
 

  

平成23年２月28日 

各 位 
 

  

  

平成21年12月21日に開示いたしました「平成21年10月期 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。 

  

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

（ＴＥＬ ０３－６８３２－３２６０）

（訂正・追加）「平成21年10月期 決算短信」の一部訂正及び追加について

１．訂正の理由

２．訂正内容
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（訂正前） 

  

４．連結財務諸表

（１）連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成20年10月31日)

当連結会計年度
(平成21年10月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,114,383 890,982

受取手形及び売掛金 1,610,551 1,228,152

有価証券 － 95,000

たな卸資産 23,493 －

商品及び製品 － 14,631

仕掛品 － 3,332

未成工事支出金 － 220,233

原材料及び貯蔵品 － 752

繰延税金資産 40,885 1,083

その他 427,998 448,426

貸倒引当金 △9,130 △21,078

流動資産合計 3,208,181 2,881,515

固定資産

有形固定資産

建物 50,920 50,164

減価償却累計額 △15,985 △22,004

建物（純額） 34,935 28,159

リース資産 － 30,449

減価償却累計額 － △5,939

リース資産（純額） － 24,510

その他 257,326 256,149

減価償却累計額 △123,225 △157,277

その他（純額） 134,101 98,872

有形固定資産合計 169,036 151,542

無形固定資産

のれん 598,525 234,979

ソフトウエア 14,650 11,688

ソフトウエア仮勘定 － 20,500

リース資産 － 11,764

その他 16,139 2,544

無形固定資産合計 629,315 281,476

投資その他の資産

投資有価証券 ※2 87,258 ※2 302,753

長期貸付金 22,489 58,158

繰延税金資産 10,449 2,803

差入保証金 － 275,415

その他 277,056 171,811

貸倒引当金 △78,894 △115,949
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成20年10月31日)

当連結会計年度
(平成21年10月31日)

投資その他の資産合計 318,361 694,993

固定資産合計 1,116,713 1,128,012

資産合計 4,324,895 4,009,528

負債の部

流動負債

買掛金 116,575 83,448

短期借入金 ※1 700,000 ※1 650,000

1年内返済予定の長期借入金 195,736 489,747

リース債務 24,837 39,902

未払金 821,807 661,218

未払法人税等 76,337 25,937

繰延税金負債 － 1,773

賞与引当金 65,803 22,009

その他 182,378 205,961

流動負債合計 2,183,476 2,179,999

固定負債

長期借入金 427,200 750,966

リース債務 82,252 79,538

退職給付引当金 11,543 6,235

その他 6,440 6,347

固定負債合計 527,435 843,088

負債合計 2,710,912 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 489,123 515,207

利益剰余金 166,903 △345,823

自己株式 △269 △163,537

株主資本合計 1,658,359 1,008,447

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △44,376 △22,007

評価・換算差額等合計 △44,376 △22,007

純資産合計 1,613,982 986,440

負債純資産合計 4,324,895 4,009,528
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（訂正後） 

  

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成20年10月31日)

当連結会計年度
(平成21年10月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,114,383 890,982

受取手形及び売掛金 1,610,551 1,228,152

有価証券 － 95,000

たな卸資産 23,493 －

商品及び製品 － 14,631

仕掛品 － 3,332

未成工事支出金 － 220,233

原材料及び貯蔵品 － 752

繰延税金資産 40,885 1,083

その他 427,998 448,426

貸倒引当金 △9,130 △21,078

流動資産合計 3,208,181 2,881,515

固定資産

有形固定資産

建物 50,920 50,164

減価償却累計額 △15,985 △22,004

建物（純額） 34,935 28,159

リース資産 － 30,449

減価償却累計額 － △5,939

リース資産（純額） － 24,510

その他 257,326 256,149

減価償却累計額 △123,225 △157,277

その他（純額） 134,101 98,872

有形固定資産合計 169,036 151,542

無形固定資産

のれん 598,525 234,979

ソフトウエア 14,650 11,688

ソフトウエア仮勘定 － 20,500

リース資産 － 11,764

その他 16,139 2,544

無形固定資産合計 629,315 281,476

投資その他の資産

投資有価証券 ※1, ※2 87,258 ※1, ※2 302,753

長期貸付金 22,489 58,158

繰延税金資産 10,449 2,803

差入保証金 － 275,415

その他 ※1 277,056 ※1 171,811

貸倒引当金 △78,894 △115,949
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成20年10月31日)

