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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3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について

1. 平成23年３月期第３四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年12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 ％

23年３月期第３四半期 2,740 △27.0 △473 － △510 － △516 －

22年３月期第３四半期 3,753 24.2 △311 － △298 － △195 －

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３四半期 △128. 68 －

22年３月期第３四半期 △48. 89 －

(％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３四半期 2,740 △27.0 △429 － △475 － △474 －

22年３月期第３四半期 3,753 24.2 △311 － △298 － △195 －

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３四半期 △118. 21 －

22年３月期第３四半期 △48. 89 －



 
（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３四半期 4,018 1,317 32.3 323. 52

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３四半期 1,299百万円 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３四半期 4,063 1,361 33.0 333. 99

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３四半期 1,341百万円 22年３月期 1,815百万円



（訂正前） 

この結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高27億40百万円と前年同期比で27.0％減少し

ました。収益面は、営業損失４億73百万円（前年同四半期は３億11百万円の損失）、経常損失５億10

百万円（前年同四半期は２億98百万円の損失）、四半期純損失５億16百万円（前年同四半期は１億95

百万円の損失）となりました。  

（訂正後） 

この結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高27億40百万円と前年同期比で27.0％減少し

ました。収益面は、営業損失４億29百万円（前年同四半期は３億11百万円の損失）、経常損失４億75

百万円（前年同四半期は２億98百万円の損失）、四半期純損失４億74百万円（前年同四半期は１億95

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３四半期連結会計期間末における総資産は40億18百万円となり、前連結会計年度末と比較して

２億33百万円減少しました。これは主に、当連結会計期間における売上高減少に伴う売上債権の減

少、受注開発案件の仕掛品の増加、新型データセンター用の固定資産取得、仕入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27億１百万円となり、前連結会計年度末と比較して２億73百万円増加しました。これは、主

に借入金の増加および新型データセンター建設による未払費用の増加によるものです。  

純資産は13億17百万円となり、前連結会計年度末と比較して５億７百万円減少しました。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32.3％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  

営業活動の結果使用した資金は、１億12百万円（前年同四半期は２億25百万円の支出）となりまし

た。これは主に、売上債権回収による減少４億84百万円が発生したことから資金が増加した一方で、

税金等調整前四半期純損失５億18百万円、棚卸資産の増加２億４百万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。 

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、２億84百万円（前年同四半期は１億51百万円の支出）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１億37百万円及び設備投資資産の取得による支出83百万円、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  

財務活動の結果獲得した資金は、70百万円（前年同四半期は２億50百万円の支出）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１億15百万円、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一方で、新規に借入金の増加２億22百万円が発生し

たことによる資金の増加があったことによるものです。 

  

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



  
（訂正後） 

（資産、負債及び純資産の状況）  

当第３四半期連結会計期間末における総資産は40億63百万円となり、前連結会計年度末と比較して

１億88百万円減少しました。これは主に、当連結会計期間における売上高減少に伴う売上債権の減

少、受注開発案件の仕掛品の増加、新型データセンター用の固定資産取得、仕入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27億１百万円となり、前連結会計年度末と比較して２億73百万円増加しました。これは、主

に借入金の増加および新型データセンター建設による未払費用の増加によるものです。  

純資産は13億61百万円となり、前連結会計年度末と比較して４億62百万円減少しました。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33.0％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  

営業活動の結果使用した資金は、１億37百万円（前年同四半期は２億25百万円の支出）となりまし

た。これは主に、売上債権回収による減少４億84百万円が発生したことから資金が増加した一方で、

税金等調整前四半期純損失４億74百万円、棚卸資産の増加２億47百万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。 

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、２億71百万円（前年同四半期は１億51百万円の支出）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１億37百万円及び設備投資資産の取得による支出83百万円、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  

財務活動の結果獲得した資金は、83百万円（前年同四半期は２億50百万円の支出）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１億15百万円、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一方で、借入金の純増加２億22百万円による資金の

増加があったことによるものです。 



（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３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 1,136,032 1,466,395

受取手形及び売掛金 859,671 1,326,209

商品及び製品 64,791 77,429

仕掛品 328,416 124,527

原材料及び貯蔵品 37,598 24,642

その他 129,426 124,025

貸倒引当金 △2,184 △3,688

流動資産合計 2,553,752 3,139,541

固定資産

有形固定資産 686,112 508,582

無形固定資産

のれん 80,745 67,435

その他 250,892 137,364

無形固定資産合計 331,637 204,800

投資その他の資産

投資有価証券 158,209 131,040

繰延税金資産 143,376 158,176

その他 210,931 175,602

貸倒引当金 △65,364 △65,627

投資その他の資産合計 447,151 399,191

固定資産合計 1,464,901 1,112,574

資産合計 4,018,653 4,252,115

負債の部

流動負債

買掛金 409,421 374,749

短期借入金 275,000 83,000

1年内返済予定の長期借入金 146,076 90,036

1年内償還予定の社債 420,000 120,000

リース債務 6,041 4,554

未払法人税等 11,506 13,723

賞与引当金 17,387 37,159

債務保証損失引当金 8,730 20,953

受注損失引当金 1,347 3,773

その他 332,257 144,771

流動負債合計 1,627,768 892,722



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 300,000 660,000

長期借入金 271,575 352,632

リース債務 13,643 11,992

退職給付引当金 289,314 282,966

役員退職慰労引当金 185,729 217,765

負ののれん 5,127 6,023

その他 8,014 3,264

固定負債合計 1,073,403 1,534,644

負債合計 2,701,171 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 △142,994 394,038

