
 

 

  

平成23年２月28日 

各 位 
 

  

  

平成21年６月14日に開示いたしました「平成21年10月期 第２四半期決算短信」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２四半期決算短信 

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２四半期決算短信」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
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（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 

  

(％表示は対前期増減率) 

 
(注) 連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 有 

  

平成22年10月期 第２四半期決算短信
平成22年６月14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)髙野 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６月14日 配当支払開始予定日  ─

1. 平成22年10月期第２四半期の連結業績（平成21年11月１日～平成22年４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10月期第２四半期 5,757 6.0 163 608.7 167 363.9 119 ─
21年10月期第２四半期 5,430 9.2 23 △84.5 36 △75.5 △224 ─

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２四半期 6,949 45 6,946 83
21年10月期第２四半期 △12,379 06 ─

 (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２四半期 6,955 1,176 16.9 67,777 79
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２四半期 1,176百万円 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 00 0 00

22年10月期 ─ ─

22年10月期(予想) ─ ─ ─

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

通期 13,000 29.6 100 861.7 130 262.4 50 ─ 2,911 21
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（訂正前） 

 

 
  [(注) 詳細は、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） 

 
  

 １.本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理

的であるとの前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業

績予想の前提となる仮定および業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、７ページ【定性的

情報・財務諸表】３.連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 

  

２. 当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平

成19年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。な

お、前第２四半期連結会計期間(平成21年２月１日から平成21年４月30日まで)及び前第２四半期連結累計

期間(平成20年11月１日から平成21年４月30日まで)は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第

２四半期連結会計期間(平成22年２月１日から平成22年４月30日まで)及び当第２四半期連結累計期間(平

成21年11月１日から平成22年４月30日まで)は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成してお

ります。業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定および業

績予想のご利用に当たっての注意事項等については、７ページ【定性的情報・財務諸表】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) ： 有

  [新規  ３社 (㈱日本アシスト、アシスタンストラベルジャパン㈱、㈱アビバ)  

   除外 １社 (スリープロメリト㈱ )]

  [(注) 詳細は、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。]

(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

  [(注) 詳細は、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。]

(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２四半期 19,174株 21年10月期 19,174株

22年10月期第２四半期 1,820株 21年10月期 2,120株

22年10月期第２四半期 17,175株 21年10月期第２四半期 18,135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 

  

(％表示は対前期増減率) 

 
(注) 連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 有 

  

平成22年10月期 第２四半期決算短信
平成22年６月14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)髙野 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６月14日 配当支払開始予定日  ─

1. 平成22年10月期第２四半期の連結業績（平成21年11月１日～平成22年４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10月期第２四半期 5,732 5.6 149 527.0 152 321.6 131 ─
21年10月期第２四半期 5,430 9.2 23 △84.5 36 △75.5 △224 ─

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２四半期 7,670 52 7,667 62
21年10月期第２四半期 △12,379 06 ─

 (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２四半期 7,038 1,188 16.9 68,491 42
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２四半期 1,188百万円 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 00 0 00

22年10月期 ─ ─

22年10月期(予想) ─ ─ ─

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

通期 13,000 29.6 100 861.7 130 262.4 50 ─ 2,911 21
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（訂正後） 

 

 
  [(注) 詳細は、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） 

 
  

 １.本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理

的であるとの前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業

績予想の前提となる仮定および業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、７ページ【定性的

情報・財務諸表】３.連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 

  

２. 当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平

成19年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。な

お、前第２四半期連結会計期間(平成21年２月１日から平成21年４月30日まで)及び前第２四半期連結累計

期間(平成20年11月１日から平成21年４月30日まで)は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第

２四半期連結会計期間(平成22年２月１日から平成22年４月30日まで)及び当第２四半期連結累計期間(平

成21年11月１日から平成22年４月30日まで)は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成してお

ります。業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定および業

績予想のご利用に当たっての注意事項等については、７ページ【定性的情報・財務諸表】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) ： 有

  [新規  ３社 (㈱日本アシスト、アシスタンストラベルジャパン㈱、㈱アビバ)  

   除外 １社 (スリープロメリト㈱ )]

  [(注) 詳細は、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。]

(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

  [(注) 詳細は、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。]

(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２四半期 19,174株 21年10月期 19,174株

