
 

  

平成24年２月20日 

各 位 
 

  

  

平成23年２月28日に開示いたしました『「平成22年10月期 第２四半期決算短信」の一部訂正及び追加に

ついて』の記載内容に一部訂正を要する箇所がありましたので、下記の通りお知らせいたします。 

  

記 
  

本日発表しました「過年度決算の訂正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

  

・「平成22年10月期 第２四半期決算短信」の一部訂正及び追加について 

 訂正箇所につきましては、＿（下線）を付して表示しております。 

  

以 上 

  

  

会 社 名 スリープログループ株式会社

本社所在地 東京都新宿区西新宿七丁目21番３号

代 表 者 代 表 取 締 役 関 戸  明 夫

（コード番号 ２３７５、 東証マザーズ）

問 合 せ 先 執行役員ＣＦＯ 古 野  孝 志

( Ｔ Ｅ Ｌ ０ ３ － ６ ８ ３ ２ － ３ ２ ６ ０ )

（再訂正）「平成22年10月期 第２四半期決算短信」の一部訂正について

１．訂正の理由

２．訂正内容
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（訂正前） 
 

 

 

 

 

 

 
  

(百万円未満切捨て) 

 
(％表示は対前年同四半期増減率) 

 
  

 
  

 

 

 
  

 
(注) 配当予想の当四半期における修正の有無 ： 無 

  

(％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 ： 有 

  

  

平成22年10月期 第２四半期決算短信
平成22年６月14日

上 場 会 社 名 スリープログループ株式会社 上場取引所 東

コ ー ド 番 号 2375 URL http://www.threepro.co.jp/

代  表  者 (役職名)代表取締役 (氏名)髙野 研
問合せ先責任者 (役職名)執行役員社長室長 (氏名)佐々木 隆宏 TEL  (03)6832 3260

四半期報告書提出予定日 平成22年６月14日 配当支払開始予定日  ─

1. 平成22年10月期第２四半期の連結業績（平成21年11月１日～平成22年４月30日）

 (1) 連結経営成績(累計)

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10月期第２四半期 5,732 5.6 149 527.0 152 321.6 131 ─
21年10月期第２四半期 5,430 9.2 23 △84.5 36 △75.5 △224 ─

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10月期第２四半期 7,670 52 7,667 62
21年10月期第２四半期 △12,379 06 ─

 (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

22年10月期第２四半期 7,038 1,188 16.9 68,491 42
21年10月期 4,009 986 24.6 57,842 17

(参考) 自己資本 22年10月期第２四半期 1,188百万円 21年10月期 986百万円

2. 配当の状況

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

21年10月期 ─ ─ ─ 0 00 0 00

22年10月期 ─ ─

22年10月期(予想) ─ ─ ─

3. 平成22年10月期の連結業績予想（平成21年11月１日～平成22年10月31日）

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 13,000 29.6 100 861.7 130 262.4 50 ─ 2,911 21
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（１） 経営成績の分析 

（３ページ） 

（訂正前） 

これらの結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は57億32百万円（前年同期比5.6％増）、売上総利益

14億９百万円（前年同期比17.0％増）、営業利益１億49百万円（前年同期比527.0％増）、経常利益１億52

百万円（前年同期比321.6％増）、税引後当期純利益は１億31百万円（前年同期は２億24百万円の純損失）

となりました。 

  

 
  

（訂正後） 

これらの結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は57億32百万円（前年同期比5.6％増）、売上総利益

14億９百万円（前年同期比17.0％増）、営業利益１億49百万円（前年同期比527.0％増）、経常利益１億52

百万円（前年同期比321.6％増）、税引後四半期純利益は50百万円（前年同期は２億24百万円の純損失）と

なりました。 

  

 
  

・定性的情報・財務諸表等

1. 連結経営成績に関する定性的情報

■連結業績 単位：百万円

平成21年10月期
第２四半期連結累計期間

平成22年10月期
第２四半期連結累計期間

対前年同四半期
増減率（％）

売上高 5,430 5,732 5.6

売上総利益 1,205 1,409 17.0

販売費及び一般管理費 1,181 1,271 6.7

営業利益または営業損失（△） 23 149 527.0

経常利益 36 152 321.6

税引後四半期純利益又は四半期純損失
（△）

△224 131 ─

(注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

■連結業績 単位：百万円

平成21年10月期
第２四半期連結累計期間

平成22年10月期
第２四半期連結累計期間

対前年同四半期
増減率（％）

売上高 5,430 5,732 5.6

売上総利益 1,205 1,409 17.0

販売費及び一般管理費 1,181 1,271 6.7

営業利益 23 149 527.0

経常利益 36 152 321.6

税引後四半期純利益又は四半期純損失
（△）

△224 50 ─

(注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

スリープログループ㈱ (2375) 平成22年10月期 第２四半期決算短信
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（４ページ） 

