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平成22年11月26日 

各      位 
会社名 ダイキサウンド株式会社 

（URL: http://www.daiki-sound.jp/） 

代表者名 代表取締役社長 小野間史敏 

（JASDAQ・コード番号：３３５０） 

問合せ先  

役職・氏名 管理部長 今井 光明 

電話 ０５０―５８０８―５５５０ 

 

 

 （訂正・数値データ訂正あり）「平成22年８月期決算短信」の訂正について 
 

 

平成22年10月21日付当社「平成22年８月期 決算短信」（以下、「決算短信」）において、

誤りがありましたので、下記のとおり訂正いたします。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を送信します。なお、本件訂正に至った理由については前

回の訂正（11月5日付）の訂正理由と合わせ、早急に社内で取りまとめて後日改めて情報開

示を行います。 

 

記 

 

 

 

訂正箇所（訂正箇所及び訂正内容は下線で示しております。） 

 

１ページ（サマリー情報） 

（訂正前） 

（百万円未満切捨て）

1.22年8月期の連結業績（平成21年9月1日～平成22年8月31日） （%表示は対前期増減率）

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年8月期 1,619 △ 37.5 △ 451 － △ 444 － △ 323 －
21年8月期 2,590 △ 33.4 △ 176 － △ 191 － △ 263 －

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
潜在株式調整後1株
当たり当期純利益

自己資本当期
純利益率

総資産経常利益率 売上高経常利益率

円　銭 円　銭 ％ ％ ％

22年8月期 △ 2,236.29 － － △ 14.1 △ 27.9
21年8月期 △ 2,762.51 － － △ 20.3 △ 6.8

 

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8月期 630 △ 134 △ 21.4 △ 832.99
21年8月期 942 118 12.6 916.62  
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（訂正後） 

（百万円未満切捨て）

1.22年8月期の連結業績（平成21年9月1日～平成22年8月31日） （%表示は対前期増減率）

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年8月期 1,620 △ 37.5 △ 322 － △ 440 － △ 313 －
21年8月期 2,590 △ 33.4 △ 176 － △ 191 － △ 263 －

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
潜在株式調整後1株
当たり当期純利益

自己資本当期
純利益率

総資産経常利益率 売上高経常利益率

円　銭 円　銭 ％ ％ ％

△ 2,170.90 － － △ 56.1 △ 27.2
△ 2,762.51 － － △ 20.3 △ 6.8

 

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8月期 628 △ 132 △ 21.1 △ 818.65
21年8月期 942 118 12.6 916.62  
 

 

２ページ（（参考）個別業績の概要） 

（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

22年8月期 630 △ 134 △ 21.4 △ 832.99
21年8月期 973 169 17.4 1,307.75  
 

 

 

（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

22年8月期 628 △ 132 △ 21.1 △ 818.65
21年8月期 973 169 17.4 1,307.75  
 

 

 

３ページ（１．経営成績 (種類別セグメント業績) 30行目～） 

（訂正前） 
（パッケージディストリビューション事業） 

売上高は、前期に対して43.3%減の1,262百万円となりました。人員の削減等に伴いスリムな組織としたた

め、これに応じて取扱う商材の選択と集中を進めた結果、月次ベースでの損益状況は改善してきております。

当連結会計年度においては、事業再構築の総仕上げとして、棚卸資産の評価減、貸倒引当金の計上の影響に

より、485百万円の営業損失となりましたが、この効果により時期以降の損益については黒字化の見込みとな

っております。 

 

（デジタルディストリビューション事業） 

売上高は、前期に対して34.5%減の141百万円となりました。 

利益面では、売上高の減少に伴い外部委託費が固定費として大きく影響することとなり、損益状況は108百

万円の営業損失となりました。 

 

（マーケティングソリューション事業） 

売上高は、173百万円となりました。また、営業利益は高水準で推移し、98百万円となりました。 
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（その他の事業） 

当社主催ライヴやイベント等を実施し、売上高は42百万円、営業損失は14百万円となりましたが、音楽CD

のプロモーションとしての効果も期待できるため、今後も継続して取り組んでまいります。 

 

 

（訂正後） 
（パッケージディストリビューション事業） 

売上高は、前期に対して43.3%減の1,262百万円となりました。人員の削減等に伴いスリムな組織としたた

め、これに応じて取扱う商材の選択と集中を進めた結果、月次ベースでの損益状況は改善してきております。

当連結会計年度においては、事業再構築の総仕上げとして、棚卸資産の評価減、貸倒引当金の計上の影響に

より、287百万円の営業損失となりましたが、この効果により時期以降の損益については黒字化の見込みとな

っております。 

 

（デジタルディストリビューション事業） 

売上高は、前期に対して34.5%減の141百万円となりました。 

利益面では、売上高の減少に伴い損益状況は７百万円の営業損失となりました。 

 

