
 

平成１８年１１月１４日 

各  位  
会社名  株式会社ダイユーエイト 
代表者  代表取締役社長 浅倉俊一 
 （ＪＡＳＤＡＱ・コード２６６２） 
問合せ先 取締役管理統括部長 
      兼財務部長 石黒 隆 
      TEL 024-545-2215 

 

（訂正）「平成１９年２月期 中間決算短信（連結）」等の一部訂正について 

 

 平成１９年２月期 中間決算短信（連結・個別）等及び平成１８年２月期決算短信（連結・個別）

等について、記載内容の一部に訂正すべき事項がありましたので、下記のとおりお知らせいたしま

す。 

 なお、数値データにつきましては、訂正ありません。 

 また、同決算に係る有価証券報告書の訂正報告書については、平成１８年１１月１３日に東北財

務局へ提出しております。 

記 

１．訂正する決算短信（連結・個別）等 

 （公表日） 

平成１９年２月期 中間決算短信（連結） 平成１８年１０月３日 

平成１９年２月期 個別中間財務諸表の概要 平成１８年１０月３日 

平成１８年２月期 決算短信（連結） 平成１８年 ４月６日 

平成１８年２月期 個別財務諸表の概要 平成１８年 ４月６日 

 

２．訂正内容 

中間決算短信（連結）  注記事項 （１株当たり情報） 

個別中間財務諸表の概要 注記事項 （１株当たり情報） 

決算短信（連結）  注記事項 （１株当たり情報） 

個別財務諸表の概要  注記事項 （１株当たり情報） 

 

３．訂正箇所 

訂正箇所には  線を付しております。 



平成１９年２月期 中間決算短信（連結） 

注記事項 

（１株当たり情報） 〔添付資料 33 ページ〕 

＜訂正前＞ 

２． １株当たり中間(当期)純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益 

項目 

前中間連結会計期間 

(自 平成17年２月21日

  至 平成17年８月20日)

当中間連結会計期間 

(自 平成18年２月21日 

  至 平成18年８月20日)   至 平成18年２月20日)

前連結会計年度 

(自 平成17年２月21日

（略）    

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益の算定に用

いられた普通株式増加数の主要な内訳（千株） 
   

 転換社債 ― ― 434

 新株引受権 52 9 59 

 新株予約権 437 447 9

普通株式増加数（千株） 489 457 502 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり中

間(当期)純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要 
― ― ― 

 

＜訂正後＞ 

２． １株当たり中間(当期)純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益 

項目 

前中間連結会計期間 

(自 平成17年２月21日

  至 平成17年８月20日)

当中間連結会計期間 

(自 平成18年２月21日 

  至 平成18年８月20日)   至 平成18年２月20日)

前連結会計年度 

(自 平成17年２月21日

（略）    

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益の算定に用

いられた普通株式増加数の主要な内訳（千株） 
   

 転換社債 ― ― ―

 新株引受権 52 9 59 

 新株予約権 437 447 443

普通株式増加数（千株） 489 457 502 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり中

間(当期)純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要 
― ― ― 

 



平成１９年２月期 個別中間財務諸表の概要 

注記事項 

（１株当たり情報） 〔添付資料 51 ページ〕 

＜訂正前＞ 

２． １株当たり中間(当期)純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益 

項目 

前中間会計期間 

(自 平成17年２月21日

  至 平成17年８月20日)

当中間会計期間 

(自 平成18年２月21日 

  至 平成18年８月20日)   至 平成18年２月20日)

前事業年度 

(自 平成17年２月21日

（略）    

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益の算定に用

いられた普通株式増加数の主要な内訳（千株） 
   

 転換社債 ― ― 434

 新株引受権 52 9 59 

 新株予約権 437 447 9

普通株式増加数（千株） 489 457 502 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり中

間(当期)純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要 
― ― ― 

 

＜訂正後＞ 

２． １株当たり中間(当期)純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益 

項目 

前中間会計期間 

(自 平成17年２月21日

  至 平成17年８月20日)

当中間会計期間 

(自 平成18年２月21日 

  至 平成18年８月20日)   至 平成18年２月20日)

前事業年度 

(自 平成17年２月21日

（略）    

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益の算定に用

いられた普通株式増加数の主要な内訳（千株） 
   

 転換社債 ― ― ―

 新株引受権 52 9 59 

 新株予約権 437 447 443

普通株式増加数（千株） 489 457 502 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり中

間(当期)純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要 
― ― ― 

 



平成１８年２月期 決算短信（連結） 

注記事項 

（１株当たり情報） 〔添付資料 33 ページ〕 

＜訂正前＞ 

項目 前連結会計年度 当連結会計年度 

（略）   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

 当期純利益調整額 2,153千円 2,105千円   

(うち支払利息(税額相当額控除後)) ( 2,153千円) ( 2,105千円) 

 普通株式増加数 869千株 502千株 

 (うち転換社債) (  797千株) (  434千株) 

(うち新株引受権) (  66千株) (   59千株) 

 (うち新株予約権) (   5千株) (    9千株) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１

株当たり当期純利益金額の算定に含めなかった

潜在株式の概要 

該当事項はありません 同左 

 

＜訂正後＞ 

項目 前連結会計年度 当連結会計年度 

（略）   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

 当期純利益調整額 2,153千円 2,105千円   

(うち支払利息(税額相当額控除後)) ( 2,153千円) ( 2,105千円) 

 普通株式増加数 869千株 502千株 

 (うち転換社債) (  797千株) (   ―千株) 

(うち新株引受権) (  66千株) (   59千株) 

 (うち新株予約権) (   5千株) (  443千株) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１

株当たり当期純利益金額の算定に含めなかった

潜在株式の概要 

該当事項はありません 同左 

 



平成１８年２月期 個別財務諸表の概要 

注記事項 

（１株当たり情報） 〔添付資料 50 ページ〕 

＜訂正前＞ 

項目 
前事業年度 

(自 平成16年２月21日 
 至 平成17年２月20日) 

当事業年度 
(自 平成17年２月21日 
 至 平成18年２月20日) 

（略）   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

 当期純利益調整額 2,153千円 2,105千円   

(うち支払利息(税額相当額控除後)) ( 2,153千円) ( 2,105千円) 

 普通株式増加数 869千株 502千株 

 (うち転換社債) (  797千株) (  434千株) 

(うち新株引受権) (  66千株) (   59千株) 

 (うち新株予約権) (   5千株) (    9千株) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１

株当たり当期純利益金額の算定に含めなかった

潜在株式の概要 

該当事項はありません 同左 

 

＜訂正後＞ 

項目 
前事業年度 

(自 平成16年２月21日 
 至 平成17年２月20日) 

当事業年度 
(自 平成17年２月21日 
 至 平成18年２月20日) 

（略）   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

 当期純利益調整額 2,153千円 2,105千円   

(うち支払利息(税額相当額控除後)) ( 2,153千円) ( 2,105千円) 

 普通株式増加数 869千株 502千株 

 (うち転換社債) (  797千株) (   ―千株) 

(うち新株引受権) (  66千株) (   59千株) 

 (うち新株予約権) (   5千株) (  443千株) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１

株当たり当期純利益金額の算定に含めなかった

潜在株式の概要 

該当事項はありません 同左 

 