（訂正前） 

 当第２四半期連結累計期間の業績に関する主な増減要因は、次の通りであります。 

 （a)売上高 57億32百万円 

  前年同四半期と比較して３億１百万円（前年同期比5.6％増）増加しました。これは主にアビバの 

  子会社化により教育支援事業の売上高が５億44百万円増加したことによるものです。一方、ＢＰ 

  Ｏ事業の売上高は受注環境回復の遅れにより伸び悩みました。 

 （b）売上総利益 14億９百万円 

  前年同四半期と比較して２億４百万円（前年同期比17.0％増）増加しました。これは主に売上高 

  の増加に伴うものですが、ＢＰＯ事業においては、原価の抑制が進んだ結果であります。 

 （c）販売費及び一般管理費 12億60百万円 

  前年同四半期と比較して78百万円（前年同期比6.7％増）増加しました。これは主にアビバの子会 

  化に伴うものであります。 

 （d）営業利益 １億49百万円 

  前年同四半期と比較して、１億25百万円（前年同期比527.0％増）増加しました。 

 （e）経常利益 １億52百万円 

  前年同四半期と比較して１億16百万円（前年同期比321.6％増）増加しました。 

 （f）税引後四半期純利益 １億31百万円 

  前年同四半期と比較して３億56百万円（前年同期は、２億24百万円の税引後四半期純損失）増加 

  しました。 

  

（訂正後） 

 当第２四半期連結累計期間の業績に関する主な増減要因は、次の通りであります。 

 （a)売上高 57億32百万円 

  前年同四半期と比較して３億１百万円（前年同期比5.6％増）増加しました。これは主にアビバの 

  子会社化により教育支援事業の売上高が５億44百万円増加したことによるものです。一方、ＢＰ 

  Ｏ事業の売上高は受注環境回復の遅れにより伸び悩みました。 

 （b）売上総利益 14億９百万円 

  前年同四半期と比較して２億４百万円（前年同期比17.0％増）増加しました。これは主に売上高 

  の増加に伴うものですが、ＢＰＯ事業においては、原価の抑制が進んだ結果であります。 

 （c）販売費及び一般管理費 12億60百万円 

  前年同四半期と比較して78百万円（前年同期比6.7％増）増加しました。これは主にアビバの子会 

  化に伴うものであります。 

 （d）営業利益 １億49百万円 

  前年同四半期と比較して、１億25百万円（前年同期比527.0％増）増加しました。 

 （e）経常利益 １億52百万円 

  前年同四半期と比較して１億16百万円（前年同期比321.6％増）増加しました。 

 （f）税引後四半期純利益 50百万円 

  前年同四半期と比較して２億74百万円（前年同期は、２億24百万円の税引後四半期純損失）増加 

  しました。 

スリープログループ㈱ (2375) 平成22年10月期 第２四半期決算短信
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（６ページ） 

(訂正前) 

（資産、負債及び純資産の状況） 

 ①資産  

  当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて30億29百万円増加(75.5 

  ％増）し、70億38百万円になりました。  

 ②負債  

  当第２四半期連結会計期間末の総負債は、前連結会計年度末に比べて28億26百万円増加 

  （93.5％増）し、58億50百万円になりました。  

 ③純資産  

  当第２四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べて２億２百万円増加  

  （20.5％増）し、11億88百万円になりました。  

   なお、資産並びに負債の増加の主な要因は、３「関係会社の状況」ならびに（企業結合等関  

  係）に記載のとおり、平成22年３月31日の株式会社アビバの完全子会社化等の連結の範囲の 

  変更によるものであります。    

 この結果自己資本比率は、前連結会計年度末に比べて、7.7％減少し、16.9％となりました。 

  

(訂正後) 

（資産、負債及び純資産の状況） 

 ①資産  

  当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて29億47百万円増加(73.5 

  ％増）し、69億57百万円になりました。  

 ②負債  

  当第２四半期連結会計期間末の総負債は、前連結会計年度末に比べて28億26百万円増加 

  （93.5％増）し、58億50百万円になりました。  

 ③純資産  

  当第２四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べて１億20百万円増加  

  （12.2％増）し、11億７百万円になりました。  

   なお、資産並びに負債の増加の主な要因は、３「関係会社の状況」ならびに（企業結合等関  

  係）に記載のとおり、平成22年３月31日の株式会社アビバの完全子会社化等の連結の範囲の 

  変更によるものであります。    

 この結果自己資本比率は、前連結会計年度末に比べて、8.7％減少し、15.9％となりました。 

2. 連結財政状態に関する定性的情報

スリープログループ㈱ (2375) 平成22年10月期 第２四半期決算短信
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(訂正前) 