22年10月期第２四半期 1,820株 21年10月期 2,120株

22年10月期第２四半期 17,175株 21年10月期第２四半期 18,135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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（１） 経営成績の分析 

（３ページ） 

（訂正前） 

これらの結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は57億57百万円（前年同期比6.0%増）、売上総利益14

億35百万円（前年同期比19.1％増）、営業利益１億63百万円（前年同期比608.7%増）、経常利益１億67百万

円（前年同期比363.9%増）、税引後当期純利益は１億19百万円（前年同期は２億24百万円の純損失）となり

ました。 

  

 
  

（訂正後） 

これらの結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は57億32百万円（前年同期比5.6％増）、売上総利益

14億９百万円（前年同期比17.0％増）、営業利益１億49百万円（前年同期比527.0％増）、経常利益１億52

百万円（前年同期比321.6％増）、税引後当期純利益は１億31百万円（前年同期は２億24百万円の純損失）

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２四半期連結累計期間

平成22年10月期 
第２四半期連結累計期間

対前年同四半期
増減率（％）

売上高 5,430 5,757 6.0

売上総利益 1,205 1,435 19.1

販売費及び一般管理費 1,181 1,271 7.6

営業利益または営業損失（△） 23 163 608.7

経常利益 36 167 363.9

税引後四半期純利益又は四半期純損失
（△）

△224 119 ─

(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２四半期連結累計期間

平成22年10月期 
第２四半期連結累計期間

対前年同四半期
増減率（％）

売上高 5,430 5,732 5.6

売上総利益 1,205 1,409 17.0

販売費及び一般管理費 1,181 1,271 6.7

営業利益または営業損失（△） 23 149 527.0

経常利益 36 152 321.6

税引後四半期純利益又は四半期純損失
（△）

△224 131 ─

(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） 

 当第２四半期連結累計期間の業績に関する主な増減要因は、次の通りであります。 

 （a)売上高 57億57百万円 

  前年同四半期と比較して３億27百万円（前年同期比6.0％増）増加しました。これは主にアビバの 

  子会社化により教育支援事業の売上高が５億44百万円増加したことによるものです。一方、ＢＰ 

  Ｏ事業の売上高は受注環境回復の遅れにより伸び悩みました。 

 （b）売上総利益 14億35百万円 

  前年同四半期と比較して２億30百万円（前年同期比19.1％増）増加しました。これは主に売上高 

  の増加に伴うものですが、ＢＰＯ事業においては、原価の抑制が進んだ結果であります。 

 （c）販売費及び一般管理費 12億71百万円 

  前年同四半期と比較して90百万円（前年同期比7.6％増）増加しました。これは主にアビバの子会 

  化に伴うものであります。 

 （d）営業利益 １億63百万円 

  前年同四半期と比較して、１億40百万円（前年同期比608.7％増）増加しました。 

 （e）経常利益 １億67百万円 

  前年同四半期と比較して１億31百万円（前年同期比363.9％増）増加しました。 

 （f）税引後四半期純利益 １億19百万円 

  前年同四半期と比較して３億43百万円（前年同期は、２億24百万円の税引後四半期純損失）増加 

  しました。 

  

