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１【四半期報告書の訂正報告の提出理由】
　平成23年２月14日に提出した第16期第３四半期報告書（自　平成22年10月１日　至　平成22年12月31日）の記載事項の一部に

訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため、四半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。

　なお、四半期連結財務諸表の記載内容に係る訂正箇所につきましては、ＸＢＲＬの修正も行いましたので、併せて修正後のＸ

ＢＲＬデータ一式（表示情報ファイルを含む）を提出いたします。

 

２【訂正事項】
第一部　企業情報

第１　企業の概況

１　主要な経営指標等の推移

第２　事業の状況

４　財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(1）業績の状況

(2）財政状態の分析

(3）キャッシュ・フローの状況

第５　経理の状況

１　四半期連結財務諸表

(1）四半期連結貸借対照表

(2）四半期連結損益計算書

第３四半期連結累計期間

第３四半期連結会計期間

(3）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

注記事項

（株主資本等関係）

（ストック・オプション等関係）

（１株当たり情報）

 

３【訂正箇所】
　訂正箇所は＿＿＿線で示しております。
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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

（訂正前）

回次
第15期
第３四半期
連結累計期間

第16期
第３四半期
連結累計期間

第15期
第３四半期
連結会計期間

第16期
第３四半期
連結会計期間

第15期

会計期間

自　平成21年
４月１日

至　平成21年
12月31日

自　平成22年
４月１日

至　平成22年
12月31日

自　平成21年
10月１日

至　平成21年
12月31日

自　平成22年
10月１日

至　平成22年
12月31日

自　平成21年
４月１日

至　平成22年
３月31日

売上高（千円） 1,490,6091,617,552479,956 514,1912,190,737

経常利益（千円） 376,833 409,056 91,886 79,444 714,081

四半期（当期）純利益（千円） 188,480 234,393 46,280 44,388 370,656

純資産額（千円） － － 2,519,3582,758,9992,691,984

総資産額（千円） － － 2,891,9243,208,1943,253,872

１株当たり純資産額（円） － － 17,907.1019,667.0019,113.83

１株当たり四半期（当期）純利益
金額（円）

1,360.071,712.47 333.96 325.60 2,675.22

潜在株式調整後１株当たり四半期
（当期）純利益金額（円）

1,342.001,697.11 330.00 322.80 2,640.42

後略

 
（訂正後）

回次
第15期
第３四半期
連結累計期間

第16期
第３四半期
連結累計期間

第15期
第３四半期
連結会計期間

第16期
第３四半期
連結会計期間

第15期

会計期間

自　平成21年
４月１日

至　平成21年
12月31日

自　平成22年
４月１日

至　平成22年
12月31日

自　平成21年
10月１日

至　平成21年
12月31日

自　平成22年
10月１日

至　平成22年
12月31日

自　平成21年
４月１日

至　平成22年
３月31日

売上高（千円） 1,490,6091,617,552479,956 514,1912,190,737

経常利益（千円） 376,833 409,056 91,886 79,444 714,081

四半期（当期）純利益（千円） 188,480 234,203 46,280 44,199 370,656

純資産額（千円） － － 2,519,3582,759,1412,691,984

総資産額（千円） － － 2,891,9243,208,1943,253,872

１株当たり純資産額（円） － － 17,907.1019,665.6119,113.83

１株当たり四半期（当期）純利益
金額（円）

1,360.071,711.09 333.96 324.21 2,675.22

潜在株式調整後１株当たり四半期
（当期）純利益金額（円）

1,342.001,695.74 330.00 321.43 2,640.42

後略
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第２【事業の状況】

４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1）業績の状況

（訂正前）

＜前略＞

　営業利益は78,951千円（前年同四半期比86.8％）、経常利益は79,444千円（前年同四半期比86.5％）、四半期純利益は

44,388千円（前年同四半期比95.9％）となりました。

＜後略＞

 

