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平成23年3月25日付「平成23年3月期四半期決算短信等の訂正の可能性に関するお知らせ」において、当

社の連結対象子会社となった株式会社シアター・テレビジョンにおける番組コンテンツの償却計上につい

て、遡っての訂正の可能性が生じたことをお知らせしました。 

 このたび、記載内容の一部に訂正すべき事項が確定しましたので、下記の通り訂正いたします。詳細な

訂正理由等につきましては、平成23年5月30日の同日に開示しております「訂正四半期報告書等の提出及

び四半期決算短信の訂正に関するお知らせ」をご参照下さい。なお、訂正箇所には下線を付して表示して

おります。また、訂正後の数値データにつきましても併せて添付しております。 

  

記 

  

訂正箇所 

 
（訂正前） 

  

 

 
  

 
  

（訂正後） 

 

 
  

 
  

（訂正・数値データ訂正あり）「平成23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

1. 平成23年３月期第２四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年９月30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 ％

23年３月期第２四半期 1,710 △26.4 △344 － △362 － △329 －

22年３月期第２四半期 2,324 23.9 △417 － △415 － △343 －

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

23年３月期第２四半期 △81. 99 －

22年３月期第２四半期 △85. 87 －

(％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 ％

23年３月期第２四半期 1,710 △26.4 △312 － △338 － △301 －

22年３月期第２四半期 2,324 23.9 △417 － △415 － △343 －

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

23年３月期第２四半期 △75. 15 －

22年３月期第２四半期 △85. 87 －

－1－



 
（訂正前） 

  

 

 
  

（訂正後） 

 

 (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

23年３月期第２四半期 3,976 1,473 36.9 365. 57

22年３月期 4,252 1,824 42.7 451. 83

(参考) 自己資本 23年３月期第２四半期 1,468百万円 22年３月期 1,815百万円

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

23年３月期第２四半期 4,016 1,504 37.2 372. 42

22年３月期 4,252 1,824 42.7 451. 83

(参考) 自己資本 23年３月期第２四半期 1,496百万円 22年３月期 1,815百万円

－2－



（訂正前） 
この結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高17億10百万円と前年同期比で26.4％減少し

ました。収益面は、営業損失３億44百万円（前年同四半期は４億17百万円の損失）、経常損失３億62

百万円（前年同四半期は４億15百万円の損失）、四半期純損失３億29百万円（前年同四半期は３億43

百万円の損失）となりました。  

  
（訂正後） 

この結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高17億10百万円と前年同期比で26.4％減少し

ました。収益面は、営業損失３億12百万円（前年同四半期は４億17百万円の損失）、経常損失３億38

百万円（前年同四半期は４億15百万円の損失）、四半期純損失３億１百万円（前年同四半期は３億43

百万円の損失）となりました。  

  

（訂正前） 

（資産、負債及び純資産の状況）  

当第２四半期連結会計期間末における総資産は39億76百万円となり、前連結会計年度末と比較して

２億75百万円減少しました。これは主に、売上債権の回収で増加した現預金を新型データセンター用

の固定資産取得、買掛債務の支払や借入金の返済をしたこと及び四半期純損失の発生によるもので

す。 

負債は25億３百万円となり、前連結会計年度末と比較して75百万円増加しました。主に借入金及び

賞与引当金の増加によるものです。  

純資産は14億73百万円となり、前連結会計年度末と比較して３億51百万円減少しました。主に、四

半期純損失の発生によるものであり、自己資本比率は36.9％となりました。 

（キャッシュ・フローの状況）  

①営業活動によるキャッシュ・フロー  

営業活動の結果獲得した資金は、２億86百万円（前年同四半期は82百万円の支出）となりました。

これは主に、税金等調整前四半期純損失３億31百万円、棚卸資産の増加１億95百万円が発生したこと

から資金が減少した一方、売上債権回収による減少６億78百万円が発生したことによる資金の増加が

あったことによるものです。 

②投資活動によるキャッシュ・フロー  

投資活動の結果使用した資金は、１億86百万円（前年同四半期は13百万円の支出）となりました。

これは主に、新型データセンターで用いるソフトウェアとして自社制作した無形固定資産の取得によ

る支出99百万円及び設備投資資産の取得による支出38百万円、償還期限が３ヶ月を超える長期性預金

の預入による支出50百万円が発生したことによる資金の減少があったことによるものです。 

③財務活動によるキャッシュ・フロー  

財務活動の結果使用した資金は、74百万円（前年同四半期は91百万円の支出）となりました。これ

は主に、社債定時償還及び長期借入金返済による支出79百万円、配当金の支払による支出19百万円が

発生したことによる資金の減少があったことによるものです。 

  