当連結会計年度
(平成21年10月31日)

投資その他の資産合計 318,361 694,993

固定資産合計 1,116,713 1,128,012

資産合計 4,324,895 4,009,528

負債の部

流動負債

買掛金 116,575 83,448

短期借入金 ※3 700,000 ※3 650,000

1年内返済予定の長期借入金 195,736 489,747

リース債務 24,837 39,902

未払金 821,807 661,218

未払法人税等 76,337 25,937

繰延税金負債 － 1,773

賞与引当金 65,803 22,009

その他 182,378 205,961

流動負債合計 2,183,476 2,179,999

固定負債

長期借入金 427,200 750,966

リース債務 82,252 79,538

退職給付引当金 11,543 6,235

その他 6,440 6,347

固定負債合計 527,435 843,088

負債合計 2,710,912 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 489,123 515,207

利益剰余金 166,903 △345,823

自己株式 △269 △163,537

株主資本合計 1,658,359 1,008,447

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △44,376 △22,007

評価・換算差額等合計 △44,376 △22,007

純資産合計 1,613,982 986,440

負債純資産合計 4,324,895 4,009,528
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（訂正前） 

 
  

（訂正後） 

 
  

４．連結財務諸表

注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
(平成20年10月31日)

当連結会計年度 
(平成21年10月31日)

 

※１．当社においては、運転資金の効率的な調達を行う

ため取引銀行７行と当座貸越契約を締結しておりま

す。これら契約に基づく当連結会計年度末の借入未

実行残高は次のとおりであります。

当座貸越極度額 1,750,000千円

借入実行残高 700,000千円

差引額 1,050,000千円
  

※１．当社においては、運転資金の効率的な調達を行う

ため取引銀行６行と当座貸越契約を締結しておりま

す。これら契約に基づく当連結会計年度末の借入未

実行残高は次のとおりであります。

当座貸越極度額 1,250,000千円

借入実行残高 650,000千円

差引額 600,000千円

※２．投資有価証券には、貸付有価証券19,760千円が含

まれております。

※２．投資有価証券には、貸付有価証券17,349千円が含

まれております。

前連結会計年度 
(平成20年10月31日)

当連結会計年度 
(平成21年10月31日)

 

 

※１．担保に供している資産

投資有価証券 19,760千円

投資その他の資産 その他 
（保険積立金）

30,795千円

 計 50,555千円

   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。

※２．投資有価証券には、貸付有価証券19,760千円が含

まれております。

※３．当社においては、運転資金の効率的な調達を行 

 うため取引銀行７行と当座貸越契約を締結してお

ります。これら契約に基づく当連結会計年度末の借

入未実行残高は次のとおりであります。

当座貸越極度額 1,750,000千円

借入実行残高 700,000千円

差引額 1,050,000千円
 

 

 

 ※１．担保に供している資産

投資有価証券 17,349千円

投資その他の資産 その他 
（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。

※２．投資有価証券には、貸付有価証券17,349千円が含

まれております。

※３．当社においては、運転資金の効率的な調達を行 

 うため取引銀行６行と当座貸越契約を締結してお

ります。これら契約に基づく当連結会計年度末の借

入未実行残高は次のとおりであります。

当座貸越極度額 1,250,000千円

借入実行残高 650,000千円

差引額 600,000千円
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（訂正前） 

  

５．個別財務諸表

（１）貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(平成20年10月31日)

当事業年度
(平成21年10月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 199,138 291,151

