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平成 23 年８月 12 日 

 

各      位 

 

会 社 名     株式会社 ストライダーズ 

代表者名     代表取締役社長   早川 良一 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード９８１６） 

問合せ先  役職・氏名            

執行役員 兼 ＣＦＯ  前田 嘉也 

電   話         ０３―５７７７―１８９１ 

 

 

 

（訂正・数値データ訂正あり）「平成 24 年３月期第１四半期決算短信[日本基準]（連

結）」の一部訂正について 

 
 

平成23年８月１日に公表いたしました「平成24年３月期第１四半期決算短信[日本基準]（連結）」

につきまして、当時、当社が適当であったと判断しておりました処理に対し、再度検討を行った

結果、下記の通り訂正をいたしましたので、お知らせいたします。併せて、数値データの訂正も

行っておりますので、お知らせいたします。 

 

 

記 
 
 
１．訂正理由 

 

 当社は、連結子会社での株式を売却したことに伴う為替換算調整勘定の取り崩し額 45 百万円に

ついて、当初損益を計上しておりませんでしたが、特別利益から控除することが適正であるとの

判断に至り、訂正を行うことといたしました。 
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２. 訂正箇所及び訂正内容 

訂正箇所及び訂正内容は、以下のとおりです。なお、訂正箇所及び訂正内容を下線・太字で表

示しております。 

 
サマリー情報（１枚目） 

（訂正前） 

１．24 年３月期第１四半期の連結業績（平成 23 年４月１日～平成 23 年６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 ％

24 年３月期第１四半期 262 56.9 △66 － △52 － 54 －

23 年３月期第１四半期 610 △1.6 27 158.4 △18 － △89 －

（注）包括利益 24 年３月期第 1 四半期 99 百万円（－％） 23 年３月期第 1 四半期 △100 百万円（－％） 
 

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

24 年３月期第１四半期 0 74 －

23 年３月期第１四半期 △1 20 －

 
（訂正後） 
１．24 年３月期第１四半期の連結業績（平成 23 年４月１日～平成 23 年６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 ％

24 年３月期第１四半期 262 56.9 △66 － △52 － 9 －

23 年３月期第１四半期 610 △1.6 27 158.4 △18 － △89 －

（注）包括利益 24 年３月期第 1 四半期 54 百万円（－％） 23 年３月期第 1 四半期 △100 百万円（－％） 
 

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

24 年３月期第１四半期 0 13 －

23 年３月期第１四半期 △1 20 －
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２ページ目 

（訂正前） 
１．当四半期決算に関する定性的情報 

（1）連結経営成績に関する定性的情報 
当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、3 月に発生した東日本大震災による甚大な被害と

原発事故の影響による電力供給の制限から、企業の生産活動の低下や個人消費の落ち込み等、景気は

大変厳しい状況で推移いたしました。 
このような状況下、当社グループは本社移転や人件費・外注費の削減等のコストダウンを進め、ま

た各事業において新規の顧客や案件の開拓に努めてまいりました。また、平成 23 年５月には韓国にお

いてファイナンシャルサービス事業を展開しておりました Your Capital Co.,Limited（以下「ユア・キ

ャピタル社」という。）の全株式を譲渡し、連結子会社より除外いたしました。 
当第１四半期連結累計期間の経営成績は、売上高 262 百万円（前年同四半期比 56.9％減）、営業損

失 66 百万円（前年同四半期は営業利益 27 百万円）、経常損失 52 百万円（前年同四半期は経常損失 18
百万円）となり、期中に連結子会社ユア・キャピタル社を売却したことによる特別利益 56 百万円の計

上等により、四半期純利益 54 百万円（前年同四半期は四半期純損失 89 百万円）となりました。なお、

平成 23 年５月 11 日付「連結子会社の異動（譲渡）及び特別利益並びに特別損失の発生に関するお知

らせ」において、連結決算における当該株式譲渡に伴う損益として、特別利益約 112 百万円、特別損

失約 49 百万円を計上する予定とお知らせいたしましたが、当該損益についてネット表示することがよ

り適正であると判断したため、当該決算短信おいては、連結決算において特別利益 56 百万円と表示し

ております。 
 
（訂正後） 
１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 

（1）連結経営成績に関する定性的情報 
当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、3 月に発生した東日本大震災による甚大な被害と

原発事故の影響による電力供給の制限から、企業の生産活動の低下や個人消費の落ち込み等、景気は

大変厳しい状況で推移いたしました。 
このような状況下、当社グループは本社移転や人件費・外注費の削減等のコストダウンを進め、ま

た各事業において新規の顧客や案件の開拓に努めてまいりました。また、平成 23 年５月には韓国にお

いてファイナンシャルサービス事業を展開しておりました Your Capital Co.,Limited（以下「ユア・キ

ャピタル社」という。）の全株式を譲渡し、連結子会社より除外いたしました。 
当第１四半期連結累計期間の経営成績は、売上高 262 百万円（前年同四半期比 56.9％減）、営業損

失 66 百万円（前年同四半期は営業利益 27 百万円）、経常損失 52 百万円（前年同四半期は経常損失 18
百万円）となり、期中に連結子会社ユア・キャピタル社を売却したことによる特別利益 11 百万円の計