（マーケティングソリューション事業） 

売上高は、173百万円となりました。また、営業利益は高水準で推移し、111百万円となりました。 

 

（その他の事業） 

当社主催ライヴやイベント等を実施し、売上高は42百万円、営業利益は3百万円となりました。音楽CDのプ

ロモーションとしての効果も期待できるため、今後も継続して取り組んでまいります。 

 

 

５ページ（①資産、負債及び純資産の状況） 

（訂正前） 
①資産、負債及び純資産の状況 

(資産) 

総資産は、前連結会計年度末から342百万円減少し、630百万円となりました。 

主な増加要因は、商標権の取得による無形固定資産の増加55百万円、主な減少要因は、現金及び預金70百

万円の減少、売上高の減少に伴う売掛金48百万円の減少、評価減の影響による棚卸資産250百万円の減少及び

債権管理の厳格化の影響による貸倒引当金の増加130百万円であります。 

(負債) 

負債は、前連結会計年度末から38百万円減少し、765百万円となりました。 

主な減少要因は、仕入高減少に伴う買掛金159百万円の減少、主な増加要因は、親会社からの借入金による

短期借入金110百万円の増加であります。 

(純資産) 

純資産は、前連結会計年度末から304百万円減少し、134百万円の債務超過となりました。 

主な増加要因は、第三者割当増資による資本金31百万円及び資本準備金31百万円の増加であり、主な減少

要因は、当期純損失の計上による利益剰余金366百万円の減少であります。 

 

（訂正後） 
①資産、負債及び純資産の状況 

(資産) 

総資産は、前連結会計年度末から314百万円減少し、628百万円となりました。 

主な増加要因は、商標権の取得による無形固定資産の増加55百万円、主な減少要因は、現金及び預金80百

万円の減少、評価減の影響による棚卸資産163百万円の減少、債権管理の厳格化の影響による売掛金207百万

円の減少及び貸倒引当金の増加241百万円であります。 

(負債) 

負債は、前連結会計年度末から63百万円減少し、760百万円となりました。 

主な減少要因は、仕入高減少に伴う買掛金169百万円の減少、主な増加要因は、親会社からの借入金による

短期借入金110百万円の増加であります。 

(純資産) 

純資産は、前連結会計年度末から251百万円減少し、132百万円の債務超過となりました。 

主な増加要因は、第三者割当増資による資本金31百万円及び資本準備金31百万円の増加であり、主な減少

要因は、当期純損失の計上による利益剰余金313百万円の減少であります。 
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５ページ（②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） 

営業活動によって使用した資金は、214百万円となりました。主な増加項目は売上債権の減少による45百万

円であり、主な減少項目は税金等調整前当期純損失320百万円であります。 

 

（参考）　キャッシュ・フロー関連指標の推移
平成18年８月期
（連結）

平成19年８月期
（連結）

平成20年８月期
（連結）

平成21年８月期
（連結）

平成22年８月期
（個別）

自己資本比率 43.0 5.9 11.9 12.6 △24.2
時価ベースの自己資本比率 66.2 22.2 50.8 49.0 63.8
キャッシュ・フロー対有利子
負債比率 － － － － －
インタレスト・カバレッジ・
レシオ － － － － －  
 

（訂正後） 
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によって使用した資金は、214百万円となりました。主な増加項目は貸倒引当金の増加額241百万

円であり、主な減少項目は税金等調整前当期純損失311百万円であります。 

（参考）　キャッシュ・フロー関連指標の推移
平成18年８月期
（連結）

平成19年８月期
（連結）

平成20年８月期
（連結）

平成21年８月期
（連結）

平成22年８月期
（個別）

自己資本比率 43.0 5.9 11.9 12.6 △21.1
時価ベースの自己資本比率 66.2 22.2 50.8 49.0 65.1
キャッシュ・フロー対有利子
負債比率 － － － － －
インタレスト・カバレッジ・
レシオ － － － － －  
 

 



5 

16ページ（(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】） 

（訂正前） 
　　(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 平成20年９月１日
  至 平成21年８月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年９月１日

