結合による連結範囲の変更によるものであります。 

②負債 

 当第１四半期連結会計期間末の総負債は、前連結会計年度末に比べて３億37百万円増加（11.2％増）

し、33億61百万円になりました。これは主に未払金の増加によるものであります。 

③純資産 

 当第１四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べて29百万円増加（3.0％増）し、10

億15百万円になりました。これは主に当四半期純利益と有価証券評価差額金の増加によるものでありま

す。この結果自己資本比率は、前連結会計年度末に比べて1.4％減少し、23.2％となりました。 

  

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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（５ページ） 

（訂正前） 

（キャッシュ・フローの状況） 

  当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末

に比べて２億98百万円増加し、11億73百万円になりました。 

①営業活動によるキャッシュ・フロー 

 営業活動で得られた資金は、３億１百万円（前第１四半期連結会計期間に比べて２億82百万円の増加）

となりました。これは、主に未払金の増加によるものであります。 

②投資活動によるキャッシュ・フロー 

 投資活動の結果使用した資金は、０百万円（前第１四半期連結会計期間に比べて１億円の減少）となり

ました。これは主に短期貸付金の回収によるものであります。 

③財務活動によるキャッシュ・フロー 

 財務活動の結果使用した資金は、２百万円（前第１四半期連結会計期間は１億37百万円の収入）となり

ました。これは主に長期借入金の返済による支出の増加によるものであります。 

  

（訂正後） 

（キャッシュ・フローの状況） 

  当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末

に比べて２億98百万円増加し、11億73百万円になりました。 

①営業活動によるキャッシュ・フロー 

 営業活動で得られた資金は、２億96百万円（前第１四半期連結会計期間に比べて２億77百万円の増加）

となりました。これは、主に未払金の増加によるものであります。 

②投資活動によるキャッシュ・フロー 

 投資活動で得られた資金は、４百万円（前第１四半期連結会計期間は１億円の支出）となりました。こ

れは主に短期貸付金の回収によるものであります。 

③財務活動によるキャッシュ・フロー 

 財務活動の結果使用した資金は、２百万円（前第１四半期連結会計期間は１億37百万円の収入）となり

ました。これは主に長期借入金の返済による支出の増加によるものであります。 
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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22年１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10月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,189,145 890,982

受取手形及び売掛金 1,271,278 1,228,152

有価証券 95,000 95,000

商品及び製品 15,144 14,631

仕掛品 9,591 3,332

未成工事支出金 287,828 220,233

原材料及び貯蔵品 1,031 752

その他 360,630 449,509

貸倒引当金 △26,444 △21,078

流動資産合計 3,203,206 2,881,515

固定資産

有形固定資産 145,219 151,542

無形固定資産

のれん 280,273 234,979

その他 64,122 46,496

無形固定資産合計 344,395 281,476

投資その他の資産

投資その他の資産 775,152 810,942

貸倒引当金 △115,689 △115,949

投資その他の資産合計 659,462 694,993

固定資産合計 1,149,077 1,128,012

資産合計 4,352,283 4,009,528

負債の部

流動負債

買掛金 108,574 83,448

短期借入金 650,000 650,000

1年内返済予定の長期借入金 533,099 489,747

未払金 906,393 661,218

未払法人税等 20,371 25,937

賞与引当金 25,679 22,009

その他 256,726 247,637

流動負債合計 2,500,845 2,179,999

固定負債

長期借入金 743,927 750,966

退職給付引当金 6,660 6,235

その他 108,440 85,885

固定負債合計 859,027 843,088

負債合計 3,359,872 3,023,087
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（訂正前） 

 
  

(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年１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10月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,002,602 1,002,602

資本剰余金 104,032 515,207

利益剰余金 66,215 △345,823

自己株式 △163,537 △163,537

株主資本合計 1,009,312 1,008,447

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △16,901 △22,007

評価・換算差額等合計 △16,901 △22,007

純資産合計 992,410 986,440

負債純資産合計 4,352,283 4,009,528
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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１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10月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,189,145 890,982

受取手形及び売掛金 1,271,278 1,228,152

有価証券 95,000 95,000

商品及び製品 15,144 14,631

仕掛品 9,591 3,332

未成工事支出金 287,828 220,233

原材料及び貯蔵品 1,031 752

その他 360,630 449,509

貸倒引当金 △26,444 △21,078

流動資産合計 3,203,206 2,881,515

固定資産

有形固定資産 145,219 151,542

無形固定資産

のれん 280,273 234,979

その他 64,122 46,496

無形固定資産合計 344,395 281,476

投資その他の資産

投資その他の資産 799,766 810,942

貸倒引当金 △115,689 △115,949

投資その他の資産合計 684,076 694,993

固定資産合計 1,173,691 1,128,012

資産合計 4,376,897 4,009,528
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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１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10月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 108,574 83,448