（訂正後）

＜前略＞

　営業利益は78,951千円（前年同四半期比86.8％）、経常利益は79,444千円（前年同四半期比86.5％）、四半期純利益は

44,199千円（前年同四半期比95.5％）となりました。

＜後略＞

 

(2）財政状態の分析

（訂正前）

＜前略＞

（負債）

　当第３四半期連結会計期間末の負債は、中間納付による未払法人税等の減少191,652千円、未経過保守売上による前受金

の増加57,092千円等により、前連結会計年度末に比べ112,692千円減少し、449,195千円となりました。

（純資産）

　当第３四半期連結会計期間末の純資産は、四半期純利益による利益剰余金の増加234,393千円、配当による利益剰余金の

減少55,295千円、自己株式の増加158,377千円等により、前連結会計年度末に比べ67,014千円増加し、2,758,999千円となり

ました。

 

（訂正後）

＜前略＞

（負債）

　当第３四半期連結会計期間末の負債は、中間納付による未払法人税等の減少191,794千円、未経過保守売上による前受金

の増加57,092千円等により、前連結会計年度末に比べ112,834千円減少し、449,052千円となりました。

（純資産）

　当第３四半期連結会計期間末の純資産は、四半期純利益による利益剰余金の増加234,203千円、配当による利益剰余金の

減少55,295千円、自己株式の増加158,377千円等により、前連結会計年度末に比べ67,156千円増加し、2,759,141千円となり

ました。

 

(3）キャッシュ・フローの状況

（訂正前）

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果、税金等調整前四半期純利益80,038千円及び減価償却費62,953千円、また売上債権の回収による収入

51,249千円、法人税等の支払170,837千円等により、合計で27,884千円の収入となっております。

 

（訂正後）

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果、税金等調整前四半期純利益79,707千円及び減価償却費62,953千円、また売上債権の回収による収入

51,249千円、法人税等の支払170,837千円等により、合計で27,884千円の収入となっております。
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第５【経理の状況】

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

（訂正前）

  （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）

＜前略＞

負債の部   

流動負債   

買掛金 4,299 490

未払法人税等 17,701 209,353

賞与引当金 36,298 58,761

その他 375,558 293,281

流動負債合計 433,858 561,887

固定負債   

資産除去債務 15,336 －

固定負債合計 15,336 －

負債合計 449,195 561,887

純資産の部   

株主資本   

資本金 692,477 683,365

資本剰余金 679,112 670,001

利益剰余金 1,490,130 1,311,032

自己株式 △180,518 △22,141

株主資本合計 2,681,201 2,642,257

新株予約権 77,797 49,727

純資産合計 2,758,999 2,691,984

負債純資産合計 3,208,194 3,253,872
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（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）

＜前略＞

負債の部   

流動負債   

買掛金 4,299 490

未払法人税等 17,559 209,353

賞与引当金 36,298 58,761

その他 375,558 293,281

流動負債合計 433,716 561,887

固定負債   

資産除去債務 15,336 －

固定負債合計 15,336 －

負債合計 449,052 561,887

純資産の部   

株主資本   

資本金 692,477 683,365

資本剰余金 679,112 670,001

利益剰余金 1,489,941 1,311,032

自己株式 △180,518 △22,141

株主資本合計 2,681,012 2,642,257

新株予約権 78,128 49,727

純資産合計 2,759,141 2,691,984

負債純資産合計 3,208,194 3,253,872
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（２）【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

（訂正前）

  （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）

＜前略＞

特別利益   

新株予約権戻入益 － 773

特別利益合計 － 773

特別損失   

固定資産除却損 34 179

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 5,931

事務所移転費用 168 －

特別損失合計 202 6,110

税金等調整前四半期純利益 376,631 403,719

法人税等 188,150 169,326

少数株主損益調整前四半期純利益 － 234,393

四半期純利益 188,480 234,393

 