 
  

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２四半期連結会計期間末
(平成22年４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21年10月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,364,039 890,982

受取手形及び売掛金 1,389,055 1,228,152

有価証券 95,000 95,000

商品及び製品 59,507 14,631

仕掛品 1,308 3,332

未成工事支出金 243,101 220,233

原材料及び貯蔵品 3,776 752

その他 418,420 449,509

貸倒引当金 △17,474 △21,078

流動資産合計 3,556,734 2,881,515

固定資産

有形固定資産 333,100 151,542

無形固定資産

のれん 1,529,946 234,979

その他 128,885 46,496

無形固定資産合計 1,658,832 281,476

投資その他の資産

差入保証金 833,908 275,415

その他 783,889 535,526

貸倒引当金 △127,812 △115,949

投資その他の資産合計 1,489,985 694,993

固定資産合計 3,481,917 1,128,012

資産合計 7,038,652 4,009,528

スリープログループ㈱ (2375) 平成22年10月期 第２四半期決算短信
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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４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21年10月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 150,667 83,448

短期借入金 － 650,000

1年内返済予定の長期借入金 531,161 489,747

未払金 1,058,477 661,218

未払法人税等 107,690 25,937

前受金 2,327,558 2,276

仮受金 79,905 －

賞与引当金 22,742 22,009

教室閉鎖損失引当金 42,246 －

その他 478,397 245,360

流動負債合計 4,798,847 2,179,999

固定負債

長期借入金 668,874 750,966

退職給付引当金 118,761 6,235

役員退職慰労引当金 15,847 －

その他 247,721 85,885

固定負債合計 1,051,204 843,088

負債合計 5,850,052 3,023,087

純資産の部

株主資本

資本金 1,002,602 1,002,602

資本剰余金 108,359 515,207

利益剰余金 197,092 △345,823

自己株式 △140,395 △163,537

株主資本合計 1,167,657 1,008,447

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 20,942 △22,007

評価・換算差額等合計 20,942 △22,007

純資産合計 1,188,600 986,440

負債純資産合計 7,038,652 4,009,528

スリープログループ㈱ (2375) 平成22年10月期 第２四半期決算短信
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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４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21年10月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,364,039 890,982

受取手形及び売掛金 1,389,055 1,228,152

有価証券 95,000 95,000

商品及び製品 59,507 14,631

仕掛品 1,308 3,332

未成工事支出金 243,101 220,233

原材料及び貯蔵品 3,776 752

その他 418,420 449,509

貸倒引当金 △17,474 △21,078

流動資産合計 3,556,734 2,881,515

固定資産

有形固定資産 333,100 151,542

無形固定資産

のれん 1,529,946 234,979

その他 128,885 46,496

無形固定資産合計 1,658,832 281,476

投資その他の資産

差入保証金 833,908 275,415

その他 702,531 535,526

貸倒引当金 △127,812 △115,949

投資その他の資産合計 1,408,626 694,993

固定資産合計 3,400,559 1,128,012

資産合計 6,957,294 4,009,528

負債の部

流動負債

買掛金 150,667 83,448

短期借入金 － 650,000

1年内返済予定の長期借入金 531,161 489,747

未払金 1,058,477 661,218

未払法人税等 107,690 25,937

前受金 2,327,558 2,276

仮受金 79,905 －

賞与引当金 22,742 22,009

教室閉鎖損失引当金 42,246 －

その他 478,397 245,360

流動負債合計 4,798,847 2,179,999

固定負債

長期借入金 668,874 750,966

退職給付引当金 118,761 6,235

役員退職慰労引当金 15,847 －

その他 247,721 85,885

固定負債合計 1,051,204 843,088

負債合計 5,850,052 3,023,087

スリープログループ㈱ (2375) 平成22年10月期 第２四半期決算短信
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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４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21年10月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,002,602 1,002,602

資本剰余金 108,359 515,207

利益剰余金 115,733 △345,823

自己株式 △140,395 △163,537

株主資本合計 1,086,299 1,008,447

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 20,942 △22,007

評価・換算差額等合計 20,942 △22,007

純資産合計 1,107,241 986,440

負債純資産合計 6,957,294 4,009,528

スリープログループ㈱ (2375) 平成22年10月期 第２四半期決算短信
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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20年11月１日
至 平成21年４月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成21年11月１日
 至 平成22年４月30日)