（訂正後） 

 当第２四半期連結累計期間の業績に関する主な増減要因は、次の通りであります。 

 （a)売上高 57億32百万円 

  前年同四半期と比較して３億１百万円（前年同期比5.6％増）増加しました。これは主にアビバの 

  子会社化により教育支援事業の売上高が５億44百万円増加したことによるものです。一方、ＢＰ 

  Ｏ事業の売上高は受注環境回復の遅れにより伸び悩みました。 

 （b）売上総利益 14億９百万円 

  前年同四半期と比較して２億４百万円（前年同期比17.0％増）増加しました。これは主に売上高 

  の増加に伴うものですが、ＢＰＯ事業においては、原価の抑制が進んだ結果であります。 

 （c）販売費及び一般管理費 12億60百万円 

  前年同四半期と比較して78百万円（前年同期比6.7％増）増加しました。これは主にアビバの子会 

  化に伴うものであります。 

 （d）営業利益 １億49百万円 

  前年同四半期と比較して、１億25百万円（前年同期比527.0％増）増加しました。 

 （e）経常利益 １億52百万円 

  前年同四半期と比較して１億16百万円（前年同期比321.6％増）増加しました。 

 （f）税引後四半期純利益 １億31百万円 

  前年同四半期と比較して３億56百万円（前年同期は、２億24百万円の税引後四半期純損失）増加 

  しました。 
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（４ページ） 

（訂正前） 

 
  ＢＰＯ事業のサービス区分別状況は、以下のとおりであります。 

 
営業・販売支援サービスの当第２四半期連結累計期間における売上高は、18億13百万円（前年同期

比11.6％増）、売上総利益３億87百万円（前年同期比18.0％増）となりました。 

 
導入・設置・交換支援サービスの当第２四半期連結累計期間における売上高は、14億88百万円（前

年同期比6.0％減）、売上総利益４億16百万円（前年同期比2.2％増）となりました。 

 
運用支援サービスの当第２四半期連結累計期間における売上高は、17億81百万円（前年同期比

13.5％減）、売上総利益３億58百万円（前年同期比4.0％減）となりました。  

  

（訂正後） 

 
  ＢＰＯ事業のサービス区分別状況は、以下のとおりであります。 

 
営業・販売支援サービスの当第２四半期連結累計期間における売上高は、18億09百万円（前年同期

比11.3％増）、売上総利益３億83百万円（前年同期比18.6％増）となりました。 

 
導入・設置・交換支援サービスの当第２四半期連結累計期間における売上高は、14億73百万円（前

年同期比6.9％減）、売上総利益４億１百万円（前年同期比1.5％減）となりました。 

 
運用支援サービスの当第２四半期連結累計期間における売上高は、17億74百万円（前年同期比

13.8％減）、売上総利益３億51百万円（前年同期比5.9％減）となりました。  

  

ＢＰＯ事業 売上高 50億84百万円 売上総利益 11億61百万円

＜営業販売支援サービス＞ 売上高 18億13百万円 売上総利益 ３億87百万円

＜導入・設置・交換支援サービス＞ 売上高 14億88百万円 売上総利益 ４億16百万円

＜運用支援サービス＞ 売上高 17億81百万円 売上総利益 ３億58百万円

ＢＰＯ事業 売上高 50億59百万円 売上総利益 11億35百万円

＜営業販売支援サービス＞ 売上高 18億09百万円 売上総利益 ３億83百万円

＜導入・設置・交換支援サービス＞ 売上高 14億73百万円 売上総利益 ４億１百万円

＜運用支援サービス＞ 売上高 17億74百万円 売上総利益 ３億51百万円

8



  
（６ページ） 

（訂正前） 

 
  

（訂正後） 

 
  

（参考情報）業績ハイライト 単位：百万円

平成21年10月期 
第２四半期連結累計

平成22年10月期 
第２四半期連結累計

対前年同四半期増減率
（％）

教育支援事業合計 売上高 161 673 318.0

（学習支援サービス）売上総利益 101 273 170.3

ＢＰＯ事業合計 売上高 5,430 5,084 △6.4

        売上総利益 1,205 1,161 △3.7

営業・販売支援サービス

売上高 1,625 1,813 11.6

売上総利益 323 387 18.0

導入・設置・交換支援サー
ビス

売上高 1,583 1,488 △6.0

売上総利益 407 416 2.2

運用支援サービス

売上高 2,058 1,781 △13.5

売上総利益 373 358 △4.0

（注）

１ 当第２四半期会計期間より、従来のＩＴ支援サービス事業をＢＰＯ事業へ名称変更するとともに、学習支援サー 
  ビスである教育支援事業の重要性が増したため、別記しております。

２ 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

（参考情報）業績ハイライト 単位：百万円

平成21年10月期 
第２四半期連結累計

平成22年10月期 
第２四半期連結累計

対前年同四半期増減率
（％）

教育支援事業合計 売上高 161 673 318.0

（学習支援サービス）売上総利益 101 273 170.3

ＢＰＯ事業合計 売上高 5,430 5,059 △6.9

        売上総利益 1,205 1,135 △5.8

営業・販売支援サービス

売上高 1,625 1,809 11.3

売上総利益 323 383 18.6

導入・設置・交換支援サー
ビス

売上高 1,583 1,473 △6.9

売上総利益 407 401 △1.5

運用支援サービス

売上高 2,058 1,774 △13.8

売上総利益 373 351 △5.9

（注）

１ 当第２四半期会計期間より、従来のＩＴ支援サービス事業をＢＰＯ事業へ名称変更するとともに、学習支援サー 
  ビスである教育支援事業の重要性が増したため、別記しております。

