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（訂正・数値データ訂正）「平成21年12月期 第２四半期 

決算短信（非連結）」の一部訂正について 

 

 

 

当社は、平成23年12月13日付の「第三者調査委員会報告書の受領に関するお知らせ」に

てお知らせしたとおり、平成18年から平成21年の旧経営陣の共謀と外部の協力者の協力の

もとで、不適切な会計処理が行われておりました。このため、当該不適切な会計処理につ

いて、過年度に遡及して訂正処理を行い、平成21年８月12日付「平成21年12月期 第２四

半期決算短信」の訂正作業が完了しましたので、訂正後の「平成21年12月期 第２四半期

決算短信」をお知らせいたします。 

なお、訂正箇所が多数に上るため、訂正後の全文を添付し、訂正箇所には、下線  を

付して表示しております。 

                                         

           以 上 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

【訂正後】平成21年12月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（非連結） 

平成21年8月12日 

上場取引所  札 

 

上場会社名 株式会社 テラネッツ            

コード番号 2140 URL  http://terranetz.com 

代表者     （役職名） 代表取締役社長      （氏名）岡田 圭治 

問合せ先責任者 （役職名） 取締役管理部長     （氏名）岡久 勉           TEL 011-876-9544 

四半期報告書提出予定日     平成21年8月12日 

配当支払開始予定日          ― 

 

 

（百万円未満切捨て） 

1. 平成21年12月期第2四半期の業績（平成21年1月1日～平成21年6月30日） 

 (1) 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 

 
21年12月期第2四半期 
20年12月期第2四半期 

百万円 

305 
 210 

％ 

― 
14.1 

百万円 

17 
△30 

％ 

ー 

ー 

百万円 

13 
△28 

％ 

ー 

ー 

百万円 

△20 
△36 

％ 

ー 

ー 

 

 

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 

  

21年12月期第2四半期 

20年12月期第2四半期 

円  銭 

△673.42 
△1,836.94 

  円   銭 

ー   ー 

ー   ー 

 
(2) 財政状態 
 総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産 

 
21年12月期第2四半期 
20年12月期  

百万円 

341 
231 

百万円 

△426 
△521 

％ 

△124.9 
△225.1 

円 銭 

△10,864.71 
△26,181.43 

（参考） 自己資本    21年12月期第2四半期 △426百万円        20年12月期 △521百万円 
 
2. 配当の状況 
 一株当たり配当金 

第1四半期 第2四半期 第3四半期 期末 合計 
  

20年12月期 
21年12月期 

円 銭 
ー 
ー 

円 銭 
0.00 
0.00 

円 銭 
ー 

円 銭 
0.00 

円 銭 
0.00 

   
21年12月期(予想)   ー 0.00 0.00 
（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無 
 

3. 平成21年12月期の業績予想（平成21年1月1日～平成21年12月31日） 

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無 無 

 業績予想につきましては、現時点において、投資家の皆様に誤解されない適切な予想の開示が困難であるため、業績予想の公表を控えさせてい

ただいております。 

 合理的に予想することが可能となった場合には速やかに業績予想を公表いたします。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4. その他 

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 有 
（注）詳細は、4ページ【定性的情報・財務諸表等】4.その他をご覧ください。 

 

(2) 四半期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） 
 ① 会計基準等の改正に伴う変更         有 
② ①以外の変更                       無 
（注）詳細は、4ページ【定性的情報・財務諸表等】4.その他をご覧ください。 

 
(3) 発行済株式数（普通株式） 
① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 

② 期末自己株式数 

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 

21年12月期第2四半期 39,220株 20年12月期 19,920株 

21年12月期第2四半期 ー株 20年12月期 ー株 

21年12月期第2四半期 30,263株 20年12月期第2四半期 19,920株 

 
 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 平成21年2月27日に株式会社チャリロトが第三者割当増資を実施し、当社の連結子会社でなくなったことから、
当社に連結すべき子会社が存在しないため、当期より連結財務諸表は作成しておりません。 
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定性的情報・財務諸表等 
１．経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、昨年来の世界的な景気減速を背景とした企業収益の悪