売上高 5,430,348 5,732,320

売上原価 4,224,730 4,322,323

売上総利益 1,205,618 1,409,996

販売費及び一般管理費 1,181,792 1,260,606

営業利益 23,825 149,389

営業外収益

受取利息 8,464 13,837

受取配当金 407 566

受取手数料 14,129 4,017

業務受託料 20,000 10,000

賃貸収入 1,670 10,020

その他 6,783 6,878

営業外収益合計 51,454 45,320

営業外費用

支払利息 16,217 19,060

賃借料 20,000 10,000

賃貸収入原価 1,159 6,955

その他 1,619 5,739

営業外費用合計 38,996 41,755

経常利益 36,283 152,954

特別利益

過年度損益修正益 － 27,000

賞与引当金戻入額 5,383 9,409

合意解約金 39,403 19,000

投資有価証券売却益 － 1,173

事業譲渡益 10,000 －

その他 1,851 15

特別利益合計 56,638 56,599

特別損失

前期損益修正損 10,600 －

固定資産除却損 935 917

のれんの減損損失 223,794 12,358

貸倒引当金繰入額 35,462 －

投資有価証券評価損 212 17,028

その他 － 1,817

特別損失合計 271,005 32,121

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純
損失（△）

△178,082 177,432

法人税、住民税及び事業税 22,970 52,416

法人税等調整額 23,498 △6,725

法人税等合計 46,469 45,691

四半期純利益又は四半期純損失（△） △224,552 131,741

スリープログループ㈱ (2375) 平成22年10月期 第２四半期決算短信
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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20年11月１日
至 平成21年４月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成21年11月１日
 至 平成22年４月30日)

売上高 5,430,348 5,732,320

売上原価 4,224,730 4,322,323

売上総利益 1,205,618 1,409,996

販売費及び一般管理費 1,181,792 1,260,606

営業利益 23,825 149,389

営業外収益

受取利息 8,464 13,837

受取配当金 407 566

受取手数料 14,129 4,017

業務受託料 20,000 10,000

賃貸収入 1,670 10,020

その他 6,783 6,878

営業外収益合計 51,454 45,320

営業外費用

支払利息 16,217 19,060

賃借料 20,000 10,000

賃貸収入原価 1,159 6,955

その他 1,619 5,739

営業外費用合計 38,996 41,755

経常利益 36,283 152,954

特別利益

過年度損益修正益 － 27,000

賞与引当金戻入額 5,383 9,409

合意解約金 39,403 19,000

投資有価証券売却益 － 1,173

事業譲渡益 10,000 －

その他 1,851 15

特別利益合計 56,638 56,599

特別損失

前期損益修正損 10,600 －

固定資産除却損 935 917

のれんの減損損失 223,794 12,358

貸倒引当金繰入額 35,462 －

投資有価証券評価損 212 98,386

その他 － 1,817

特別損失合計 271,005 113,479

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純
損失（△）

△178,082 96,074

法人税、住民税及び事業税 22,970 52,416

法人税等調整額 23,498 △6,725

法人税等合計 46,469 45,691

四半期純利益又は四半期純損失（△） △224,552 50,382
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(訂正前) 

 
  

【第２四半期連結会計期間】

(単位：千円)

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

当第２四半期連結会計期間
(自 平成22年２月１日
 至 平成22年４月30日)

売上高 2,708,315 3,248,523

売上原価 2,117,757 2,414,394

売上総利益 590,557 834,128

販売費及び一般管理費 574,095 695,138

営業利益 16,461 138,990

営業外収益

受取利息 8,081 7,008

受取配当金 4 1

受取手数料 8,040 1,006

業務受託料 20,000 －

賃貸収入 1,670 5,010

その他 1,792 3,092

営業外収益合計 39,589 16,119

営業外費用

支払利息 7,458 9,276

賃借料 20,000 －

賃貸収入原価 1,159 3,477

その他 521 3,292

営業外費用合計 29,138 16,046

経常利益 26,912 139,063

特別利益

賞与引当金戻入額 4,251 2,892

投資有価証券売却益 － 1,173

事業譲渡益 5,000 －

その他 1,800 15

特別利益合計 11,051 4,082

特別損失

前期損益修正損 10,600 －

固定資産除却損 935 －

のれんの減損損失 223,794 6,000

貸倒引当金繰入額 35,462 －

その他 － 736

特別損失合計 270,792 6,736

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純
損失（△）

△232,828 136,409

法人税、住民税及び事業税 10,088 33,015

法人税等調整額 11,615 △4,040

法人税等合計 21,703 28,975

四半期純利益又は四半期純損失（△） △254,532 107,434
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(訂正後) 