２ 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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（６ページ） 

(訂正前) 

（資産、負債及び純資産の状況） 

 ①資産  

  当第２四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29億45百万円増加(73.5 

  ％増）し、69億55百万円になりました。  

 ②負債  

  当第２四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27億55百万円増加 

  （91.2％増）し、57億79百万円になりました。  

 ③純資産  

  当第２四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１億89百万円増加  

  （16.1％増）し、11億76百万円になりました。  

   なお、資産並びに負債の増加の主な要因は、３「関係会社の状況」ならびに（企業結合等関  

  係）に記載のとおり、平成22年３月31日の株式会社アビバの完全子会社化等の連結の範囲の 

  変更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、7.7％減少し、16.9％となりました。 

  

(訂正後) 

（資産、負債及び純資産の状況） 

 ①資産  

  当第２四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30億29百万円増加(75.5 

  ％増）し、70億38百万円になりました。  

 ②負債  

  当第２四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28億26百万円増加 

  （93.5％増）し、58億50百万円になりました。  

 ③純資産  

  当第２四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２億２百万円増加  

  （20.5％増）し、11億88百万円になりました。  

   なお、資産並びに負債の増加の主な要因は、３「関係会社の状況」ならびに（企業結合等関  

  係）に記載のとおり、平成22年３月31日の株式会社アビバの完全子会社化等の連結の範囲の 

  変更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、7.7％減少し、16.9％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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（６ページ） 

（訂正前） 

（キャッシュ・フローの状況）  

   当第２四半期連結会計期間末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３億23百万円増加し、13億47百万円になりました。      

   当第２四半期連結会計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下の通りです。  

  ①営業活動によるキャッシュ・フロー  

   当第２四半期連結累計期間における営業活動よって得られた資金は、２億96百万円（前第２四 

  半期累計期間に比べて、21百万円の増加）となりました。 これは、主に減価償却費38百万円、 

  のれん償却費36百万円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  

   当第２四半期連結累計期間における投資活動によって得られた資金は、８億90百万円（前第２ 

  四半期累計期間は、３億円の使用）となりました。これは、主に連結の範囲の変更に伴う子会社 

  株式の取得による収入９億57百万円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  

   当第２四半期連結累計期間における財務活動の結果使用した資金は、７億14百万円（前第２四  

  半期累計期間は、41百万円の使用）となりました。 これは、主に短期借入金７億15百万円の減少 

  によるものであり、平成22年4月末時点の短期借入金は、０円であります。 

  

(訂正後) 

（キャッシュ・フローの状況）  

   当第２四半期連結会計期間末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４億73百万円増加し、13億47百万円になりました。      

   当第２四半期連結会計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下の通りです。  

  ①営業活動によるキャッシュ・フロー  

   当第２四半期連結累計期間における営業活動よって得られた資金は、３億76百万円（前第２四 

  半期累計期間に比べて、１億３百万円の増加）となりました。 これは、主に減価償却費38百万 

  円、のれん償却費36百万円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  

   当第２四半期連結累計期間における投資活動によって得られた資金は、８億10百万円（前第２ 

  四半期累計期間は、３億円の使用）となりました。これは、主に連結の範囲の変更に伴う子会社 

  株式の取得による収入９億57百万円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  

   当第２四半期連結累計期間における財務活動の結果使用した資金は、７億14百万円（前第２四  

  半期累計期間は、41百万円の使用）となりました。 これは、主に短期借入金７億15百万円の減少 

  によるものであり、平成22年4月末時点の短期借入金は、０円であります。 
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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２四半期連結会計期間末
(平成22年４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10月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,364,039 890,982