化や設備投資の減少が継続しており、家計における雇用・所得情勢の悪化が懸念され、個人消費も低調

に推移いたしました。 

当社の事業を取り巻く環境においては、国内のインターネット環境が、高速回線の普及、次世代ネット

ワークの商用サービス提供地域の拡大、及びモバイルデータ通信の高速化・定額制の普及等により、一

般家庭の日常生活にまで浸透し、デジタルコンテンツの需要がさらに高まりつつあります。 

このような事業環境のもと、当社のデジタルコンテンツ事業におきましては、前事業年度に引き続き、

企業向け営業の業務と一般顧客向けサービスの業務とを明確に区分し、更なるデジタルコンテンツの需

要に応えるべく体制の整備を行いました。企業向け営業では、制作コンテンツの質的向上、制作体制の

強化、継続取引先との取引額の拡大及び新規取引先の開拓を行いました。特に、携帯コンテンツの運営・

配信会社に対し企画提案を行い、当社のコンテンツ素材を利用した協業型の案件の獲得に注力いたしま

した。一般顧客向けサービスでは、運営コンテンツの選択と集中を行い、成長性のあるコンテンツに経

営資源を投入したことにより、会員数、売上高ともに堅調に推移しております。 

一方、広告宣伝費及び、制作体制の強化に伴う人件費の増加により販売費及び一般管理費が増加しま

した。  

その結果、当第２四半期累計期間における当社の売上高は 305,337 千円、経常利益は 13,665 千円、四

半期純損失は 20,379 千円となりました。 

なお、平成 21 年２月 27 日に株式会社チャリロトが第三者割当増資を実施し、当社の連結子会社でな

くなったことから、当社に連結すべき子会社が存在しないため、第１四半期会計期間より連結財務諸表

は作成しておりません。  

  

 

 ２．財政状態に関する定性的情報 
（１）資産、負債及び純資産の状況 

当第２四半期会計期間末における総資産は 341,237 千円（前期末 231,672 千円）で前期末比 109,565

千円増加しました。 

そのうち流動資産は、255,242 千円（前期末 144,873 千円）で前期末比 110,369 千円増加、固定資産

は 85,994 千円（前期末 86,798 千円）で前期末比 803 千円減少となりました。 

これに対する当第２四半期会計期間末の負債合計は、767,351 千円（前期末 753,206 千円）で前期末

比 14,145千円増加しました。そのうち流動負債は 318,766千円（前期末 363,549千円）で前期末比 44,783

千円減少、固定負債は 448,585 千円（前期末 389,656 千円）で前期末比 58,928 千円増加となりました。 

当第２四半期末の純資産は、△426,113 千円（前期末△521,534 千円）で前期末比 95,420 千円増加、自

己資本比率は△124.9％となり、その結果、１株当たり純資産額は△10,864.71 円となりました。  

（２）キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は第１四半期会計期

間末と比較して 56,620 千円減少し、172,979 千円となりました。なお、当第２四半期累計期間における

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によるキャッシュ・フローは 10,021 千円の資金の減少となりました。これは主に、貸倒引当

金が 24,855 千円増加したものの、破産更生債権等が 32,329 千円増加したことによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動によるキャッシュ・フローは 1,316 千円の資金の減少となりました。これは主に貸付金の回

収による収入 10,441 千円があったものの、有形固定資産 9,104 千円の取得及び無形固定資産 1,792 千円

の取得による支出があったことによるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動によるキャッシュ・フローは 118,229 千円の資金の増加となりました。これは主に株式の発

行による収入 115,800 千円があったことによるものであります。 
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３．業績予想に関する定性的情報 
当社では、現時点において投資家の皆様に誤解されない適切な予想の開示が困難であると判断したた

め、平成 21 年 12 月期の業績予想の公表を控えさせていただいております。 

合理的に予想することが可能となった場合には、速やかに業績予想を公表いたします。  

    

    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） 

第１四半期会計期間において連結子会社であった株式会社チャリロトは、平成 21 年２月 27 日を払込期日とす

る第三者割当増資を実施したため連結子会社ではなくなりました。 

 

（２）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

簡便な会計処理 

ａ． 棚卸資産の評価方法 

当第２四半期会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前事業年度末の実地棚卸高を基礎

として合理的な方法により算定する方法によっております。  

ｂ． 固定資産の減価償却の算定方法 

定率法を採用している資産については、事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によっ

ております。  

  

