
 

 

平成21年11月13日 

各 位 

会 社 名  株式会社フォーサイド・ドット・コム 

代表者名  代表取締役 安嶋 幸直 

  （ＪＡＳＤＡＱ・コード２３３０） 

問合せ先  執行役員財務部長 飯田 潔 

  電話０３－５３３９－５２１１ 

 

（訂正・数値データ訂正あり）「平成21年12月期 第３四半期決算短信」の一部訂正について 

 

平成21年11月２日に公表いたしました「平成21年12月期 第３四半期決算短信」において一部誤りがございま

したので、下記の通り訂正いたします。なお、訂正箇所には＿を付しております。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 

＜１ページ＞ 

1. 平成21年12月期第３四半期の連結業績(平成21年1月1日～平成21年9月30日) 

(2) 連結財政状態 

（訂正前） 

 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 

21年12月期第3四半期 8,739 7,870 89.9 3,545.47 

20年12月期 8,839 8,096 91.5 3,464.22 

（訂正後） 

 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 

21年12月期第3四半期 8,739 7,870 89.9 3,539.17 

20年12月期 8,839 8,096 91.5 3,464.22 

 

＜４ページ＞ 

定性的情報・財務諸表等 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

(3) キャッシュ・フローの状況 

（訂正前） 

（省略） 

①営業活動によるキャッシュ・フロー 

当第３四半期連結会計期間末の営業活動による資金は△609,279千円の減少となりました。これは主に、税

金等調整前当期純利益214,557千円、売上債権の増加△602,108千円、前払費用の増加△333,181千円等による

ものであります。 

②投資活動によるキャッシュ・フロー 

当第３四半期連結会計期間末の投資活動による資金の減少は△1,200,024千円の減少となりました。これは

主に、定期預金の預入による支出△1,038,604千円によるものであります。 

（省略） 

 

（訂正後） 

（省略） 

①営業活動によるキャッシュ・フロー 

当第３四半期連結会計期間末の営業活動による資金は△541,188千円の減少となりました。これは主に、税

金等調整前当期純利益214,557千円、売上債権の増加△602,108千円、前払費用の増加△333,181千円等による

ものであります。 



②投資活動によるキャッシュ・フロー 

当第３四半期連結会計期間末の投資活動による資金は△1,268,114千円の減少となりました。これは主に、

定期預金の預入による支出△1,038,604千円によるものであります。 

  （省略） 

 

＜８ページ＞ 

５．四半期連結財務諸表 

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（訂正前） 

 （単位：千円） 

 

当第３四半期連結累計期間 

（自 平成21年１月１日 

 至 平成21年９月30日） 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

  （省略）  

 仕入債務の増減額（△は減少）  △97,381 

 未払金の増減額（△は減少）  200,534 

 前受金の増減額（△は減少）  △19,013 

 預り金の増減額（△は減少）  774 

 リース資産減損勘定の増減額 △133,219 

 賞与引当金の増減額（△は減少）  4,034 

 その他 △8,983 

 小計 △616,011 

 利息及び配当金の受取額 13,631 

 法人税等の支払額 △6,899 

 営業活動によるキャッシュ・フロー △609,279 

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 △1,038,604 

 有形固定資産の取得による支出 △9,003 

 無形固定資産の取得による支出 △57,675 

  （省略）  

 投資活動によるキャッシュ・フロー △1,200,024 

 

（訂正後） 

 （単位：千円） 

 

当第３四半期連結累計期間 

（自 平成21年１月１日 

 至 平成21年９月30日） 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

  （省略）  

 仕入債務の増減額（△は減少）  △26,844 

 未払金の増減額（△は減少）  198,087 

 前受金の増減額（△は減少）  △19,013 

 預り金の増減額（△は減少）  774 

 長期前払費用の増減額（△は増加） △117,057 

 リース資産減損勘定の増減額（△は減少） △16,135 

 賞与引当金の増減額（△は減少）  4,034 

 その他 △9,009 

 小計 △547,920 

 利息及び配当金の受取額 13,631 

 法人税等の支払額 △6,899 

 営業活動によるキャッシュ・フロー △541,188 

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 △1,038,604 

 有形固定資産の取得による支出 △9,797 

 無形固定資産の取得による支出 △124,971 

  （省略）  

 投資活動によるキャッシュ・フロー △1,268,114 

以上 
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1.  平成21年12月期第3四半期の連結業績（平成21年1月1日～平成21年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 ％

21年12月期第3四半期 4,636 21.8 149 ― 274 ― 367 ―

20年12月期第3四半期 3,804 6.5 △372 ― △393 ― △184 ―

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

21年12月期第3四半期 161.17 ―

20年12月期第3四半期 △78.84 ―

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

21年12月期第3四半期 8,739 7,870 89.9 3,539.17
20年12月期 8,839 8,096 91.5 3,464.22

（参考） 自己資本   21年12月期第3四半期  7,856百万円 20年12月期  8,096百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  

