
 

 
平成 24 年２月 16 日 

 

各 位 

会 社 名   デジタルアーツ株式会社 

代 表 者 氏 名 代表取締役社長  道具 登志夫 

( コード番号:2326 JASDAQ ) 

問 合 せ 先   取締役 管理部長 眞田 久雄 

                               ( TEL 03-5220-1160 ) 

 

 

 

 

（訂正・数値データ訂正あり） 

「平成 24年３月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について 

 

平成 23 年 10 月 28 日付にて発表いたしました「平成 24年３月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕

（連結）」の記載内容につきまして、一部訂正すべき事項がございましたので、別紙のとおり訂正いた

します。 なお、訂正箇所は下線 で示しております。 

 

以 上 



（訂正箇所１） 

１. 平成 24 年３月期第２四半期の連結業績（平成 23 年４月１日～平成 23 年９月 30 日） 

（1） 連結経営成績（累計） 

 （訂正前） 

 
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 

24 年 3 月期第 2四半期 1,511.53 1,502.99 

23 年 3 月期第 2四半期 1,385.40 1,372.73 

 

（訂正後） 

 
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 

24 年 3 月期第 2四半期 1,511.97 1,503.43 

23 年 3 月期第 2四半期 1,385.40 1,372.73 

 

（訂正箇所２） 

１．当四半期決算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 

（訂正前） 

＜前略＞ 

 営業利益は377,799千円（前年同期比114.7％）、経常利益は377,770千円（前年同期比114.6％）、四半期純利益は206,745

千円（前年同期比108.8％）となりました。 

＜後略＞ 

  

（訂正後） 

＜前略＞ 

 営業利益は377,799千円（前年同期比114.7％）、経常利益は377,770千円（前年同期比114.6％）、四半期純利益は206,806

千円（前年同期比108.8％）となりました。 

＜後略＞ 

  

（訂正箇所３） 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（訂正前） 

＜前略＞ 

負債は、未経過保守売上による前受金の増加95,577千円、未払法人税等の増加31,307千円、未払金の増加12,070千円等に

より前連結会計年度末に比べ162,296千円増加し、776,605千円となりました。 

純資産は、四半期純利益の計上による利益剰余金の増加206,745千円、新株予約権の増加13,962千円、配当による利益剰余

金の減少61,547千円等により、前連結会計年度末に比べ159,560千円増加し、3,095,783千円となりました。 

  

（訂正後） 

＜前略＞ 

負債は、未経過保守売上による前受金の増加95,577千円、未払法人税等の増加31,357千円、未払金の増加12,070千円等に

より前連結会計年度末に比べ162,346千円増加し、776,655千円となりました。 

純資産は、四半期純利益の計上による利益剰余金の増加206,806千円、新株予約権の増加13,851千円、配当による利益剰余

金の減少61,547千円等により、前連結会計年度末に比べ159,510千円増加し、3,095,733千円となりました。 

  

  



（訂正箇所４） 

３．四半期連結財務諸表 

（１）四半期連結貸借対照表 

（訂正前） 

    （単位：千円）

  
前連結会計年度 

（平成23年３月31日） 

当第２四半期連結会計期間 

（平成23年９月30日） 

＜前略＞ 

負債の部     

流動負債     

買掛金 3,907 2,135 

未払法人税等 144,312 175,619 

賞与引当金 71,088 78,713 

資産除去債務 － 16,200 

その他 379,598 500,264 

流動負債合計 598,908 772,933 

固定負債     

資産除去債務 15,400 3,106 

その他 － 565 

固定負債合計 15,400 3,672 

負債合計 614,308 776,605 

純資産の部     

株主資本     

資本金 697,388 697,588 

資本剰余金 684,023 684,223 

利益剰余金 1,645,898 1,791,097 

自己株式 △180,518 △180,518 

株主資本合計 2,846,792 2,992,390 

新株予約権 89,430 103,392 

純資産合計 2,936,223 3,095,783 

負債純資産合計 3,550,532 3,872,389 

  

（訂正後） 

    （単位：千円）

  
前連結会計年度 

（平成23年３月31日） 

当第２四半期連結会計期間 

（平成23年９月30日） 

＜前略＞ 

負債の部     

流動負債     

買掛金 3,907 2,135 

未払法人税等 144,312 175,669 

賞与引当金 71,088 78,713 

資産除去債務 － 16,200 

その他 379,598 500,264 

流動負債合計 598,908 772,983 

固定負債     

資産除去債務 15,400 3,106 

その他 － 565 

固定負債合計 15,400 3,672 

負債合計 614,308 776,655 

純資産の部     

株主資本     

資本金 697,388 697,588 

資本剰余金 684,023 684,223 

利益剰余金 1,645,788 1,791,047 

自己株式 △180,518 △180,518 

株主資本合計 2,846,682 2,992,340 

新株予約権 89,541 103,392 

純資産合計 2,936,223 3,095,733 

負債純資産合計 3,550,532 3,872,389 

  