上等により、四半期純利益９百万円（前年同四半期は四半期純損失 89 百万円）となりました。なお、

平成 23 年５月 11 日付「連結子会社の異動（譲渡）及び特別利益並びに特別損失の発生に関するお知

らせ」において、連結決算における当該株式譲渡に伴う損益として、特別利益約 112 百万円、特別損

失約 49 百万円を計上する予定とお知らせいたしましたが、為替換算調整勘定を取り崩し、45 百万円

を特別利益から控除すること、また当該損益についてネット表示することがより適正であると判断し

たため、当該決算短信においては、連結決算において特別利益 11 百万円と表示しております。 
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６ページ目 

（訂正前） 

４．四半期連結財務諸表 

(２) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 

（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 22 年４月１日

 至 平成 22 年６月 30 日)

当第１四半期連結累計期間 

(自 平成 23 年４月１日 

 至 平成 23年６月30日)

売上高 610,057 262,980 

売上原価 325,419 193,248 

売上総利益 284,638 69,732 

販売費及び一般管理費  256,757  136,450 

営業利益又は営業損失（△） 27,880 △66,717 

営業外収益   

 受取利息 903 1,098 

 受取賃貸料 1,200 － 

 受取補償金 900 － 

 為替差益 － 6,159 

 貸倒引当金戻入額 － 5,369 

 その他 609 1,762 

 営業外収益合計 3,612 14,389 

営業外費用  

 支払利息 － 301 

 為替差損 50,440 － 

 営業外費用合計 50,440 301 

経常損失（△） △18,947 △52,629 

特別利益   

 関係会社株式売却益 － 56,904 

 特別利益合計 － 56,904 

特別損失   

 過年度為替差損 117,258 － 

 固定資産除却損 － 207 

 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 1,008 － 

 その他 93 － 

 特別損失合計 118,359 207 

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（△） 
△137,306 4,068 

法人税、住民税及び事業税 26,882 507 

法人税等調整額 △14,087 △51,404 

法人税等合計 12,795 △50,897 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株

主損益調整前四半期純損失（△） 
△150,102 54,965 

少数株主損失（△） △60,636 △3 

四半期純利益又は四半期純損失（△） △89,465 54,968 
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（訂正後） 

４．四半期連結財務諸表 

(２) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 

（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 22 年４月１日

 至 平成 22 年６月 30 日)

当第１四半期連結累計期間 

(自 平成 23 年４月１日 

 至 平成 23年６月30日)

売上高 610,057 262,980 

売上原価 325,419 193,248 

売上総利益 284,638 69,732 

販売費及び一般管理費  256,757  136,450 

営業利益又は営業損失（△） 27,880 △66,717 

営業外収益   

 受取利息 903 1,098 

 受取賃貸料 1,200 － 

 受取補償金 900 － 

 為替差益 － 6,159 

 貸倒引当金戻入額 － 5,369 

 その他 609 1,762 

 営業外収益合計 3,612 14,389 

営業外費用  

 支払利息 － 301 

 為替差損 50,440 － 

 営業外費用合計 50,440 301 

経常損失（△） △18,947 △52,629 

特別利益   

 関係会社株式売却益 － 11,731 

 特別利益合計 － 11,731 

特別損失   

 過年度為替差損 117,258 － 

 固定資産除却損 － 207 

 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 1,008 － 

 その他 93 － 

 特別損失合計 118,359 207 

税金等調整前四半期純損失（△） △137,306 △41,105 

法人税、住民税及び事業税 26,882 507 

法人税等調整額 △14,087 △51,404 

法人税等合計 12,795 △50,897 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株

主損益調整前四半期純損失（△） 
△150,102 9,791 

少数株主損失（△） △60,636 △3 

四半期純利益又は四半期純損失（△） △89,465 9,795 
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７ページ目 

（訂正前） 

４．四半期連結財務諸表 

(２) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 

（四半期連結包括利益計算書） 

 （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 22 年４月１日

 至 平成 22 年６月 30 日)

当第１四半期連結累計期間

(自 平成 23 年４月１日 

 至 平成 23年６月 30日)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株

主損益調整前四半期純損失（△） 

その他包括利益 

△150,102 54,965 

その他有価証券評価差額金 △258 △356 

為替換算調整勘定 50,313 45,173 

 その他の包括利益合計 50,055 44,816 

四半期包括利益 △100,046 99,781 

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 △65,075 99,785 

 少数株主に係る四半期包括利益 △34,971 △3 

 

（訂正後） 

４．四半期連結財務諸表 

(２) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 

（四半期連結包括利益計算書） 

 （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 22 年４月１日

 至 平成 22 年６月 30 日)

当第１四半期連結累計期間

(自 平成 23 年４月１日 

 至 平成 23年６月 30日)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株

主損益調整前四半期純損失（△） 

その他包括利益 

△150,102 9,791 

その他有価証券評価差額金 △258 △356 

為替換算調整勘定 50,313 45,173 

 その他の包括利益合計 50,055 44,816 

四半期包括利益 △100,046 54,608 

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 △65,075 54,611 

 少数株主に係る四半期包括利益 △34,971 △3 

 
 

以 上 