貯蔵品 293 239

前払費用 28,140 27,784

短期貸付金 ※1 441,660 ※1 586,916

未収入金 ※1 510,267 ※1 408,098

未収還付法人税等 87,935 14,027

営業外受取手形 ※1 48,273 －

その他 9,209 10,900

貸倒引当金 △2,316 △15,275

流動資産合計 1,322,603 1,323,844

固定資産

有形固定資産

建物 16,372 17,083

減価償却累計額 △5,276 △7,665

建物（純額） 11,096 9,417

工具、器具及び備品 149,844 149,865

減価償却累計額 △30,837 △61,426

工具、器具及び備品（純額） 119,006 88,438

リース資産 － 2,067

減価償却累計額 － △413

リース資産（純額） － 1,653

有形固定資産合計 130,103 99,510

無形固定資産

ソフトウエア 3,507 8,749

ソフトウエア仮勘定 － 20,500

その他 10,940 940

無形固定資産合計 14,447 30,189

投資その他の資産

投資有価証券 ※3 62,276 ※3 129,764

関係会社株式 2,468,572 1,913,472

長期貸付金 － 2,425

従業員に対する長期貸付金 12,124 48,567

関係会社長期貸付金 － 342,000

長期前払費用 － 11,500

保険積立金 30,795 50,956

差入保証金 125,038 196,808

貸倒引当金 △19 △12,077

投資損失引当金 － △268,000
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(単位：千円)

前事業年度
(平成20年10月31日)

当事業年度
(平成21年10月31日)

投資その他の資産合計 2,698,787 2,415,417

固定資産合計 2,843,338 2,545,117

資産合計 4,165,942 3,868,962

負債の部

流動負債

短期借入金 ※1, ※2 1,591,000 ※1, ※2 1,618,000

1年内返済予定の長期借入金 195,736 424,599

リース債務 24,837 25,778

未払金 ※1 129,407 ※1 149,054

未払費用 ※1 12,047 ※1 36,093

未払法人税等 2,305 5,631

預り金 7,399 15,816

前受収益 － 633

賞与引当金 7,814 324

流動負債合計 1,970,548 2,275,932

固定負債

長期借入金 427,200 607,533

リース債務 82,252 58,235

その他 4,877 3,703

固定負債合計 514,329 669,471

負債合計 2,484,878 2,945,403

純資産の部

株主資本

資本金 1,002,602 1,002,602

資本剰余金

資本準備金 285,524 35,524

その他資本剰余金 203,598 479,682

資本剰余金合計 489,123 515,207

利益剰余金

利益準備金 2,032 3,949

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 216,490 △415,124

利益剰余金合計 218,522 △411,174

自己株式 △269 △163,537

株主資本合計 1,709,978 943,096

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △28,914 △19,537

評価・換算差額等合計 △28,914 △19,537

純資産合計 1,681,063 923,558

負債純資産合計 4,165,942 3,868,962
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（訂正後） 

  

(単位：千円)

前事業年度
(平成20年10月31日)

当事業年度
(平成21年10月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 199,138 291,151

貯蔵品 293 239

前払費用 28,140 27,784

短期貸付金 ※2 441,660 ※2 586,916

未収入金 ※2 510,267 ※2 408,098

未収還付法人税等 87,935 14,027

営業外受取手形 ※2 48,273 －

その他 9,209 10,900

貸倒引当金 △2,316 △15,275

流動資産合計 1,322,603 1,323,844

固定資産

有形固定資産

建物 16,372 17,083

減価償却累計額 △5,276 △7,665

建物（純額） 11,096 9,417

工具、器具及び備品 149,844 149,865

減価償却累計額 △30,837 △61,426

工具、器具及び備品（純額） 119,006 88,438

リース資産 － 2,067

減価償却累計額 － △413

リース資産（純額） － 1,653

有形固定資産合計 130,103 99,510

無形固定資産

ソフトウエア 3,507 8,749

ソフトウエア仮勘定 － 20,500

その他 10,940 940

無形固定資産合計 14,447 30,189

投資その他の資産

投資有価証券 ※1, ※3 62,276 ※1, ※3 129,764

関係会社株式 2,468,572 1,913,472

長期貸付金 － 2,425

従業員に対する長期貸付金 12,124 48,567

関係会社長期貸付金 － 342,000

長期前払費用 － 11,500

保険積立金 ※1 30,795 ※1 50,956

差入保証金 125,038 196,808

貸倒引当金 △19 △12,077

投資損失引当金 － △268,000
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(単位：千円)

前事業年度
(平成20年10月31日)

当事業年度
(平成21年10月31日)