(単位：千円)

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

当第２四半期連結会計期間
(自 平成22年２月１日
 至 平成22年４月30日)

売上高 2,708,315 3,248,523

売上原価 2,117,757 2,414,394

売上総利益 590,557 834,128

販売費及び一般管理費 574,095 695,138

営業利益 16,461 138,990

営業外収益

受取利息 8,081 7,008

受取配当金 4 1

受取手数料 8,040 1,006

業務受託料 20,000 －

賃貸収入 1,670 5,010

その他 1,792 3,092

営業外収益合計 39,589 16,119

営業外費用

支払利息 7,458 9,276

賃借料 20,000 －

賃貸収入原価 1,159 3,477

その他 521 3,292

営業外費用合計 29,138 16,046

経常利益 26,912 139,063

特別利益

賞与引当金戻入額 4,251 2,892

投資有価証券売却益 － 1,173

事業譲渡益 5,000 －

その他 1,800 15

特別利益合計 11,051 4,082

特別損失

前期損益修正損 10,600 －

固定資産除却損 935 －

のれんの減損損失 223,794 6,000

貸倒引当金繰入額 35,462 －

投資有価証券評価損 － 81,566

その他 － 527

特別損失合計 270,792 88,094

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純
損失（△）

△232,828 55,051

法人税、住民税及び事業税 10,088 33,015

法人税等調整額 11,615 △4,040

法人税等合計 21,703 28,975

四半期純利益又は四半期純損失（△） △254,532 26,075
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(訂正前) 

 
  

（省略） 

(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20年11月１日
至 平成21年４月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成21年11月１日
至 平成22年４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又は税金等調整前四
半期純損失（△）

△178,082 177,432

減価償却費 28,284 38,219

のれん償却額 39,976 36,247

のれんの減損損失 223,794 12,358

事業譲渡損益（△は益） △10,000 －

合意解約金（△は益） △30,347 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 60,667 8,260

賞与引当金の増減額（△は減少） △26,430 732

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,287 2,751

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） － 514

受取利息及び受取配当金 △8,871 △14,404

支払利息 16,217 19,060

投資有価証券評価損益（△は益） － 17,028

売上債権の増減額（△は増加） 239,604 △13,420

たな卸資産の増減額（△は増加） 3,205 △15,815

仕入債務の増減額（△は減少） △36,532 17,012

未払金の増減額（△は減少） △74,924 △1,756

前受金の増減額（△は減少） － 21,013

その他 26,144 △19,254

小計 271,418 285,980

利息及び配当金の受取額 6,447 11,865

利息の支払額 △16,298 △19,317

不法原因給付による仮受金 － 70,391

法人税等の還付額 86,393 48,832

法人税等の支払額 △74,463 △20,793

営業活動によるキャッシュ・フロー 273,497 376,959

スリープログループ㈱ (2375) 平成22年10月期 第２四半期決算短信
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(訂正後) 

 
（省略） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成20年11月１日
至 平成21年４月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成21年11月１日
至 平成22年４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又は税金等調整前四
半期純損失（△）

△178,082 96,074

減価償却費 28,284 38,219

のれん償却額 39,976 36,247

のれんの減損損失 223,794 12,358

事業譲渡損益（△は益） △10,000 －

合意解約金（△は益） △30,347 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 60,667 8,260

賞与引当金の増減額（△は減少） △26,430 732

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,287 2,751

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） － 514

受取利息及び受取配当金 △8,871 △14,404

支払利息 16,217 19,060

投資有価証券評価損益（△は益） － 98,386

売上債権の増減額（△は増加） 239,604 △13,420

たな卸資産の増減額（△は増加） 3,205 △15,815

仕入債務の増減額（△は減少） △36,532 17,012

未払金の増減額（△は減少） △74,924 △1,756

前受金の増減額（△は減少） － 21,013

その他 26,144 △19,254

小計 271,418 285,980

利息及び配当金の受取額 6,447 11,865

利息の支払額 △16,298 △19,317

不法原因給付による仮受金 － 70,391

法人税等の還付額 86,393 48,832

法人税等の支払額 △74,463 △20,793

営業活動によるキャッシュ・フロー 273,497 376,959

スリープログループ㈱ (2375) 平成22年10月期 第２四半期決算短信

16



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