（３）四半期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 

① 四半期財務諸表に関する会計基準の適用  

当事業年度より「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、「四半期財務諸表等

規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

② 棚卸資産の評価基準及び評価方法 

 通常の販売目的で保有する棚卸資産については、従来、移動平均法による原価法によっておりましたが、

第１四半期会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（「企業会計基準第９号 平成 18 年７月５日）

が適用されたことに伴い、移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価

切下げの方法）により算定しております。 

 なお、これによる損益に与える影響はありません。 

③ リース取引に関する会計基準の適用 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第 13 号（平成５年６月 17日（企業会計審

議会第一部会）、平成 19 年３月 30 日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第 16 号（平成６年１月 18 日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成 19 年３月 30 日改正））

が平成 20 年４月１日以後開始する事業年度に係る四半期財務諸表から適用することができることになったこ

とに伴い、第１四半期会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によってお

ります。 

 また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間

を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法を採用しております。 

 なお、リース取引開始日が適用開始初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。 

 これによる損益に与える影響はありません。  
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 ５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円） 

    
当第 2四半期会計期間末 
(平成 21 年 6月 30 日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成 20 年 12 月 31 日) 

資産の部   
 流動資産   
  現金及び預金 172,979 66,088 

  売掛金 63,406 56,931 

  商品及び製品 4,778 4,786 

  その他 16,624 17,087 

  貸倒引当金 △2,546 △19 

  流動資産合計 255,242 144,873 

 固定資産   
  有形固定資産 43,123 43,037 

  無形固定資産   
   ソフトウエア 27,144 31,928 

   （削除） （削除） （削除） 

   その他 2,045 395 

   無形固定資産合計 29,190 32,324 

  投資その他の資産   
   関係会社長期貸付金 537,741 547,741 

   破産更生債権等 62,329 30,000 

   その他 13,681 11,437 

   貸倒引当金 △600,071 △577,741 

   投資その他の資産合計 13,681 11,437 

  固定資産合計 85,994 86,798 

 資産合計 341,237 231,672 

負債の部   
 流動負債   
  短期借入金 230,000 290,000 

  1 年内返済予定の長期借入金 30,324 22,320 

  未払法人税等 2,112 1,568 

  その他 56,329 49,661 

  流動負債合計 318,766 363,549 

 固定負債   
  長期借入金 159,626 103,318 

  債務保証損失引当金 251,584 242,584 

  その他 37,374 43,753 

  固定負債合計 448,585 389,656 

 負債合計 767,351 753,206 

純資産の部   
 株主資本   
  資本金 625,400 567,500 

  資本剰余金 194,714 136,814 

  利益剰余金 △1,246,228 △1,225,848 

  株主資本合計 △426,113 △521,534 

 純資産合計 △426,113 △521,534 

負債純資産合計 341,237 231,672 
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（２）四半期損益計算書 
（第 2四半期累計期間） 

（単位：千円） 

  

当第 2四半期累計期間 
(自 平成 21 年１月１日 

 至 平成 21 年 6月 30 日)    

売上高 305,337 

売上原価 108,740 

売上総利益 196,597 

販売費及び一般管理費 178,652 

営業利益 17,944 

営業外収益  

 受取利息 83 

 営業外収益合計 83 

営業外費用  

 支払利息 4,088 

 （削除） （削除） 

 株式交付費 273 

 その他 1 

 営業外費用合計 4,363 

経常利益 13,665 

特別損失  
 貸倒損失 119 

 貸倒引当金繰入額 23,329 

 債務保証損失引当金繰入額 9,000 

 不正損失 630 

 特別損失合計 33,078 

税引前四半期純損失（△） △19,413 

法人税、住民税及び事業税 966 

法人税等合計 966 

四半期純損失（△） △20,379 
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 
（単位：千円） 

  

当第 2四半期累計期間 
(自 平成 21 年１月１日 

 至 平成 21 年 6月 30 日)    