受取手形及び売掛金 1,390,105 1,228,152

有価証券 95,000 95,000

商品及び製品 59,507 14,631

仕掛品 1,308 3,332

未成工事支出金 262,001 220,233

原材料及び貯蔵品 3,776 752

その他 399,520 449,509

貸倒引当金 △17,474 △21,078

流動資産合計 3,557,784 2,881,515

固定資産

有形固定資産 333,100 151,542

無形固定資産

のれん 1,529,946 234,979

その他 128,885 46,496

無形固定資産合計 1,658,832 281,476

投資その他の資産

差入保証金 833,908 275,415

その他 699,431 535,526

貸倒引当金 △127,812 △115,949

投資その他の資産合計 1,405,527 694,993

固定資産合計 3,397,459 1,128,012

資産合計 6,955,244 4,009,528

負債の部

流動負債

買掛金 150,667 83,448

短期借入金 － 650,000

1年内返済予定の長期借入金 531,161 489,747

未払金 1,057,845 661,218

未払法人税等 107,690 25,937

前受金 2,327,558 2,276

賞与引当金 22,742 22,009

教室閉鎖損失引当金 42,246 －

その他 487,911 245,360

流動負債合計 4,727,823 2,179,999
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（訂正前） 

 
  

(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年４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10月31日)

固定負債

長期借入金 668,874 750,966

退職給付引当金 118,761 6,235

役員退職慰労引当金 15,847 －

その他 247,721 85,885

固定負債合計 1,051,204 843,088

負債合計 5,779,028 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 108,359 515,207

利益剰余金 184,707 △345,823

自己株式 △140,395 △163,537

株主資本合計 1,155,273 1,008,447

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 20,942 △22,007

評価・換算差額等合計 20,942 △22,007

純資産合計 1,176,215 986,440

負債純資産合計 6,955,244 4,009,528
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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22年４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10月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,364,039 890,982

受取手形及び売掛金 1,389,055 1,228,152

有価証券 95,000 95,000

商品及び製品 59,507 14,631

仕掛品 1,308 3,332

未成工事支出金 243,101 220,233

原材料及び貯蔵品 3,776 752

その他 418,420 449,509

貸倒引当金 △17,474 △21,078

流動資産合計 3,556,734 2,881,515

固定資産

有形固定資産 333,100 151,542

無形固定資産

のれん 1,529,946 234,979

その他 128,885 46,496

無形固定資産合計 1,658,832 281,476

投資その他の資産

差入保証金 833,908 275,415

その他 783,889 535,526

貸倒引当金 △127,812 △115,949

投資その他の資産合計 1,489,985 694,993

固定資産合計 3,481,917 1,128,012

資産合計 7,038,652 4,009,528
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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22年４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10月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 150,667 83,448

短期借入金 － 650,000

1年内返済予定の長期借入金 531,161 489,747

未払金 1,058,477 661,218

未払法人税等 107,690 25,937

前受金 2,327,558 2,276

仮受金 79,905 －

賞与引当金 22,742 22,009

教室閉鎖損失引当金 42,246 －

その他 478,397 245,360

流動負債合計 4,798,847 2,179,999

固定負債

長期借入金 668,874 750,966

退職給付引当金 118,761 6,235

役員退職慰労引当金 15,847 －

その他 247,721 85,885

固定負債合計 1,051,204 843,088

負債合計 5,850,052 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 108,359 515,207

利益剰余金 197,092 △345,823

自己株式 △140,395 △163,537

株主資本合計 1,167,657 1,008,447

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 20,942 △22,007

評価・換算差額等合計 20,942 △22,007

純資産合計 1,188,600 986,440

負債純資産合計 7,038,652 4,009,528
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(訂正前) 

 
  

(2) 【四半期連結損益計算書】

 【第２四半期連結累計期間】

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成20年11月１日
 至 平成21年４月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成21年11月１日

 至 平成22年４月30日)

売上高 5,430,348 5,757,405

売上原価 4,224,730 4,322,323

売上総利益 1,205,618 1,435,082

販売費及び一般管理費 1,181,792 1,271,334

営業利益 23,825 163,747

営業外収益

受取利息 8,464 13,837

受取配当金 407 566

受取手数料 14,129 4,017

業務受託料 20,000 10,000

賃貸収入 1,670 10,020

その他 6,783 6,878

営業外収益合計 51,454 45,320

営業外費用

支払利息 16,217 19,060

賃借料 20,000 10,000

賃貸収入原価 1,159 6,955

その他 1,619 5,481

営業外費用合計 38,996 41,498

経常利益 36,283 167,570

特別利益

賞与引当金戻入額 5,383 9,409

合意解約金 39,403 19,000

投資有価証券売却益 － 1,173

事業譲渡益 10,000 －

その他 1,851 15

特別利益合計 56,638 29,599

特別損失

前期損益修正損 10,600 －

固定資産除却損 935 917

のれんの減損損失 223,794 12,358

貸倒引当金繰入額 35,462 －

投資有価証券評価損 212 17,028

その他 － 1,817

特別損失合計 271,005 32,121

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（△）

△178,082 165,048

法人税、住民税及び事業税 22,970 52,416

法人税等調整額 23,498 △6,725

法人税等合計 46,469 45,691

四半期純利益又は四半期純損失（△） △224,552 119,356
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(訂正後) 