短期借入金 650,000 650,000

1年内返済予定の長期借入金 533,099 489,747

未払金 907,565 661,218

未払法人税等 20,371 25,937

賞与引当金 25,679 22,009

その他 256,726 247,637

流動負債合計 2,502,017 2,179,999

固定負債

長期借入金 743,927 750,966

退職給付引当金 6,660 6,235

その他 108,440 85,885

固定負債合計 859,027 843,088

負債合計 3,361,045 3,023,087

純資産の部

株主資本

資本金 1,002,602 1,002,602

資本剰余金 104,032 515,207

利益剰余金 89,657 △345,823

自己株式 △163,537 △163,537

株主資本合計 1,032,754 1,008,447

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △16,901 △22,007

評価・換算差額等合計 △16,901 △22,007

純資産合計 1,015,852 986,440

負債純資産合計 4,376,897 4,009,528
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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11月１日
 至 平成21年１月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成21年11月１日

 至 平成22年１月31日)

売上高 2,722,033 2,498,082

売上原価 2,106,973 1,907,928

売上総利益 615,060 590,153

販売費及び一般管理費 607,696 576,195

営業利益 7,364 13,957

営業外収益

受取利息 383 6,829

受取配当金 402 565

受取手数料 6,089 3,010

業務受託料 － 10,000

賃貸収入 － 5,010

その他 4,990 3,785

営業外収益合計 11,865 29,201

営業外費用

支払利息 8,759 9,784

賃借料 － 10,000

賃貸収入原価 － 3,477

その他 1,098 2,447

営業外費用合計 9,857 25,709

経常利益 9,371 17,449

特別利益

賞与引当金戻入額 － 6,517

合意解約金 39,403 19,000

事業譲渡益 5,000 －

その他 1,183 －

特別利益合計 45,586 25,517

特別損失

のれんの減損損失 － 6,358

投資有価証券評価損 212 16,819

その他 － 2,207

特別損失合計 212 25,385

税金等調整前四半期純利益 54,746 17,581

法人税、住民税及び事業税 12,882 19,400

法人税等調整額 11,883 △2,684

法人税等合計 24,765 16,716

四半期純利益 29,980 864
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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11月１日
 至 平成21年１月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成21年11月１日

 至 平成22年１月31日)

売上高 2,722,033 2,483,796

売上原価 2,106,973 1,907,928

売上総利益 615,060 575,867

販売費及び一般管理費 607,696 565,468

営業利益 7,364 10,399

営業外収益

受取利息 383 6,829

受取配当金 402 565

受取手数料 6,089 3,010

業務受託料 － 10,000

賃貸収入 － 5,010

その他 4,990 3,785

営業外収益合計 11,865 29,201

営業外費用

支払利息 8,759 9,784

賃借料 － 10,000

賃貸収入原価 － 3,477

その他 1,098 2,447

営業外費用合計 9,857 25,709

経常利益 9,371 13,891

特別利益

過年度損益修正益 － 27,000

賞与引当金戻入額 － 6,517

合意解約金 39,403 19,000

事業譲渡益 5,000 －

その他 1,183 －

特別利益合計 45,586 52,517

特別損失

のれんの減損損失 － 6,358

投資有価証券評価損 212 16,819

その他 － 2,207

特別損失合計 212 25,385

税金等調整前四半期純利益 54,746 41,023

法人税、住民税及び事業税 12,882 19,400

法人税等調整額 11,883 △2,684

法人税等合計 24,765 16,716

四半期純利益 29,980 24,306
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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11月１日
 至 平成21年１月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成21年11月１日

 至 平成22年１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 54,746 17,581

減価償却費 14,150 15,845

のれん償却額 24,206 13,413

事業譲渡損益（△は益） △5,000 －

合意解約金（△は益） △39,403 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 6,217 5,107

