
  
平成 23 年 11 月７日 

 
各 位     
 
 株 式 会 社 リ ア ル ビ ジ ョ ン                
 代表取締役社長 杉 山 尚 志 
 （コード番号 6786 東証マザーズ）                
 問合せ先 取締役 三 須 貴 夫 
 （電話  0 4 5 - 4 7 3 - 7 3 3 1 ）                
 
 

（訂正・数値データ訂正） 

「平成 24年 3 月期 第 2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について 

 
 

平成 23年 10月 31日 15時 30分に開示いたしました「平成 24年 3月期 第 2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」

の記載内容に一部訂正すべき事項がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。また、数値データにも訂

正がありましたので、訂正後の数値データも送信いたします。 

 
記 

 
訂正箇所（訂正箇所は下線を付して表示しております。） 

 
・添付資料 4 ページ ３.四半期連結財務諸表（１）四半期連結貸借対照表 

【訂正前】 

 
前連結会計年度 

(平成 23 年３月 31 日) 

当第２四半期連結会計期間

(平成 23 年９月 30 日) 

（前略） 
負債の部 

流動負債 
支払手形及び買掛金 47,426 7,037

引当金 15,250 10,946

その他 50,411 30,342

流動負債合計 113,088 48,326

固定負債 
退職給付引当金 17,800 12,408

資産除去債務 5,721 5,774

その他 1,789 1,364

固定負債合計 25,310 19,546

負債合計 138,399 67,873

（後略） 
 



【訂正後】 

 
前連結会計年度 

(平成 23 年３月 31 日) 

当第２四半期連結会計期間

(平成 23 年９月 30 日) 

（前略） 
負債の部 

流動負債 
支払手形及び買掛金 47,426 7,037

賞与引当金 15,250 10,946

その他 50,411 30,342

流動負債合計 113,088 48,326

固定負債 
退職給付引当金 17,800 12,408

資産除去債務 5,721 5,774

その他 1,789 1,364

固定負債合計 25,310 19,546

負債合計 138,399 67,873

（後略） 
 
 
・添付資料 6 ページ ３.四半期連結財務諸表（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２四半期連結累計期間） 

【訂正前】 

 

前第２四半期連結累計期間
（自 平成 22 年４月 １日 
 至 平成 22 年９月 30 日）

当第２四半期連結累計期間
（自 平成 23 年４月 １日 
 至 平成 23 年９月 30 日）

売上高 1,013,190 66,325

売上原価 722,613 43,859

売上総利益 290,576 22,466

販売費及び一般管理費 509,057 161,174

営業損失（△） △218,481 △138,708

営業外損益 
受取利息 2,036 4,665

その他 4,476 2,445

営業外収益合計 6,512 7,111

（後略） 
 

【訂正後】 

 

前第２四半期連結累計期間
（自 平成 22 年４月 １日 
 至 平成 22 年９月 30 日）

当第２四半期連結累計期間
（自 平成 23 年４月 １日 
 至 平成 23 年９月 30 日）

売上高 1,013,190 66,325

売上原価 722,613 43,859

売上総利益 290,576 22,466

販売費及び一般管理費 509,057 161,174

営業損失（△） △218,481 △138,708

営業外損益 
受取利息 2,036 4,665

受取配当金 392 2,070

その他 4,083 374

営業外収益合計 6,512 7,111

（後略） 
 
 



・添付資料 8 ページ ３.四半期連結財務諸表（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

【訂正前】 

 

前第２四半期連結累計期間
（自 平成 22 年４月 １日 
 至 平成 22 年９月 30 日）

当第２四半期連結累計期間
（自 平成 23 年４月 １日 
 至 平成 23 年９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損失（△） △244,741 △178,010

減価償却費 21,576 3,075

無形固定資産償却費 1,651 719

のれん償却額 8,278 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 296 －

引当金の増減額（△は減少） △2,839 △4,303

退職給付引当金の増減額（△は減少） 12,355 △5,391

受取利息及び受取配当金 △2,428 △4,665

支払利息 2,492 －

為替差損益（△は益） 11,781 21,484

持分法による投資損益（△は益） － 23,170

売上債権の増減額（△は増加） 252,544 23,766

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,189 2,242

仕入債務の増減額（△は減少） 17,591 △40,388

その他の流動負債の増減額（△は減少） △75,600 2,218

前受金の増減額（△は減少） － △12,741

その他の流動負債の増減額（△は減少） 13,662 △6,639

その他 1,338 109

小計 13,769 △175,355

利息及び配当金の受取額 2,375 4,214

利息の支払額 △2,429 －

法人税等の支払額 △1,046 △1,332

営業活動によるキャッシュ・フロー 12,669 △172,473

（後略） 

 



【訂正後】 

 

前第２四半期連結累計期間
（自 平成 22 年４月 １日 
 至 平成 22 年９月 30 日）

当第２四半期連結累計期間
（自 平成 23 年４月 １日 
 至 平成 23 年９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損失（△） △244,741 △178,010

減価償却費 21,576 3,075

無形固定資産償却費 1,651 719

のれん償却額 8,278 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 296 －

引当金の増減額（△は減少） △2,839 △4,303

退職給付引当金の増減額（△は減少） 12,355 △5,391

受取利息及び受取配当金 △2,428 △6,736

支払利息 2,492 －

為替差損益（△は益） 11,781 21,484

持分法による投資損益（△は益） － 23,170

売上債権の増減額（△は増加） 252,544 23,766

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,189 2,242

仕入債務の増減額（△は減少） 17,591 △40,388

その他の流動負債の増減額（△は減少） △75,600 2,218

前受金の増減額（△は減少） － △12,741

その他の流動負債の増減額（△は減少） 13,662 △6,639

その他 1,338 109

小計 13,769 △177,426

利息及び配当金の受取額 2,375 6,285

利息の支払額 △2,429 －

法人税等の支払額 △1,046 △1,332

営業活動によるキャッシュ・フロー 12,669 △172,473

（後略） 

 
 

以   上 