営業活動によるキャッシュ・フロー  
 税引前四半期純損失（△） △19,413 

 減価償却費 13,945 

 貸倒損失 119 

 （削除） （削除） 

 不正損失 630 

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 24,855 

 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） 9,000 

 受取利息及び受取配当金 △83 

 支払利息 4,088 

 売上債権の増減額（△は増加） △6,594 

 破産更生債権等の増減額（△は増加） △32,329 

 たな卸資産の増減額（△は増加） △268 

 外注未払金の増減額（△は減少） 402 

 未払金の増減額（△は減少） △82 

 （削除） （削除） 

 （削除） （削除） 

 未払消費税等の増減額（△は減少） 2,703 

 その他 △2,114 

 小計 △5,140 

 利息及び配当金の受取額 83 

 利息の支払額 △3,754 

 不正による支出額 △630 

 法人税等の支払額 △580 

 営業活動によるキャッシュ・フロー △10,021 

投資活動によるキャッシュ・フロー  

 有形固定資産の取得による支出 △9,104 

 無形固定資産の取得による支出 △1,792 

 貸付けによる支出 △1,300 

 貸付金の回収による収入 10,441 

 敷金及び保証金の回収による収入 440 

 （削除） （削除） 

 投資活動によるキャッシュ・フロー △1,316 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

 短期借入金の返済による支出 △60,000 

 長期借入れによる収入 80,000 

 長期借入金の返済による支出 △15,688 

 株式の発行による収入 115,800 

 リース債務の返済による支出 △1,882 

 財務活動によるキャッシュ・フロー 118,229 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 106,891 

現金及び現金同等物の期首残高 66,088 

現金及び現金同等物の四半期末残高 172,979 
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（４）継続企業の前提に関する注記 

当社は、前事業年度において、多額の貸倒引当金を繰入れた結果、521 百万円の債務超過の状態になりまし

た。当第 2四半期累計期間におきましては、第三者割当増資の実施による株主資本の増強並びに第 1四半期会

計期間に引き続き営業キャッシュ・フローを改善するための諸施策を実行することにより債務超過のマイナス

幅は逓減しております。しかしながら、当第 2四半期会計期間末日現在におきましても、依然 426 百万円の債

務超過の状態にあります。これにより、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しています。 

当社は、早期の債務超過の解消をはかるべく収益の拡大並びに営業キャッシュ・フローの改善を通して財務

基盤の強化を推進いたします。収益拡大の具体案としては、デジタルコンテンツ事業の法人向け営業を強化し、

協業他者とパートナーシップ契約を締結し、その収益を分かち合う売上レベニューシェア型の案件獲得に注力

いたします。 

また、関連会社の第三者割当増資等により、貸付金の一部を当事業年度内に回収することも見込まれており

ます。しかし、これらの対応策は実施途上であり、現時点では重要な不確実性が認められます。 

  なお、四半期財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な不確実性の影響を四半期

財務諸表には反映していません。 

 

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

当社は、第１四半期会計期間において、平成 21 年３月 10 日開催の取締役会において、第三者割当増資の決

議を行い、新株を発行いたしました。 

この結果、当第２四半期累計期間において資本金が 57,900 千円、資本準備金が 57,900 千円それぞれ増加し、

当第２四半期会計期間末において資本金が 625,400 千円、資本準備金が 194,400 千円となっております。  
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「参考資料」 
前年同四半期に係る財務諸表 
（１）中間損益計算書 

  

前中間会計期間 

（自 平成 20 年１月１日 

至 平成 20 年６月 30 日） 

区分 金額（千円） 百分比（％） 

Ⅰ 売上高          210,448   100.0 

Ⅱ 売上原価          86,901   41.3 

売上総利益          123,547 58.7 

Ⅲ 販売費及び一般管理費          154,076   73.2 

営業損失（△）       △30,528  △14.5 

Ⅳ 営業外収益          7,157  3.4 

Ⅴ 営業外費用          4,754   2.3 

経常損失（△）          △28,125  △13.4 

Ⅵ 特別利益          ―  ― 

Ⅶ 特別損失          2,209 1.0 

税引前中間純損失

（△） 
         △30,335 

△14.4 

 

法人税、住民税及び

事業税 
    6,256           

法人税等調整額         6,256  3.0 

中間純利益          △36,591 
    △

17.4 

        

（注）この四半期損益計算書は、四半期財務諸表等規則に基づいて作成しておりますが、法定開示におけ

るレビュー対象ではありません。 
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６．その他の情報 
該当事項はありません 

 

 

 

 

 