賞与引当金の増減額（△は減少） △3,977 3,669

退職給付引当金の増減額（△は減少） △218 424

受取利息及び受取配当金 △785 △7,394

支払利息 8,759 9,784

投資有価証券評価損益（△は益） － 16,819

減損損失 － 6,358

売上債権の増減額（△は増加） 122,754 20,279

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,341 △74,647

仕入債務の増減額（△は減少） △18,663 25,125

未払金の増減額（△は減少） △40,767 173,943

その他 △19,147 100,305

小計 98,528 326,614

利息及び配当金の受取額 785 4,544

利息の支払額 △7,546 △9,810

法人税等の支払額 △72,903 △20,318

営業活動によるキャッシュ・フロー 18,863 301,030

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 △1,409 △117

無形固定資産の取得による支出 △7,000 △19,500

投資有価証券の取得による支出 － △30,000

投資有価証券の売却及び償還による収入 － 2,172

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

－ △45,378

短期貸付けによる支出 － △188,946

短期貸付金の回収による収入 － 174,892

長期貸付けによる支出 △1,000 △1,500

長期貸付金の回収による収入 3,775 4,910

敷金及び保証金の差入による支出 △50,010 △16,048

敷金及び保証金の回収による収入 5,287 103,016

事業譲受による支出 △30,000 －

保険積立金の積立による支出 △20,160 －

保険積立金の解約による収入 － 16,273

投資活動によるキャッシュ・フロー △100,517 △226
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（訂正前） 

 
  

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成20年11月１日
 至 平成21年１月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成21年11月１日

 至 平成22年１月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 200,000 △65,000

長期借入れによる収入 － 160,000

長期借入金の返済による支出 △43,733 △123,686

セール・アンド・リースバック取引による収入 － 37,906

リース債務の返済による支出 △4,277 △11,849

自己株式の取得による支出 △11 －

配当金の支払額 △14,472 △11

財務活動によるキャッシュ・フロー 137,505 △2,642

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 55,851 298,162

現金及び現金同等物の期首残高 1,110,372 874,917

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,166,224 1,173,079
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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11月１日
 至 平成21年１月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成21年11月１日

 至 平成22年１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 54,746 41,023

減価償却費 14,150 15,845

のれん償却額 24,206 13,413

事業譲渡損益（△は益） △5,000 －

合意解約金（△は益） △39,403 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 6,217 5,107

賞与引当金の増減額（△は減少） △3,977 3,669

退職給付引当金の増減額（△は減少） △218 424

受取利息及び受取配当金 △785 △7,394

支払利息 8,759 9,784

投資有価証券評価損益（△は益） － 16,819

減損損失 － 6,358

売上債権の増減額（△は増加） 122,754 20,279

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,341 △74,647

仕入債務の増減額（△は減少） △18,663 25,125

未払金の増減額（△は減少） △40,767 170,615

その他 △19,147 75,691

小計 98,528 322,114

利息及び配当金の受取額 785 4,544

利息の支払額 △7,546 △9,810

法人税等の支払額 △72,903 △20,318

営業活動によるキャッシュ・フロー 18,863 296,530

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 △1,409 △117

無形固定資産の取得による支出 △7,000 △15,000

投資有価証券の取得による支出 － △30,000

投資有価証券の売却及び償還による収入 － 2,172

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

－ △45,378

短期貸付けによる支出 － △188,946

短期貸付金の回収による収入 － 174,892

長期貸付けによる支出 △1,000 △1,500

長期貸付金の回収による収入 3,775 4,910

敷金及び保証金の差入による支出 △50,010 △16,048

敷金及び保証金の回収による収入 5,287 103,016

事業譲受による支出 △30,000 －

保険積立金の積立による支出 △20,160 －

保険積立金の解約による収入 － 16,273

投資活動によるキャッシュ・フロー △100,517 4,273
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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11月１日
 至 平成21年１月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成21年11月１日

 至 平成22年１月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 200,000 △65,000

長期借入れによる収入 － 160,000

長期借入金の返済による支出 △43,733 △123,686

セール・アンド・リースバック取引による収入 － 37,906

リース債務の返済による支出 △4,277 △11,849

自己株式の取得による支出 △11 －

配当金の支払額 △14,472 △11

財務活動によるキャッシュ・フロー 137,505 △2,642

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 55,851 298,162

現金及び現金同等物の期首残高 1,110,372 874,917

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,166,224 1,173,079
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(7) 四半期連結貸借対照表に関する注記

当第１四半期連結会計期間末 
(平成22年１月31日)

前連結会計期間末 
(平成21年10月31日)

 

  担保に供している資産

投資その他の資産 その他 
（投資有価証券） 17,134千円

（保険積立金） 35,264千円

 計 52,398千円

   なお、当該資産は、代表取締役髙野研の金融機関

からの借入金の担保に供しております。

 

 

  担保に供している資産

投資その他の資産 その他 
（投資有価証券） 17,349千円

（保険積立金） 50,956千円

 計 68,305千円

   なお、当該資産は、代表取締役髙野研の金融機関

からの借入金の担保に供しております。
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