  至 平成22年８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損失（△） △258,754 △320,421
　減価償却費 10,560 2,383
　減損損失 1,939 －
　早期割増退職金 12,737 8,846
　負ののれん償却額 △711 △711
　子会社株式売却益 － △152,367
　貸倒引当金の増減額（△は減少） 12,196 264,858
　返品調整引当金の増減額（△は減少） △4,737 4,813
　退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,945 471
　受取利息及び受取配当金 △107 △21
　支払利息 1,636 4,242
　資金調達費用 10,680 －
　持分法による投資損益（△は益） 1,964 －
　たな卸資産評価損 51,925 －
　リース資産減損勘定の取崩額 △26,399 △26,399
　売上債権の増減額（△は増加） 237,603 45,150
　たな卸資産の増減額（△は増加） △1,193 143,041
　仕入債務の増減額（△は減少） △367,517 △149,466
　その他 △6,013 △23,625
　小計 △322,242 △199,207
　利息及び配当金の受取額 127 21
　利息の支払額 △1,051 －
　割増退職金の支払額 － △12,737
　法人税等の支払額 △2,410 △2,905
　営業活動によるキャッシュ・フロー △325,577 △214,829
投資活動によるキャッシュ・フロー
　定期預金の払戻による収入 40,000 －
　連結範囲の変更に伴う現金同等物の減少額 － △678
　無形固定資産の取得による支出 － △50,031
　敷金及び保証金の回収による収入 － 26,974
　敷金及び保証金の差入による支出 － △9,992
　その他の支出 △1,605 －
　投資活動によるキャッシュ・フロー 38,394 △33,728
財務活動によるキャッシュ・フロー
　短期借入金の純増減額（△は減少） 9,000 172,988
　長期借入金の返済による支出 △71,195 △4,500
　社債の発行による収入 189,995 －
　株式の発行による支出 △1,450 －
　配当金の支払額 △19 －
　財務活動によるキャッシュ・フロー 126,329 168,488
現金及び現金同等物に係る換算差額 － －
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △160,854 △80,069
現金及び現金同等物の期首残高 393,079 232,224
現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１ 232,224 152,155
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（訂正後） 

　　④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成20年９月１日

  至 平成21年８月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年９月１日

  至 平成22年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
　税金等調整前当期純損失（△） △258,754 △311,045
　減価償却費 10,560 7,021
　減損損失 1,939 3,718
　早期割増退職金 12,737 8,846
　本社移転費用 - 17,468
　負ののれん償却額 △711 △711
　子会社株式売却損益（△は益） - △159,521
　貸倒引当金の増減額（△は減少） 12,196 241,605
　返品調整引当金の増減額（△は減少） △4,737 4,813
　退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,945 471
　受取利息及び受取配当金 △107 △21
　支払利息 1,636 4,242
　資金調達費用 10,680 -
　持分法による投資損益（△は益） 1,964 -
　たな卸資産評価損 51,925 -
　リース資産減損勘定の取崩額 △26,399 △26,399
　売上債権の増減額（△は増加） 237,603 29,717
　たな卸資産の増減額（△は増加） △1,193 143,041
　仕入債務の増減額（△は減少） △367,517 △162,673
　その他 △6,013 5,537
　小計 △322,242 △193,890
　利息及び配当金の受取額 127 21
　利息の支払額 △1,051 -
　割増退職金の支払額 - △18,140
　法人税等の支払額 △2,410 △2,819
　営業活動によるキャッシュ・フロー △325,577 △214,829
投資活動によるキャッシュ・フロー
　定期預金の払戻による収入 40,000 -

連結範囲の変更による現金及び現金同等物の増
減額（△は減少）

- ※２ △678
　無形固定資産の取得による支出 - △50,031
　敷金及び保証金の回収による収入 - 26,974
　敷金及び保証金の差入による支出 - △9,992
　その他の支出 △1,605 -
　投資活動によるキャッシュ・フロー 38,394 △33,728
財務活動によるキャッシュ・フロー
　短期借入金の純増減額（△は減少） 9,000 173,000
　長期借入金の返済による支出 △71,195 △4,500
　社債の発行による収入 189,995 -
　株式の発行による支出 △1,450 -
　配当金の支払額 △19 -
　その他の支出 - △11
　財務活動によるキャッシュ・フロー 126,329 168,488
現金及び現金同等物に係る換算差額 - -
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △160,854 △80,069
現金及び現金同等物の期首残高 393,079 232,224
現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 232,224 ※１ 152,155

 



7 

 

27ページ（連結損益計算書関係） 

（訂正前） 
当連結会計年度（自 平成21年９月1日 至 平成22年８月31日） 

貸倒引当金繰入額 267,908 

退職給付費用      6,622 

 

 

（訂正後） 
当連結会計年度（自 平成21年９月1日 至 平成22年８月31日） 

貸倒引当金繰入額 114,488 

退職給付費用      5,211 

 

 

32ページ（セグメント情報） 

（訂正前） 
当第４四半期連結累計期間（自　平成21年９月１日　至　平成22年８月31日）

パッケージ
ディストリ

ビューション
事業

デジタルディ
ストリビュー
ション事業
（千円）

マーケティン
グソリュー
ション事業
（千円）

その他の事業
（千円）

計（千円）
消去

又は全社
（千円）

連結（千円）

Ⅰ　売上高及び営業損益

　　売上高
　(1) 外部顧客に
　　対する売上高 1,262,217 141,125 173,698 42,868 1,619,910 － 1,619,910
　(2) セグメント間
　  の内部売上高又
　  は振替高 505 － － － 505 △ 505 －

