
 

平成24年４月17日 

各 位 

 東京都港区芝２－７－１７ 

株式会社 ストリーム 

 代表取締役社長 劉 海涛 

   （コード番号：3071 東証マザーズ） 

 問合せ先 取締役副社長 竹下謙治 

  （TEL03-6858-8190） 

 

（再訂正）「平成22年１月期 第２四半期決算短信」の一部訂正について 
 

当社は、平成24年３月23日に発表しました「（訂正)「平成22年１月期 第２四半期決算短信」の

一部訂正について」の記載内容につきまして、下記の理由により一部訂正が必要と判断いたしました。 
 

【訂正理由】 
 「（訂正)「平成22年１月期 第２四半期決算短信」発表後に改めて精査をしたところ、記載ミスに

より訂正を要する事項が判明したため、これに関連する箇所の訂正を行いました。 

投資家の皆様方にご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。 
なお、訂正箇所については下線  を付して表示しております。 

 
【訂正内容】 

【平成 24年３月 23日発表「（訂正)「平成22年１月期 第２四半期決算短信」の一部訂正について」 
サマリー情報】 

（訂正前） 

1. 平成22年１月期第２四半期の連結業績（平成21年２月１日～平成21年７月31日） 

 (1) 連結経営成績(累計)  
(％表示は対前年同四半期増減率) 

 
 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１月期第２四半期 14,418 － △45 － △36 － △27 － 
21年１月期第２四半期 14,112 10.2 109 △19.1 129 5.5 52 15.3 

 

 
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１月期第２四半期 △685 71 － －     
21年１月期第２四半期 1,228 41 － －     

 
 
 



 
（訂正後） 

1. 平成22年１月期第２四半期の連結業績（平成21年２月１日～平成21年７月31日） 

 (1) 連結経営成績(累計)  
(％表示は対前年同四半期増減率) 

 
 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１月期第２四半期 14,418 － △45 － △36 － △27 － 
21年１月期第２四半期 14,112 10.2 53 － 73 － △１ － 

 

 
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１月期第２四半期 △685 71 － －     
21年１月期第２四半期 △37 85 － －     

 
【平成 24年３月 23日発表「（訂正)「平成22年１月期 第２四半期決算短信」の一部訂正について」 
２ページ】 
（訂正前） 
来客数の動向 

 売上高 営業損益 来客数 購買客数 会員数 

22年１月期第２四半期 13,915 △61 12,783 465 2,053 

21年１月期第２四半期 13,233 83 8,537 366 1,216 

（中略） 

※単位：百万円、千人 

 
（訂正後） 
来客数の動向 

 売上高 営業損益 来客数 購買客数 会員数 

22年１月期第２四半期 13,915 △61 12,783 465 2,053 

21年１月期第２四半期 13,233 27 8,537 366 1,216 

（中略） 

※単位：百万円、千人 

 
 
 
 
 
 
 
 



【平成 24年３月 23日発表「（訂正)「平成22年１月期 第２四半期決算短信」の一部訂正について」 
12ページ】 
（訂正前） 
（要約）前四半期連結損益計算書 

前第２四半期連結累計期間 

(自 平成20年２月１日 
至 平成20年７月31日) 科   目 

金額(千円) 

Ⅰ 売上高 14,112,384 

Ⅱ 売上原価 12,989,381 

売上総利益 1,123,003 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,013,137 

営業利益 109,865 

（中略）  

  

経常利益 129,582 

 税金等調整前四半期純利益 129,582 

    法人税、住民税及び事業税 80,509 

    法人税等調整額 △    3,186 

四半期純利益 52,259 

 

（訂正後） 
（要約）前四半期連結損益計算書 

前第２四半期連結累計期間 

(自 平成20年２月１日 
至 平成20年７月31日) 科   目 

金額(千円) 

Ⅰ 売上高 14,112,384 

Ⅱ 売上原価 13,028,140 

売上総利益 1,084,244 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,030,653 

営業利益 53,590 

（中略）  

  

経常利益 73,307 

 税金等調整前四半期純利益 73,307 

    法人税、住民税及び事業税 84,448 

    法人税等調整額 △    9,530 

四半期純利益 △   1,610 

 
【平成 24年３月 23日発表「（訂正)「平成22年１月期 第２四半期決算短信」の一部訂正について」 
13ページ】 



（訂正前） 
（要約）前四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 
前第２四半期連結累計期間 

(自 平成20年２月１日 
至 平成20年７月31日) 

区分 金額(千円) 

Ⅰ 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 129,582 

   減価償却費 44,362 

   賞与引当金の増加額 △      164 

   ポイント引当金の増減額 10,567 

   受取利息及び受取配当金 △   2,545 

   支払利息及び社債利息 955 

   売上債権の増減額（△は増加） 38,036 

   たな卸資産の増減額（△は増加） △  339,220 

   仕入債務の増減額（△は減少） 633,300 

   前受金の増減額（△は減少） 4,627 

   その他 2,016 

    小計 521,518 

   利息及び配当金の受取額 2,573 

   利息の支払額 △    1,668 

   法人税等の支払額 △   80,607 

  営業活動によるキャッシュ・フロー 441,816 

（後略） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



（訂正後） 
（要約）前四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 
前第２四半期連結累計期間 

(自 平成20年２月１日 
至 平成20年７月31日) 

区分 金額(千円) 

Ⅰ 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 73,307 

   減価償却費 44,362 

   賞与引当金の増加額 △      164 

   ポイント引当金の増減額 10,567 

   受取利息及び受取配当金 △   2,545 

   支払利息及び社債利息 955 

   売上債権の増減額（△は増加） 38,036 

   たな卸資産の増減額（△は増加） △  331,344 

   仕入債務の増減額（△は減少） 665,727 

   前受金の増減額（△は減少） 4,627 

   その他 32,870 

    小計 536,400 

   利息及び配当金の受取額 2,573 

   利息の支払額 △    1,668 

   法人税等の支払額 △   95,489 

  営業活動によるキャッシュ・フロー 441,816 

（後略） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



【平成 24年３月 23日発表「（訂正)「平成22年１月期 第２四半期決算短信」の一部訂正について」 
14ページ】 
（訂正前） 
前第２四半期連結累計期間(自 平成20年２月１日 至 平成20年７月31日) 

 
インターネット 
通販事業 
(千円) 

その他の事業 
(千円) 

計 
(千円) 

消去又は全社 
(千円) 

連結 
(千円) 

  売上高      

 (1) 外部顧客に対する売上高 13,233,908 878,476 14,112,384 － 14,112,384 

 (2) セグメント間の内部売上
高又は振替高 

－ － － － － 

計 13,233,908 878,476 14,112,384 － 14,112,384 

  営業費用 13,150,268 852,251 14,002,519 － 14,002,519 

  営業利益 83,640 26,225 109,865 － 109,865 

 
（訂正前） 
前第２四半期連結累計期間(自 平成20年２月１日 至 平成20年７月31日) 

 
インターネット 
通販事業 
(千円) 

その他の事業 
(千円) 

計 
(千円) 

消去又は全社 
(千円) 

連結 
(千円) 

  売上高      

 (1) 外部顧客に対する売上高 13,233,908 878,476 14,112,384 － 14,112,384 

 (2) セグメント間の内部売上
高又は振替高 

－ － － － － 

計 13,233,908 878,476 14,112,384 － 14,112,384 

  営業費用 13,206,543 852,251 14,058,794 － 14,058,794 

  営業利益 27,365 26,225 53,590 － 53,590 

 
以 上 