投資その他の資産合計 2,698,787 2,415,417

固定資産合計 2,843,338 2,545,117

資産合計 4,165,942 3,868,962

負債の部

流動負債

短期借入金 ※2, ※4 1,591,000 ※2, ※4 1,618,000

1年内返済予定の長期借入金 195,736 424,599

リース債務 24,837 25,778

未払金 ※2 129,407 ※2 149,054

未払費用 ※2 12,047 ※2 36,093

未払法人税等 2,305 5,631

預り金 7,399 15,816

前受収益 － 633

賞与引当金 7,814 324

流動負債合計 1,970,548 2,275,932

固定負債

長期借入金 427,200 607,533

リース債務 82,252 58,235

その他 4,877 3,703

固定負債合計 514,329 669,471

負債合計 2,484,878 2,945,403

純資産の部

株主資本

資本金 1,002,602 1,002,602

資本剰余金

資本準備金 285,524 35,524

その他資本剰余金 203,598 479,682

資本剰余金合計 489,123 515,207

利益剰余金

利益準備金 2,032 3,949

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 216,490 △415,124

利益剰余金合計 218,522 △411,174

自己株式 △269 △163,537

株主資本合計 1,709,978 943,096

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △28,914 △19,537

評価・換算差額等合計 △28,914 △19,537

純資産合計 1,681,063 923,558

負債純資産合計 4,165,942 3,868,962
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５．個別財務諸表

注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度 
(平成20年10月31日)

当事業年度 
(平成21年10月31日)

 

※１．関係会社項目 

 関係会社に対する資産及び負債には区分掲記され

たもののほか次のものがあります。

未収入金 406,794千円

短期貸付金 431,726千円

営業外受取手形 48,723千円

短期借入金 891,000千円

未払金 4,066千円

未払費用 1,166千円
 

※１．関係会社項目

   関係会社に対する資産及び負債には区分掲記され

たもののほか次のものがあります。

未収入金 395,302千円

短期貸付金 571,000千円

短期借入金 968,000千円

未払金 14,590千円

未払費用 1,396千円

 

※２．当社においては、運転資金の効率的な調達を行う

ため取引銀行７行と当座貸越契約を締結しておりま

す。当事業年度末における当座貸越契約に係る借入

金未実行残高は次のとおりであります。

当座貸越極度額 1,750,000千円

借入実行残高 700,000千円

差引額 1,050,000千円
 

※２．当社においては、運転資金の効率的な調達を行う

ため取引銀行６行と当座貸越契約を締結しておりま

す。当事業年度末における当座貸越契約に係る借入

金未実行残高は次のとおりであります。

当座貸越極度額 1,250,000千円

借入実行残高 650,000千円

差引額 600,000千円

※３．投資有価証券には、貸付有価証券19,760千円が含

まれております。

※３．投資有価証券には、貸付有価証券17,349千円が含

まれております。
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（訂正後） 

 
  

前事業年度 
(平成20年10月31日)

当事業年度 
(平成21年10月31日)

 

 

※１．担保に供している資産

投資有価証券 19,760千円

保険積立金 30,795千円

 計 50,555千円

   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。

※２．関係会社項目

   関係会社に対する資産及び負債には区分掲記され

たもののほか次のものがあります。

未収入金 406,794千円

短期貸付金 431,726千円

営業外受取手形 48,723千円

短期借入金 891,000千円

未払金 4,066千円

未払費用 1,166千円

※３．投資有価証券には、貸付有価証券19,760千円が含

まれております。

 

 

※１．担保に供している資産

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。

※２．関係会社項目

   関係会社に対する資産及び負債には区分掲記され

たもののほか次のものがあります。

未収入金 395,302千円

短期貸付金 571,000千円

短期借入金 968,000千円

未払金 14,590千円

未払費用 1,396千円

※３．投資有価証券には、貸付有価証券17,349千円が含

まれております。

 

※４．当社においては、運転資金の効率的な調達を行う

ため取引銀行７行と当座貸越契約を締結しておりま

す。当事業年度末における当座貸越契約に係る借入

金未実行残高は次のとおりであります。

当座貸越極度額 1,750,000千円

借入実行残高 700,000千円

差引額 1,050,000千円
 

※４．当社においては、運転資金の効率的な調達を行う

ため取引銀行６行と当座貸越契約を締結しておりま

す。当事業年度末における当座貸越契約に係る借入

金未実行残高は次のとおりであります。

当座貸越極度額 1,250,000千円

借入実行残高 650,000千円

差引額 600,000千円
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（50ページ） 

（追加） 

前連結会計年度(自 平成19年11月１日 至 平成20年10月31日) 