（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）

＜前略＞

特別利益   

新株予約権戻入益 － 441

特別利益合計 － 441

特別損失   

固定資産除却損 34 179

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 5,931

事務所移転費用 168 －

特別損失合計 202 6,110

税金等調整前四半期純利益 376,631 403,387

法人税等 188,150 169,184

少数株主損益調整前四半期純利益 － 234,203

四半期純利益 188,480 234,203
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【第３四半期連結会計期間】

（訂正前）

  （単位：千円）

 
前第３四半期連結会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成22年10月１日
至　平成22年12月31日）

＜前略＞

特別利益   

新株予約権戻入益 － 773

特別利益合計 － 773

特別損失   

固定資産除却損 34 179

特別損失合計 34 179

税金等調整前四半期純利益 91,851 80,038

法人税等 45,571 35,649

少数株主損益調整前四半期純利益 － 44,388

四半期純利益 46,280 44,388

 

（訂正後）

  （単位：千円）

 
前第３四半期連結会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成22年10月１日
至　平成22年12月31日）

＜前略＞

特別利益   

新株予約権戻入益 － 441

特別利益合計 － 441

特別損失   

固定資産除却損 34 179

特別損失合計 34 179

税金等調整前四半期純利益 91,851 79,707

法人税等 45,571 35,507

少数株主損益調整前四半期純利益 － 44,199

四半期純利益 46,280 44,199
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

（訂正前）

  （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利益 376,631 403,719

減価償却費 174,643 178,759

のれん償却額 38,626 －

賞与引当金の増減額（△は減少） △15,624 △22,462

受取利息 △2,284 △1,519

新株予約権戻入益 － △773

固定資産除却損 34 179

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 5,931

売上債権の増減額（△は増加） 15,554 239,286

たな卸資産の増減額（△は増加） 385 656

仕入債務の増減額（△は減少） △899 3,808

未払金の増減額（△は減少） 8,896 12,511

敷金及び保証金の増減額（△は増加） △2,941 △8,215

その他の流動資産の増減額（△は増加） △1,977 △3,332

その他の流動負債の増減額（△は減少） 23,579 12,847

その他 23,932 23,043

小計 638,557 844,441

＜後略＞

 

EDINET提出書類

デジタルアーツ株式会社(E05303)

訂正四半期報告書

 9/14



（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利益 376,631 403,387

減価償却費 174,643 178,759

のれん償却額 38,626 －

賞与引当金の増減額（△は減少） △15,624 △22,462

受取利息 △2,284 △1,519

新株予約権戻入益 － △441

固定資産除却損 34 179

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 5,931

売上債権の増減額（△は増加） 15,554 239,286

たな卸資産の増減額（△は増加） 385 656

仕入債務の増減額（△は減少） △899 3,808

未払金の増減額（△は減少） 8,896 12,511

敷金及び保証金の増減額（△は増加） △2,941 △8,215

その他の流動資産の増減額（△は増加） △1,977 △3,332

その他の流動負債の増減額（△は減少） 23,579 12,847

その他 23,932 23,043

小計 638,557 844,441

＜後略＞
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【注記事項】

（株主資本等関係）

当第３四半期連結会計期間末（平成22年12月31日）及び当第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）

（訂正前）

＜前略＞

３．新株予約権等に関する事項

ストック・オプションとしての新株予約権

 新株予約権の四半期連結会計期間末残高 提出会社 77,797千円

＜中略＞

５．株主資本の著しい変動に関する事項

     （単位：千円）

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

前連結会計年度末残高 683,365 670,0011,311,032△22,1412,642,257

当第３四半期連結会計期間末まで
の変動額

     

新株の発行 9,111 9,111   18,222

剰余金の配当   △55,295  △55,295

四半期純利益   234,393  234,393

自己株式の取得    △158,377△158,377

当第３四半期連結会計期間末まで
の変動額合計

9,111 9,111 179,098△158,377 38,943

当第３四半期連結会計期間末残高 692,477 679,1121,490,130△180,5182,681,201

 