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

(2) 連結財政状態に関する定性的情報
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（訂正後） 

（資産、負債及び純資産の状況）  

当第２四半期連結会計期間末における総資産は40億16百万円となり、前連結会計年度末と比較して

２億35百万円減少しました。これは主に、売上債権の回収で増加した現預金を新型データセンター用

の固定資産取得、買掛債務の支払や借入金の返済をしたこと及び四半期純損失の発生によるもので

す。 

負債は25億11百万円となり、前連結会計年度末と比較して84百万円増加しました。主に借入金及び

賞与引当金の増加によるものです。  

純資産は15億４百万円となり、前連結会計年度末と比較して３億19百万円減少しました。主に、四

半期純損失の発生によるものであり、自己資本比率は37.2％となりました。 

（キャッシュ・フローの状況）  

①営業活動によるキャッシュ・フロー  

営業活動の結果獲得した資金は、２億61百万円（前年同四半期は82百万円の支出）となりました。

これは主に、税金等調整前四半期純損失３億円、棚卸資産の増加２億27百万円が発生したことから資

金が減少した一方、売上債権回収による減少６億78百万円が発生したことによる資金の増加があった

ことによるものです。 

②投資活動によるキャッシュ・フロー  

投資活動の結果使用した資金は、１億73百万円（前年同四半期は13百万円の支出）となりました。

これは主に、新型データセンターで用いるソフトウェアとして自社制作した無形固定資産の取得によ

る支出99百万円及び設備投資資産の取得による支出38百万円、償還期限が３ヶ月を超える長期性預金

の預入による支出50百万円が発生したことによる資金の減少があったことによるものです。 

③財務活動によるキャッシュ・フロー  

財務活動の結果使用した資金は、62百万円（前年同四半期は91百万円の支出）となりました。これ

は主に、社債定時償還及び長期借入金返済による支出79百万円、配当金の支払による支出19百万円が

発生したことによる資金の減少があったことによるものです。 
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（訂正前） 

3. 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９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22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,488,900 1,466,395

受取手形及び売掛金 682,211 1,326,209

商品及び製品 71,720 77,429

仕掛品 306,982 124,527

原材料及び貯蔵品 43,669 24,642

その他 114,414 124,025

貸倒引当金 △13,921 △3,688

流動資産合計 2,693,976 3,139,541

固定資産

有形固定資産 541,540 508,582

無形固定資産

のれん 58,498 67,435

その他 235,082 137,364

無形固定資産合計 293,580 204,800

投資その他の資産

投資有価証券 134,081 131,040

繰延税金資産 156,165 158,176

その他 214,902 175,602

貸倒引当金 △57,555 △65,627

投資その他の資産合計 447,594 399,191

固定資産合計 1,282,715 1,112,574

資産合計 3,976,692 4,252,115

負債の部

流動負債

買掛金 365,411 374,749

短期借入金 123,000 83,000

1年内返済予定の長期借入金 140,076 90,036

1年内償還予定の社債 120,000 120,000

リース債務 5,988 4,554

未払法人税等 10,361 13,723

賞与引当金 143,798 37,159

債務保証損失引当金 8,730 20,953

受注損失引当金 26,018 3,773

その他 162,994 144,771

流動負債合計 1,106,379 892,722
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９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22年３月31日)

固定負債

社債 600,000 660,000

長期借入金 282,594 352,632

リース債務 15,173 11,992

退職給付引当金 296,387 282,966

役員退職慰労引当金 183,869 217,765

負ののれん 5,521 6,023

その他 13,369 3,264

固定負債合計 1,396,916 1,534,644

負債合計 2,503,295 2,427,367

純資産の部

株主資本

資本金 772,830 772,830

資本剰余金 880,425 880,425

利益剰余金 44,571 394,038

自己株式 △226,398 △226,394

株主資本合計 1,471,429 1,820,899

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △2,875 △5,804

評価・換算差額等合計 △2,875 △5,804

新株予約権 4,764 4,165

少数株主持分 78 5,488

純資産合計 1,473,396 1,824,748

負債純資産合計 3,976,692 4,252,115
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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９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22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,488,900 1,466,395