（訂正箇所５） 

（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 

（四半期連結損益計算書） 

（第２四半期連結累計期間） 

（訂正前） 

    （単位：千円）

  

前第２四半期連結累計期間 

（自 平成22年４月１日 

至 平成22年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間 

（自 平成23年４月１日 

至 平成23年９月30日） 

＜前略＞ 

特別利益     

新株予約権戻入益 － 1,239 

受取和解金 － 2,578 

特別利益合計 － 3,817 

特別損失     

固定資産除却損 － 236 

本社移転費用 － 4,000 

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 5,931 － 

特別損失合計 5,931 4,236 

税金等調整前四半期純利益 323,680 377,351 

法人税等 133,676 170,606 

少数株主損益調整前四半期純利益 190,004 206,745 

四半期純利益 190,004 206,745 

  

（訂正後） 

    （単位：千円）

  

前第２四半期連結累計期間 

（自 平成22年４月１日 

至 平成22年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間 

（自 平成23年４月１日 

至 平成23年９月30日） 

＜前略＞ 

特別利益     

新株予約権戻入益 － 1,349 

受取和解金 － 2,578 

特別利益合計 － 3,928 

特別損失     

固定資産除却損 － 236 

本社移転費用 － 4,000 

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 5,931 － 

特別損失合計 5,931 4,236 

税金等調整前四半期純利益 323,680 377,462 

法人税等 133,676 170,656 

少数株主損益調整前四半期純利益 190,004 206,806 

四半期純利益 190,004 206,806 

  



（訂正箇所６） 

（四半期連結包括利益計算書） 

（第２四半期連結累計期間） 

（訂正前） 

    （単位：千円）

  

前第２四半期連結累計期間 

（自 平成22年４月１日 

至 平成22年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間 

（自 平成23年４月１日 

至 平成23年９月30日） 

少数株主損益調整前四半期純利益 190,004 206,745 

四半期包括利益 190,004 206,745 

（内訳）     

親会社株主に係る四半期包括利益 190,004 206,745 

  

（訂正後） 

    （単位：千円）

  

前第２四半期連結累計期間 

（自 平成22年４月１日 

至 平成22年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間 

（自 平成23年４月１日 

至 平成23年９月30日） 

少数株主損益調整前四半期純利益 190,004 206,806 

四半期包括利益 190,004 206,806 

（内訳）     

親会社株主に係る四半期包括利益 190,004 206,806 

  



（訂正箇所７） 

（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２四半期連結累計期間 

（自 平成22年４月１日 

至 平成22年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間 

（自 平成23年４月１日 

至 平成23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 323,680 377,351 

減価償却費 115,806 131,716 

賞与引当金の増減額（△は減少） 9,055 7,624 

受取利息 △1,107 △328 

新株予約権戻入益 － △1,239 

固定資産除却損 － 236 

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） 188,037 △19,812 

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,438 △1,372 

仕入債務の増減額（△は減少） 890 △1,772 

未払金の増減額（△は減少） 6,257 10,683 

敷金及び保証金の増減額（△は増加） △8,215 △595 

その他の流動資産の増減額（△は増加） 92 △29,867 

その他の流動負債の増減額（△は減少） △8,156 10,984 

その他 12,054 21,426 

小計 645,764 505,036 

＜後略＞ 

  

（訂正後） 

    （単位：千円）

  

前第２四半期連結累計期間 

（自 平成22年４月１日 

至 平成22年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間 

（自 平成23年４月１日 

至 平成23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 323,680 377,462 

減価償却費 115,806 131,716 

賞与引当金の増減額（△は減少） 9,055 7,624 

受取利息 △1,107 △328 

新株予約権戻入益 － △1,349 

固定資産除却損 － 236 

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） 188,037 △19,812 

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,438 △1,372 

仕入債務の増減額（△は減少） 890 △1,772 

未払金の増減額（△は減少） 6,257 10,683 

敷金及び保証金の増減額（△は増加） △8,215 △595 

その他の流動資産の増減額（△は増加） 92 △29,867 

その他の流動負債の増減額（△は減少） △8,156 10,984 

その他 12,054 21,426 

小計 645,764 505,036 

＜後略＞ 

 