計 1,262,722 141,125 173,698 42,868 1,620,415 △ 505 1,619,910

　　営業費用 1,748,349 249,791 74,901 57,399 2,130,443 △ 18,405 2,112,307
　　営業利益又は
　　営業損失（△） △ 485,626 △ 108,666 98,796 △ 14,531 △ 510,027 17,900 △ 492,127
Ⅱ　資産、減価償却費、
　　減損損失、資本的
　　支出

　　資産 161,959 24,946 55,100 310 242,316 388,115 630,431

　　減価償却費 621 200 1,900 1,015 3,736 72 3,809

　　資本的支出 － － 57,000 － 57,000 － 57,000

 

（訂正後） 
パッケージ
ディストリ

ビューション
事業

デジタルディ
ストリビュー
ション事業
（千円）

マーケティン
グソリュー
ション事業
（千円）

その他の事業
（千円）

計（千円）
消去

又は全社
（千円）

連結（千円）

Ⅰ　売上高及び営業損益

　　売上高
　(1) 外部顧客に
　　対する売上高 1,262,427 141,125 173,698 42,868 1,620,119 － 1,620,119
　(2) セグメント間
　  の内部売上高又
　  は振替高 505 － － － 505 △ 505 －

計 1,262,932 141,125 173,698 42,868 1,620,624 △ 505 1,620,119

　　営業費用 1,550,069 148,401 61,995 39,360 1,799,826 142,416 1,942,242
　　営業利益又は
　　営業損失（△） △ 287,136 △ 7,276 111,702 3,507 △ 179,202 △ 142,921 △ 322,123
Ⅱ　資産、減価償却費、
　　減損損失、資本的
　　支出

　　資産 312,033 12,572 116,593 － 441,198 187,062 628,261

　　減価償却費 3,812 200 1,900 － 5,912 1,108 7,020

　　減損損失 － － － － － 3,718 3,718

　　資本的支出 － 31 57,000 － 57,031 － 57,031
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(注）１．事業区分は、販売形態の類似性及び事業の性質を考慮し、パッケージディストリビューション事業、

デジタルディストリビューション事業、マーケティングソリューション事業及びその他の事業に区分し

ております。 

２．各区分の主な事業内容 

(1) パッケージディストリビューション事業…CD等の卸売販売  

(2) デジタルディストリビューション事業……実売データ等の情報提供、音楽配信、店頭楽曲配信端 末

の販売  

(3) マーケティングソリューション事業………広告・宣伝、データ入力、システムソリューション等 

(4) その他の事業…………………………   イヴェント企画、インディーズCDの企画・制作・販売等 

 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(142,921千円)の主なものは、親会

社本社の総務部門等管理部門に係る費用であります。 

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産(187,062千円)の主なものは、当社での余資運用

資金(現金及び預金)、及び共通部門に係る資産等であります。 

 ５. 事業区分の変更 

  従来、レーベル事業については区分表示しておりましたが、レーベル事業における新譜制作を凍結し

たことから、当該売上割合が低下したこと、アーティストのサポートする過程で実施してきたイヴェン

ト企画や広告・宣伝について事業化したことから、当連結会計年度よりこれら事業を一括して「その他

の事業」として表示することに変更しました。  

 また、当連結会計年度より新たに「マーケティングソリューション事業」を追加しておりますが、こ

れは新規事業を開始したことによるものであります。 

 

 

35ページ（１株当たり情報） 

（訂正前） 
当連結会計年度（自 平成21年９月1日 至 平成22年８月31日） 

1株当たり純資産額       △832円99銭 

1株当たり当期純損失（△）     △2,236円29銭 

連結損益計算書上の当期純損失（△）  △323,316 

普通株式に係る当期純損失（△）  △323,316 

 

（訂正後） 
当連結会計年度（自 平成21年９月1日 至 平成22年８月31日） 

1株当たり純資産額       △818円65銭 

1株当たり当期純損失（△）     △2,170円90銭 

連結損益計算書上の当期純損失（△）  △313,861 

普通株式に係る当期純損失（△）  △313,861 

 

52ページ（１株当たり情報） 

（訂正前） 
当事業計年度（自 平成21年９月1日 至 平成22年８月31日） 

1株当たり純資産額       △832円99銭 

1株当たり当期純損失（△）           △2,537円50銭 

連結損益計算書上の当期純損失（△）  △366,863 

普通株式に係る当期純損失（△）  △366,863 

 

（訂正後） 
当事業年度（自 平成21年９月1日 至 平成22年８月31日） 

1株当たり純資産額       △818円65銭 

1株当たり当期純損失（△）     △2,521円44銭 

連結損益計算書上の当期純損失（△）  △364,542 

普通株式に係る当期純損失（△）  △364,542 

 

 

以 上 

 