   平成21年12月期の配当原資には、資本剰余金が含まれております。 
   現時点における期末配当の予想は未定であります。 

1株当たり配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年12月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
21年12月期 107.00 0.00 ―

21年12月期 
（予想）

― 107.00

3.  平成21年12月期の連結業績予想（平成21年1月1日～平成21年12月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 6,000 19.0 600 ― 600 ― 600 ― 265.18



4.  その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
（注）詳細につきましては、５ページ「定性的情報・財務諸表 ４．その他」をご覧ください。 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細につきましては、５ページ「定性的情報・財務諸表 ４．その他」をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

（1）本資料に記載されている連結業績予想は発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現
在における仮定を前提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。 
（2）当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基
準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表原則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年12月期第3四半期 2,219,740株 20年12月期  2,334,923株

② 期末自己株式数 21年12月期第3四半期  ―株 20年12月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年12月期第3四半期 2,277,043株 20年12月期第3四半期 2,334,923株



５．四半期連結財務諸表 
（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21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20年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,995,955 6,360,999

売掛金 1,743,321 1,138,877

コンテンツ資産 378,019 469,307

その他 818,405 219,888

貸倒引当金 △66,474 △22,653

流動資産合計 7,869,227 8,166,419

固定資産   

有形固定資産 12,750 13,436

無形固定資産   

その他 223,234 162,946

無形固定資産合計 223,234 162,946

投資その他の資産   

その他 634,603 497,453

貸倒引当金 △203 △1,071

投資その他の資産合計 634,400 496,381

固定資産合計 870,385 672,765

資産合計 8,739,612 8,839,185

負債の部   

流動負債   

買掛金 292,091 342,523

引当金 4,034 －

その他 542,121 354,791

流動負債合計 838,248 697,314

固定負債   

その他 31,339 45,683

固定負債合計 31,339 45,683

負債合計 869,587 742,997

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,102,592 9,017,101

資本剰余金 3,502,759 －

利益剰余金 436,282 △742,633

株主資本合計 8,041,635 8,274,467

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △117,165 △117,265

為替換算調整勘定 △68,424 △68,504

評価・換算差額等合計 △185,589 △185,769

新株予約権 13,979 7,490

純資産合計 7,870,025 8,096,187

負債純資産合計 8,739,612 8,839,185



（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）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 4,636,077

売上原価 1,107,579

売上総利益 3,528,497

販売費及び一般管理費 3,379,339

営業利益 149,157

営業外収益  

物品売却益 44,933

金融派生商品収益 63,373

その他 53,634

営業外収益合計 161,941

営業外費用  

出資金運用損 34,223

その他 2,312

営業外費用合計 36,535

経常利益 274,563

特別利益  

事業譲渡益 4,806

特別利益合計 4,806

特別損失  

貸倒損失 44,234

その他 20,577

特別損失合計 64,812

税金等調整前四半期純利益 214,557

法人税、住民税及び事業税 5,238

法人税等調整額 △157,682

法人税等合計 △152,443

四半期純利益 367,001



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21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利益 214,557

減価償却費 50,896

減損損失 1,791

貸倒引当金の増減額（△は減少） 43,821

固定資産除却損 11,569

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） △264

出資金運用損益（△は益） 34,223

金融派生商品収益 △63,373

受取利息及び受取配当金 △22,576

売上債権の増減額（△は増加） △602,108

たな卸資産の増減額（△は増加） 89,752

未収入金の増減額（△は増加） △47,718

前払費用の増減額（△は増加） △333,181

前渡金の増減額（△は増加） 59,854

仕入債務の増減額（△は減少） △26,844

未払金の増減額（△は減少） 198,087

前受金の増減額（△は減少） △19,013

預り金の増減額（△は減少） 774

長期前払費用の増減額（△は増加） △117,057

リース資産減損勘定の増減額（△は減少） △16,135

賞与引当金の増減額（△は減少） 4,034

その他 △9,009

小計 △547,920

利息及び配当金の受取額 13,631

法人税等の支払額 △6,899

営業活動によるキャッシュ・フロー △541,188

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 △1,038,604

有形固定資産の取得による支出 △9,797

無形固定資産の取得による支出 △124,971

敷金の差入による支出 △45,482

敷金の回収による収入 44,790

差入保証金の差入による支出 △131,871

差入保証金の回収による収入 1,169

投資有価証券の取得による支出 △96,924

投資有価証券の売却による収入 97,189

子会社株式の取得による支出 △23,661

貸付けによる支出 △193,798

貸付金の回収による収入 190,474

金融派生商品の売却による収入 63,373

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,268,114

財務活動によるキャッシュ・フロー  

自己株式の取得による支出 △349,996

配当金の支払額 △242,106

財務活動によるキャッシュ・フロー △592,103

現金及び現金同等物に係る換算差額 △844

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,402,250

現金及び現金同等物の期首残高 6,360,999



現金及び現金同等物の四半期末残高 3,958,748