受取手形及び売掛金 682,211 1,326,209

商品及び製品 103,263 77,429

仕掛品 306,982 124,527

原材料及び貯蔵品 43,669 24,642

その他 114,414 124,025

貸倒引当金 △13,921 △3,688

流動資産合計 2,725,520 3,139,541

固定資産

有形固定資産 545,390 508,582

無形固定資産

のれん 58,498 67,435

その他 235,082 137,364

無形固定資産合計 293,580 204,800

投資その他の資産

投資有価証券 134,081 131,040

繰延税金資産 156,165 158,176

その他 219,271 175,602

貸倒引当金 △57,555 △65,627

投資その他の資産合計 451,963 399,191

固定資産合計 1,290,934 1,112,574

資産合計 4,016,455 4,252,115

負債の部

流動負債

買掛金 365,411 374,749

短期借入金 123,000 83,000

1年内返済予定の長期借入金 140,076 90,036

1年内償還予定の社債 120,000 120,000

リース債務 5,988 4,554

未払法人税等 10,361 13,723

賞与引当金 143,798 37,159

債務保証損失引当金 1,238 20,953

受注損失引当金 26,018 3,773

持分法適用に伴う負債 7,491 －

その他 162,994 144,771

流動負債合計 1,106,379 892,722
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９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22年３月31日)

固定負債

社債 600,000 660,000

長期借入金 282,594 352,632

リース債務 15,173 11,992

退職給付引当金 296,387 282,966

役員退職慰労引当金 183,869 217,765

負ののれん 5,521 6,023

その他 21,744 3,264

固定負債合計 1,405,291 1,534,644

負債合計 2,511,671 2,427,367

純資産の部

株主資本

資本金 772,830 772,830

資本剰余金 880,425 880,425

利益剰余金 72,070 394,038

自己株式 △226,398 △226,394

株主資本合計 1,498,928 1,820,899

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △2,875 △5,804

評価・換算差額等合計 △2,875 △5,804

新株予約権 4,764 4,165

少数株主持分 3,967 5,488

純資産合計 1,504,784 1,824,748

負債純資産合計 4,016,455 4,252,115
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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21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当第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)

売上高 2,324,040 1,710,824

売上原価 2,243,078 1,685,054

売上総利益 80,962 25,769

販売費及び一般管理費 498,562 369,829

営業損失（△） △417,599 △344,060

営業外収益

受取利息 355 262

受取配当金 154 896

不動産賃貸料 57 －

助成金収入 17,346 －

その他 1,063 2,007

営業外収益合計 18,976 3,165

営業外費用

支払利息 8,092 11,556

不動産賃貸原価 1,136 －

為替差損 4,205 －

持分法による投資損失 1,655 2,498

貸倒引当金繰入額 － 2,022

その他 2,047 5,455

営業外費用合計 17,137 21,533

経常損失（△） △415,760 △362,428

特別利益

賞与引当金戻入額 45,387 －

債務保証損失引当金戻入額 － 5,740

役員退職慰労引当金戻入額 － 37,288

その他 20,750 －

特別利益合計 66,138 43,028

特別損失

減損損失 － 1,018

事務所移転費用 － 4,013

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 6,828

債務保証損失引当金繰入額 30,718 －

その他 489 440

特別損失合計 31,207 12,301

税金等調整前四半期純損失（△） △380,829 △331,700

法人税等 6,189 4,714

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △336,415

少数株主損失（△） △43,386 △7,034

四半期純損失（△） △343,633 △329,380
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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21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当第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)

売上高 2,324,040 1,710,824

売上原価 2,243,078 1,653,979

売上総利益 80,962 56,844

販売費及び一般管理費 498,562 369,829

営業損失（△） △417,599 △312,984

営業外収益

受取利息 355 262

受取配当金 154 896

不動産賃貸料 57 －

助成金収入 17,346 －

その他 1,063 2,007

営業外収益合計 18,976 3,165

営業外費用

支払利息 8,092 11,556

不動産賃貸原価 1,136 －

為替差損 4,205 －

持分法による投資損失 1,655 9,990

貸倒引当金繰入額 － 2,022

その他 2,047 5,098

営業外費用合計 17,137 28,668

経常損失（△） △415,760 △338,487

特別利益

賞与引当金戻入額 45,387 －

債務保証損失引当金戻入額 － 13,231

役員退職慰労引当金戻入額 － 37,288

その他 20,750 －

特別利益合計 66,138 50,520

特別損失

減損損失 － 1,018

事務所移転費用 － 4,013

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 6,873

債務保証損失引当金繰入額 30,718 －

その他 489 440

特別損失合計 31,207 12,346

税金等調整前四半期純損失（△） △380,829 △300,313

法人税等 6,189 4,714

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △305,028

少数株主損失（△） △43,386 △3,146

四半期純損失（△） △343,633 △301,881

－10－



（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21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当第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)