１．関連当事者との取引 

 (1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引 

  連結財務諸表提出会社の役員及び個人主要株主等 

 
（注）１. 形式的・名目的に日本エヴィクサー株式会社を経由して行われた取引であり、実質的には代表取締役 

 髙野研との取引であります。 

 ２. 取引金額の欄には、貸付有価証券の取得原価を記載しております。 

 また、この貸付料は、有価証券の貸借取引市場の料率を勘案して、料率を合理的に決定しております。 

 なお、当該有価証券は、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。 

 ３. 代表取締役髙野研の金融機関からの借入金15,146千円に対し、保険積立金を平成15年４月30日に15,692千

円、平成19年４月27日に15,103千円を担保に提供しており、 取引金額の欄には当該提供担保の期末残高の

金額を記載しております。なお、保証料は受領しておりません。 

  

(2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引 

  連結財務諸表提出会社の主要株主等 

 
（注）１．取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

 ２．取引条件及び取引条件の決定方針 

     取引価格については、市場価格を勘案して一般取引条件と同様に決定しております。 

  

当連結会計年度(自 平成20年11月１日 至 平成21年10月31日) 

１．関連当事者との取引 

(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引 

連結財務諸表提出会社の役員及び個人主要株主等 

 

４．連結財務諸表

注記事項

【関連当事者との取引】

種類 氏名 所在地
資本金 

(百万円)
事業の内容 
又は職業

議決権等の 
所有(被所有) 

割合

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額 
(千円)

科目
期末残高 
(千円)

役員及び 

主要株主

日本エヴィク

サー株式会社

（注１）

─ ─ ─ ─
有価証券

の貸付

有価証券の
貸付    
（注２）

41,239
投資有価 

証券
19,760

髙野 研 ― ―
当社代表取
締役

(被所有) 
直接14.4％

担保提供
担 保 提 供
（注３）

30,795 ─ ─

種類
会社等の 

名称
所在地

資本金 
(百万円)

事業の内容 
又は職業

議決権等の 
所有(被所有) 

割合

関連当事者と
の関係

取引の内容
取引金額 
(千円)

科目
期末残高 
(千円)

主要株主
(会社等)

トランス・
コスモス㈱

東京都 
渋谷区

29,065
情報処理 
サービス

(被所有) 
直接12.9％

役員の兼任
１名 
役務の提供

人材派遣 565,053 売掛金 87,675

種類 氏名 所在地
資本金 

(百万円)
事業の内容 
又は職業

議決権等の 
所有(被所有) 

割合

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額 
(千円)

科目
期末残高 
(千円)

役員及び主

要株主

日本エヴィク

サー株式会社  

（注１）

─ ─ ─ ─
有価証券の

貸付

有価証券の
貸付    
（注２）

─ 投資有価証券 17,349

髙野 研 ― ―
当社代表 

取締役
(被所有) 
直接26.1％

自己株 式
の処分

自己株式の
処分 
（注３）

136,581 ― ―

担保提供
担 保 提 供
（注４）

50,956 ─ ─

子会社の 

役員
大森 慎也 ― ―

株式会社 

ウィザード代

表取締役

(被所有) 
直接2.3％

資金の 

貸付
資金の貸付 
（注５）

36,500
短期貸付金 
長期貸付金

2,068 

34,431
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（注）１. 形式的・名目的に日本エヴィクサー株式会社を経由して行われた取引であり、実質的には代表取締役 

髙野研との取引であります。 

２. 貸付料は、有価証券の貸借取引市場の料率を勘案して、料率を合理的に決定しております。 

なお、当該有価証券は、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。 

３. 自己株式処分価格は直近３ヶ月の市場価格に基づいております。 

４. 代表取締役髙野研の金融機関からの借入金27,957千円に対し、保険積立金を平成15年４月30日に15,692千

円、平成19年４月27日に15,103千円、平成20年12月26日に20,160千円を担保に提供しており、取引金額の欄

には当該提供担保の期末残高の金額を記載しております。なお、保証料は受領しておりません。 

５. 資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。 
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