自己株式 △226,398 △226,394

株主資本合計 1,283,862 1,820,899

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 15,758 △5,804

評価・換算差額等合計 15,758 △5,804

新株予約権 4,764 4,165

少数株主持分 13,096 5,488

純資産合計 1,317,482 1,824,748

負債純資産合計 4,018,653 4,252,115



  
（訂正後） 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 1,136,032 1,466,395

受取手形及び売掛金 859,671 1,326,209

商品及び製品 108,527 77,429

仕掛品 328,416 124,527

原材料及び貯蔵品 37,598 24,642

その他 129,426 124,025

貸倒引当金 △2,184 △3,688

流動資産合計 2,597,488 3,139,541

固定資産

有形固定資産 685,914 508,582

無形固定資産

のれん 80,745 67,435

その他 250,892 137,364

無形固定資産合計 331,637 204,800

投資その他の資産

投資有価証券 158,209 131,040

繰延税金資産 143,376 158,176

その他 211,892 175,602

貸倒引当金 △65,364 △65,627

投資その他の資産合計 448,113 399,191

固定資産合計 1,465,665 1,112,574

資産合計 4,063,154 4,252,115

負債の部

流動負債

買掛金 409,421 374,749

短期借入金 275,000 83,000

1年内返済予定の長期借入金 146,076 90,036

1年内償還予定の社債 420,000 120,000

リース債務 6,041 4,554

未払法人税等 11,506 13,723

賞与引当金 17,387 37,159

受注損失引当金 1,347 3,773

債務保証損失引当金 － 20,953

持分法適用に伴う負債 8,730 －

その他 332,257 144,771

流動負債合計 1,627,768 892,722



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 300,000 660,000

長期借入金 271,575 352,632

リース債務 13,643 11,992

退職給付引当金 289,314 282,966

役員退職慰労引当金 185,729 217,765

負ののれん 5,127 6,023

その他 8,171 3,264

固定負債合計 1,073,560 1,534,644

負債合計 2,701,328 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 △100,934 394,038