（訂正後）

＜前略＞

３．新株予約権等に関する事項

ストック・オプションとしての新株予約権

 新株予約権の四半期連結会計期間末残高 提出会社 78,128千円

＜中略＞

５．株主資本の著しい変動に関する事項

     （単位：千円）

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

前連結会計年度末残高 683,365 670,0011,311,032△22,1412,642,257

当第３四半期連結会計期間末まで
の変動額

     

新株の発行 9,111 9,111   18,222

剰余金の配当   △55,295  △55,295

四半期純利益   234,203  234,203

自己株式の取得    △158,377△158,377

当第３四半期連結会計期間末まで
の変動額合計

9,111 9,111 178,908△158,377 38,754

当第３四半期連結会計期間末残高 692,477 679,1121,489,941△180,5182,681,012
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（ストック・オプション等関係）

当第３四半期連結会計期間（自　平成22年10月１日　至　平成22年12月31日）

（訂正前）

＜前略＞

２．当第３四半期連結会計期間中に、権利不行使により利益として計上した金額

 新株予約権戻入益 773千円

 

（訂正後）

＜前略＞

２．当第３四半期連結会計期間中に、権利不行使により利益として計上した金額

 新株予約権戻入益 441千円

 

（１株当たり情報）

（訂正前）

１．１株当たり純資産額

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
（平成22年３月31日）

 

１株当たり純資産額 19,667.00円
　

 

１株当たり純資産額 19,113.83円
　

２．１株当たり四半期純利益金額等

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）

 

１株当たり四半期純利益金額 1,360.07円

潜在株式調整後１株当たり四半期
純利益金額

1,342.00円

　

 

１株当たり四半期純利益金額 1,712.47円

潜在株式調整後１株当たり四半期
純利益金額

1,697.11円

　

　（注）　１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであり

ます。

 
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）

１株当たり四半期純利益金額   

四半期純利益（千円） 188,480 234,393

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益（千円） 188,480 234,393

期中平均株式数（株） 138,582 136,874

後略
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前第３四半期連結会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成22年10月１日
至　平成22年12月31日）

 

１株当たり四半期純利益金額 333.96円

潜在株式調整後１株当たり四半期
純利益金額

330.00円

　

 

１株当たり四半期純利益金額 325.60円

潜在株式調整後１株当たり四半期
純利益金額

322.80円

　

　（注）　１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであり

ます。

 
前第３四半期連結会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成22年10月１日
至　平成22年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額   

四半期純利益（千円） 46,280 44,388

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益（千円） 46,280 44,388

期中平均株式数（株） 138,582 136,330

後略

 

（訂正後）

１．１株当たり純資産額

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
（平成22年３月31日）

 

１株当たり純資産額 19,665.61円
　

 

１株当たり純資産額 19,113.83円
　

２．１株当たり四半期純利益金額等

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）

 

１株当たり四半期純利益金額 1,360.07円

潜在株式調整後１株当たり四半期
純利益金額

1,342.00円

　

 

１株当たり四半期純利益金額 1,711.09円

潜在株式調整後１株当たり四半期
純利益金額

1,695.74円

　

　（注）　１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであり

ます。

 
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）

１株当たり四半期純利益金額   

四半期純利益（千円） 188,480 234,203

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益（千円） 188,480 234,203

期中平均株式数（株） 138,582 136,874

後略
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前第３四半期連結会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成22年10月１日
至　平成22年12月31日）

 

１株当たり四半期純利益金額 333.96円

潜在株式調整後１株当たり四半期
純利益金額

330.00円

　

 

１株当たり四半期純利益金額 324.21円

潜在株式調整後１株当たり四半期
純利益金額

321.43円

　

　（注）　１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであり

ます。

 
前第３四半期連結会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成22年10月１日
至　平成22年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額   

四半期純利益（千円） 46,280 44,199

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益（千円） 46,280 44,199

期中平均株式数（株） 138,582 136,330

後略
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