 
  

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成20年11月１日
 至 平成21年４月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成21年11月１日

 至 平成22年４月30日)

売上高 5,430,348 5,732,320

売上原価 4,224,730 4,322,323

売上総利益 1,205,618 1,409,996

販売費及び一般管理費 1,181,792 1,260,606

営業利益 23,825 149,389

営業外収益

受取利息 8,464 13,837

受取配当金 407 566

受取手数料 14,129 4,017

業務受託料 20,000 10,000

賃貸収入 1,670 10,020

その他 6,783 6,878

営業外収益合計 51,454 45,320

営業外費用

支払利息 16,217 19,060

賃借料 20,000 10,000

賃貸収入原価 1,159 6,955

その他 1,619 5,739

営業外費用合計 38,996 41,755

経常利益 36,283 152,954

特別利益

過年度損益修正益 － 27,000

賞与引当金戻入額 5,383 9,409

合意解約金 39,403 19,000

投資有価証券売却益 － 1,173

事業譲渡益 10,000 －

その他 1,851 15

特別利益合計 56,638 56,599

特別損失

前期損益修正損 10,600 －

固定資産除却損 935 917

のれんの減損損失 223,794 12,358

貸倒引当金繰入額 35,462 －

投資有価証券評価損 212 17,028

その他 － 1,817

特別損失合計 271,005 32,121

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（△）

△178,082 177,432

法人税、住民税及び事業税 22,970 52,416

法人税等調整額 23,498 △6,725

法人税等合計 46,469 45,691

四半期純利益又は四半期純損失（△） △224,552 131,741
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(訂正前) 

 
  

【第２四半期連結会計期間】

(単位：千円)

前第２四半期連結会計期間
(自 平成21年２月１日
 至 平成21年４月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成22年２月１日

 至 平成22年４月30日)

売上高 2,708,315 3,259,323

売上原価 2,117,757 2,414,394

売上総利益 590,557 844,928

販売費及び一般管理費 574,095 695,138

営業利益 16,461 149,790

営業外収益

受取利息 8,081 7,008

受取配当金 4 1

受取手数料 8,040 1,006

業務受託料 20,000 －

賃貸収入 1,670 5,010

その他 1,792 3,092

営業外収益合計 39,589 16,119

営業外費用

支払利息 7,458 9,276

賃借料 20,000 －

賃貸収入原価 1,159 3,477

その他 521 3,034

営業外費用合計 29,138 15,788

経常利益 26,912 150,121

特別利益

賞与引当金戻入額 4,251 2,892

投資有価証券売却益 － 1,173

事業譲渡益 5,000 －

その他 1,800 15

特別利益合計 11,051 4,082

特別損失

前期損益修正損 10,600 －

固定資産除却損 935 －

のれんの減損損失 223,794 6,000

貸倒引当金繰入額 35,462 －

その他 － 736

特別損失合計 270,792 6,736

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（△）

△232,828 147,467

法人税、住民税及び事業税 10,088 33,015

法人税等調整額 11,615 △4,040

法人税等合計 21,703 28,975

四半期純利益又は四半期純損失（△） △254,532 118,492
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(訂正後) 

 
  

(単位：千円)

前第２四半期連結会計期間
(自 平成21年２月１日
 至 平成21年４月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成22年２月１日

 至 平成22年４月30日)