自己株式 △226,398 △226,394

株主資本合計 1,325,922 1,820,899

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 15,758 △5,804

評価・換算差額等合計 15,758 △5,804

新株予約権 4,764 4,165

少数株主持分 15,379 5,488

純資産合計 1,361,825 1,824,748

負債純資産合計 4,063,154 4,252,115



（訂正前） 

(2) 四半期連結損益計算書
【第３四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

売上高 3,753,642 2,740,250

売上原価 3,374,123 2,663,145

売上総利益 379,519 77,105

販売費及び一般管理費 691,325 550,375

営業損失（△） △311,806 △473,270

営業外収益

受取利息 463 1,134

受取配当金 283 1,942

不動産賃貸料 85 －

助成金収入 35,235 －

その他 2,493 2,092

営業外収益合計 38,561 5,168

営業外費用

支払利息 12,465 17,356

不動産賃貸原価 1,136 －

為替差損 3,370 －

持分法による投資損失 6,104 17,612

貸倒引当金繰入額 2,042 1,306

その他 － 5,975

営業外費用合計 25,119 42,251

経常損失（△） △298,364 △510,353

特別利益

前期損益修正益 1,361 －

関係会社株式売却益 8,950 －

賞与引当金戻入額 82,872 －

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 26,183 －

特別利益合計 119,368 43,028

特別損失

固定資産除却損 － 11,047

減損損失 － 1,018

退職給付費用 4,610 －

事務所移転費用 15,532 33,415

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 3,291

債務保証損失引当金繰入額 27,305 －

その他 2,973 2,503

特別損失合計 50,421 51,277

税金等調整前四半期純損失（△） △229,418 △518,601

法人税等 9,338 7,549

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △526,150

少数株主損失（△） △42,851 △9,203

四半期純損失（△） △195,905 △516,947



  
（訂正後） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

売上高 3,753,642 2,740,250

売上原価 3,374,123 2,619,555

売上総利益 379,519 120,694

販売費及び一般管理費 691,325 550,282

営業損失（△） △311,806 △429,587

営業外収益

受取利息 463 1,134

受取配当金 283 1,942

不動産賃貸料 85 －

助成金収入 35,235 －

その他 2,493 2,092

営業外収益合計 38,561 5,168

営業外費用

支払利息 12,465 17,356

不動産賃貸原価 1,136 －

為替差損 3,370 －

持分法による投資損失 6,104 26,343

貸倒引当金繰入額 2,042 1,306

その他 － 5,975

営業外費用合計 25,119 50,981

経常損失（△） △298,364 △475,400

特別利益

前期損益修正益 1,361 －

関係会社株式売却益 8,950 －

賞与引当金戻入額 82,872 －

債務保証損失引当金戻入額 － 14,470

役員退職慰労引当金戻入額 － 37,288

資産除去債務戻入益 － 3,536

その他 26,183 －

特別利益合計 119,368 55,296

特別損失

固定資産除却損 － 11,047

減損損失 － 1,018

退職給付費用 4,610 －

事務所移転費用 15,532 33,415

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 6,168

債務保証損失引当金繰入額 27,305 －

その他 2,973 2,503

特別損失合計 50,421 54,154

税金等調整前四半期純損失（△） △229,418 △474,258

法人税等 9,338 7,549

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △481,807

少数株主損失（△） △42,851 △6,920

四半期純損失（△） △195,905 △474,886



（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３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31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（△） △229,418 △518,601

たな卸資産評価損 54,225 －

減価償却費 21,970 53,537

減損損失 － 1,018

のれん償却額 8,434 13,628

退職給付引当金の増減額（△は減少） △38,216 6,347

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,045 △32,036

賞与引当金の増減額（△は減少） △113,846 △19,772

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） 27,305 △12,223

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4,091 6,614

受注損失引当金の増減額（△は減少） △868 △2,425

受取利息及び受取配当金 △746 △3,076

支払利息 12,465 17,356

為替差損益（△は益） 2,481 3,963

関係会社株式売却損益（△は益） △8,950 －

持分法による投資損益（△は益） 6,104 17,612

リース解約損 － 2,317

固定資産除却損 1,523 11,047

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 3,291

事務所移転費用 － 33,415

売上債権の増減額（△は増加） 107,118 484,787

たな卸資産の増減額（△は増加） △104,441 △204,207

仕入債務の増減額（△は減少） 77,309 52,527

その他 △22,792 △7,989

小計 △192,206 △92,866

利息及び配当金の受取額 753 3,112

利息の支払額 △11,114 △16,588

法人税等の支払額 △22,950 △6,620

営業活動によるキャッシュ・フロー △225,518 △112,962



（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

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 △29,961 △83,296

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 △26,760 △137,346

関係会社株式の取得による支出 △19,600 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ
る支出

△442 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

－ △23,064

投資有価証券の取得による支出 △73,100 △1,017

敷金の回収による収入 11,827 80,333

敷金の差入による支出 △6,358 △70,070

短期貸付金の純増減額（△は増加） △7,882 －

その他 110 180

投資活動によるキャッシュ・フロー △151,977 △284,282

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） 109,000 192,000

長期借入れによる収入 206,000 30,000

長期借入金の返済による支出 △3,333 △55,017

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 △1,631 △16,235

自己株式の取得による支出 △0 △4

配当金の支払額 △28 △19,898

財務活動によるキャッシュ・フロー 250,006 70,845

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,481 △3,963

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △129,969 △330,363

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 1,565,293 1,136,032



  
（訂正後） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31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（△） △229,418 △474,258

たな卸資産評価損 54,225 －

減価償却費 21,970 53,537

減損損失 － 1,018

のれん償却額 8,434 13,628

退職給付引当金の増減額（△は減少） △38,216 6,347

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,045 △32,036

賞与引当金の増減額（△は減少） △113,846 △19,772

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） 27,305 △20,953

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4,091 6,614

受注損失引当金の増減額（△は減少） △868 △2,425

受取利息及び受取配当金 △746 △3,076

支払利息 12,465 17,356

為替差損益（△は益） 2,481 3,963

関係会社株式売却損益（△は益） △8,950 －

持分法による投資損益（△は益） 6,104 26,343

リース解約損 － 2,317

固定資産除却損 1,523 11,047

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 6,168

事務所移転費用 － 33,415

売上債権の増減額（△は増加） 107,118 484,787

たな卸資産の増減額（△は増加） △104,441 △247,943

仕入債務の増減額（△は減少） 77,309 52,527

その他 △22,792 △36,247

小計 △192,206 △117,640

利息及び配当金の受取額 753 3,112

利息の支払額 △11,114 △16,588

法人税等の支払額 △22,950 △6,620

営業活動によるキャッシュ・フロー △225,518 △137,736



 
  

以 上

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

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 △29,961 △83,296

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 △26,760 △137,346

関係会社株式の取得による支出 △19,600 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ
る支出

△442 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

－ △23,064

投資有価証券の取得による支出 △73,100 △1,017

敷金の回収による収入 11,827 92,884

敷金の差入による支出 △6,358 △70,070

短期貸付金の純増減額（△は増加） △7,882 －

その他 110 180

投資活動によるキャッシュ・フロー △151,977 △271,731

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） 109,000 192,000

長期借入れによる収入 206,000 30,000

長期借入金の返済による支出 △3,333 △55,017

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 △1,631 △4,012

自己株式の取得による支出 △0 △4

配当金の支払額 △28 △19,898

財務活動によるキャッシュ・フロー 250,006 83,068

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,481 △3,963

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △129,969 △330,363

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 1,565,293 1,136,032