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（△） △380,829 △331,700

たな卸資産評価損 54,225 131

減価償却費 13,984 25,878

減損損失 － 1,018

のれん償却額 7,150 8,148

退職給付引当金の増減額（△は減少） △35,369 13,421

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,611 △33,896

賞与引当金の増減額（△は減少） △20,699 106,638

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） 30,718 △12,223

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,523 10,541

受注損失引当金の増減額（△は減少） 6,009 22,245

受取利息及び受取配当金 △509 △1,158

支払利息 8,092 11,556

為替差損益（△は益） 4,139 3,198

持分法による投資損益（△は益） 1,655 2,498

助成金収入 △17,346 －

有形固定資産除却損 489 253

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 6,828

移転費用 － 4,013

売上債権の増減額（△は増加） 295,602 678,951

たな卸資産の増減額（△は増加） △53,912 △195,905

仕入債務の増減額（△は減少） △922 △2,514

その他 23,641 △14,320

小計 △57,748 303,607

利息及び配当金の受取額 524 1,097

利息の支払額 △7,650 △11,322

法人税等の支払額 △17,159 △6,620

営業活動によるキャッシュ・フロー △82,034 286,762

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 － △50,000

有形固定資産の取得による支出 △17,481 △38,535

有形固定資産の売却による収入 190 －

無形固定資産の取得による支出 △669 △99,792

投資有価証券の取得による支出 △599 △599

敷金の回収による収入 11,617 2,344

敷金の差入による支出 △6,308 △70

短期貸付金の純増減額（△は増加） △182 －

その他 50 120

投資活動によるキャッシュ・フロー △13,383 △186,533

－11－



（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当第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)

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） △30,000 40,000

長期借入金の返済による支出 － △19,998

社債の償還による支出 △60,000 △60,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △1,082 △14,661

自己株式の取得による支出 － △4

配当金の支払額 △28 △19,861

財務活動によるキャッシュ・フロー △91,110 △74,525

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4,139 △3,198

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △190,667 22,504

現金及び現金同等物の期首残高 1,695,262 1,466,395

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,504,594 1,488,900

－12－



  
（訂正後） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当第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)

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（△） △380,829 △300,313

たな卸資産評価損 54,225 －

減価償却費 13,984 25,878

減損損失 － 1,018

のれん償却額 7,150 8,148

退職給付引当金の増減額（△は減少） △35,369 13,421

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,611 △33,896

賞与引当金の増減額（△は減少） △20,699 106,638

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） 30,718 △19,714

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,523 10,541

受注損失引当金の増減額（△は減少） 6,009 22,245

受取利息及び受取配当金 △509 △1,158

支払利息 8,092 11,556

為替差損益（△は益） 4,139 3,198

持分法による投資損益（△は益） 1,655 9,990

助成金収入 △17,346 －

有形固定資産除却損 489 253

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 6,873

事務所移転費用 － 4,013

売上債権の増減額（△は増加） 295,602 678,951

たな卸資産の増減額（△は増加） △53,912 △227,317

仕入債務の増減額（△は減少） △922 △2,514

その他 23,641 △38,983

小計 △57,748 278,833

利息及び配当金の受取額 524 1,097

利息の支払額 △7,650 △11,322

法人税等の支払額 △17,159 △6,620

営業活動によるキャッシュ・フロー △82,034 261,987

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 － △50,000

有形固定資産の取得による支出 △17,481 △38,535

有形固定資産の売却による収入 190 －

無形固定資産の取得による支出 △669 △99,792

投資有価証券の取得による支出 △599 △599

敷金の回収による収入 11,617 14,896

敷金の差入による支出 △6,308 △70

短期貸付金の純増減額（△は増加） △182 －

その他 50 120

投資活動によるキャッシュ・フロー △13,383 △173,982

－13－



 
  

以 上

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当第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)

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） △30,000 40,000

長期借入金の返済による支出 － △19,998

社債の償還による支出 △60,000 △60,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △1,082 △2,438

自己株式の取得による支出 － △4

配当金の支払額 △28 △19,861

財務活動によるキャッシュ・フロー △91,110 △62,302

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4,139 △3,198

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △190,667 22,504

現金及び現金同等物の期首残高 1,695,262 1,466,395

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,504,594 1,488,900

－14－