売上高 2,708,315 3,248,523

売上原価 2,117,757 2,414,394

売上総利益 590,557 834,128

販売費及び一般管理費 574,095 695,138

営業利益 16,461 138,990

営業外収益

受取利息 8,081 7,008

受取配当金 4 1

受取手数料 8,040 1,006

業務受託料 20,000 －

賃貸収入 1,670 5,010

その他 1,792 3,092

営業外収益合計 39,589 16,119

営業外費用

支払利息 7,458 9,276

賃借料 20,000 －

賃貸収入原価 1,159 3,477

その他 521 3,292

営業外費用合計 29,138 16,046

経常利益 26,912 139,063

特別利益

賞与引当金戻入額 4,251 2,892

投資有価証券売却益 － 1,173

事業譲渡益 5,000 －

その他 1,800 15

特別利益合計 11,051 4,082

特別損失

前期損益修正損 10,600 －

固定資産除却損 935 －

のれんの減損損失 223,794 6,000

貸倒引当金繰入額 35,462 －

その他 － 736

特別損失合計 270,792 6,736

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（△）

△232,828 136,409

法人税、住民税及び事業税 10,088 33,015

法人税等調整額 11,615 △4,040

法人税等合計 21,703 28,975

四半期純利益又は四半期純損失（△） △254,532 107,434
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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２四半期連結累計期間
(自 平成20年11月１日
 至 平成21年４月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成21年11月１日

 至 平成22年４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（△）

△178,082 165,048

減価償却費 28,284 38,219

のれん償却額 39,976 36,247

のれんの減損損失 223,794 12,358

事業譲渡損益（△は益） △10,000 －

合意解約金（△は益） △30,347 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 60,667 8,260

賞与引当金の増減額（△は減少） △26,430 732

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,287 2,751

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） － 514

受取利息及び受取配当金 △8,871 △14,404

支払利息 16,217 19,060

投資有価証券評価損益（△は益） － 17,028

売上債権の増減額（△は増加） 239,604 △14,470

たな卸資産の増減額（△は増加） 3,205 △34,715

仕入債務の増減額（△は減少） △36,532 17,012

未払金の増減額（△は減少） △74,924 2,111

前受金の増減額（△は減少） － 21,013

その他 26,144 △1,198

小計 271,418 275,570

利息及び配当金の受取額 6,447 11,865

利息の支払額 △16,298 △19,317

法人税等の還付額 86,393 48,832

法人税等の支払額 △74,463 △20,793

営業活動によるキャッシュ・フロー 273,497 296,158

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 － △4,030

定期預金の払戻による収入 － 4,022

有形固定資産の取得による支出 △3,488 △6,307

無形固定資産の取得による支出 △16,000 △19,500

投資有価証券の取得による支出 △4,865 △135,371

投資有価証券の売却及び償還による収入 5,649 19,734

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

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る収入

－ 957,181

短期貸付けによる支出 △206,102 △399,642

短期貸付金の回収による収入 56,612 418,368

長期貸付けによる支出 △3,150 △6,765

長期貸付金の回収による収入 7,518 9,348

差入保証金の差入による支出 △95,431 △23,191

20



  
（訂正前） 

 
  

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成20年11月１日
 至 平成21年４月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成21年11月１日

 至 平成22年４月30日)

差入保証金の回収による収入 5,287 106,236

事業譲受による支出 △37,000 －

事業譲渡による収入 10,000 －

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

その他 429 △50

投資活動によるキャッシュ・フロー △300,700 890,929

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） △100,000 △715,000

長期借入れによる収入 500,000 240,000

長期借入金の返済による支出 △103,466 △280,678

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 △12,684 △23,715

自己株式の売却による収入 － 27,469

自己株式の取得による支出 △306,211 －

配当金の支払額 △19,066 △20

財務活動によるキャッシュ・フロー △41,428 △714,038

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △68,631 473,048

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 1,041,740 1,347,965
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(訂正後) 

 
  

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成20年11月１日
 至 平成21年４月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成21年11月１日

 至 平成22年４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（△）

△178,082 177,432

減価償却費 28,284 38,219

のれん償却額 39,976 36,247

のれんの減損損失 223,794 12,358

事業譲渡損益（△は益） △10,000 －

合意解約金（△は益） △30,347 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 60,667 8,260

賞与引当金の増減額（△は減少） △26,430 732

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,287 2,751

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） － 514

受取利息及び受取配当金 △8,871 △14,404

支払利息 16,217 19,060

投資有価証券評価損益（△は益） － 17,028

売上債権の増減額（△は増加） 239,604 △13,420

たな卸資産の増減額（△は増加） 3,205 △15,815

仕入債務の増減額（△は減少） △36,532 17,012

未払金の増減額（△は減少） △74,924 △1,756

前受金の増減額（△は減少） － 21,013

その他 26,144 △19,254

小計 271,418 285,980

利息及び配当金の受取額 6,447 11,865

利息の支払額 △16,298 △19,317

不法原因給付による仮受金 － 70,391

法人税等の還付額 86,393 48,832

法人税等の支払額 △74,463 △20,793

営業活動によるキャッシュ・フロー 273,497 376,959

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 － △4,030

定期預金の払戻による収入 － 4,022

有形固定資産の取得による支出 △3,488 △6,307

無形固定資産の取得による支出 △16,000 △15,000

投資有価証券の取得による支出 △4,865 △135,371

投資有価証券の売却及び償還による収入 5,649 19,734

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

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る収入

－ 957,181

短期貸付けによる支出 △206,102 △418,542

短期貸付金の回収による収入 56,612 418,368

長期貸付けによる支出 △3,150 △6,765

長期貸付金の回収による収入 7,518 9,348
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（訂正後） 

 
  

  

  

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成20年11月１日
 至 平成21年４月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成21年11月１日

 至 平成22年４月30日)

差入保証金の差入による支出 △95,431 △23,191

差入保証金の回収による収入 5,287 106,236

事業譲受による支出 △37,000 －

事業譲渡による収入 10,000 －

保険積立金の積立による支出 △20,160 △66,401

保険積立金の解約による収入 － 16,273

その他 429 △50

投資活動によるキャッシュ・フロー △300,700 810,127

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） △100,000 △715,000

長期借入れによる収入 500,000 240,000

長期借入金の返済による支出 △103,466 △280,678

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 △12,684 △23,715

自己株式の売却による収入 － 27,469

自己株式の取得による支出 △306,211 －

配当金の支払額 △19,066 △20

財務活動によるキャッシュ・フロー △41,428 △714,038

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △68,631 473,048

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 1,041,740 1,347,965
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（18ページ） 

当第２四半期連結会計期間(自  平成22年２月１日  至  平成22年４月30日) 

（訂正前） 

 
  

（訂正後） 

 

(5)セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

(単位：千円)

ＢＰＯ事業 教育支援事業 計 消去又は全社 連結

Ⅰ 売上高

  (1) 外部顧客に 
      対する売上高

2,651,132 608,191 3,259,323 ― 3,259,323

  (2) セグメント間
の内部売上高又は振
替高

29,353 2,756 32,110 (32,110) ―

計 2,680,486 610,948 3,291,434 (32,110) 3,259,323

営業利益 286,374 58,777 345,151 (195,361) 149,790

(単位：千円)

ＢＰＯ事業 教育支援事業 計 消去又は全社 連結

Ⅰ 売上高

  (1) 外部顧客に 
      対する売上高

2,640,332 608,191 3,248,523 ― 3,248,523

  (2) セグメント間
の内部売上高又は振
替高

29,353 2,756 32,110 (32,110) ―

計 2,669,686 610,948 3,280,634 (32,110) 3,248,523

営業利益 275,574 58,777 334,351 (195,361) 138,990
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（19ページ） 

当第２四半期連結累計期間(自  平成21年11月１日  至  平成22年４月30日) 

（訂正前） 

 
  

(訂正後) 

 

(単位：千円)

ＢＰＯ事業 教育支援事業 計 消去又は全社 連結

Ⅰ 売上高

  (1) 外部顧客に 
      対する売上高

5,084,314 673,091 5,757,405 ― 5,757,405

  (2) セグメント間
の内部売上高又は振
替高

39,766 3,506 43,273 (43,273) ―

計 5,124,081 676,597 5,800,679 (43,273) 5,757,405

営業利益 505,527 59,890 565,417 (401,669) 163,747

(単位：千円)

ＢＰＯ事業 教育支援事業 計 消去又は全社 連結

Ⅰ 売上高

  (1) 外部顧客に 
      対する売上高

5,059,229 673,091 5,732,320 ― 5,732,320

  (2) セグメント間
の内部売上高又は振
替高

39,766 3,506 43,273 (43,273) ―

計 5,098,995 676,597 5,775,593 (43,273) 5,732,320

営業利益 490,026 59,890 549,916 (400,526) 149,389

25



（21ページ） 

(追加) 

 
  

(7)四半期連結貸借対照表に関する注記

当第２四半期連結会計期間末 
(平成22年４月30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） 19,455千円

（保険積立金） 35,264千円

 計 54,719千円

   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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