
 

 
 

2007 年 6 月 25 日 
各    位 

 

 

東京都渋谷区笹塚二丁目１番６号
株 式 会 社 デ ィ ー ・ エ ヌ ・ エ ー

代表取締役社長  南 場  智 子
（コード番号：2432 東証マザーズ）
問い合わせ先： 

取締役管理部門管掌 春 田 真
電話番号：０３－５３０４－１７０１

(訂正)過年度決算短信等の訂正に関するお知らせ 

 

当社は、過年度決算短信等につきまして、一部訂正を要する箇所がありましたので、下記のと

おり訂正いたします。訂正部分には下線を付しております。なお、当該訂正が各年度の業績に与

える影響はございません。 

 

記 

 

１．訂正を行う開示資料 
開示資料名 公表日 

平成 18 年３月期 決算短信（連結） 2006 年 4 月 25 日 

平成 18 年３月期 個別財務諸表の概要 2006 年 4 月 25 日 

平成 19 年３月期 第１四半期財務・業績の概況（連結） 2006 年 7 月 26 日 

平成 19 年３月期 中間決算短信（連結） 2006 年 10 月 25 日 

平成 19 年３月期 個別中間財務諸表の概要 2006 年 10 月 25 日 

平成 19 年３月期 第３四半期財務・業績の概況（連結） 2007 年 1 月 25 日 

平成 19 年３月期 第３四半期財務・業績の概況（個別） 2007 年 1 月 25 日 

平成 19 年３月期 決算短信 2007 年 4 月 25 日 

 

２．訂正箇所 
＜平成 18 年３月期 決算短信（連結）＞ 

18 頁 ４．連結財務諸表 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

(訂正前) 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

４ 会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

①有価証券 

(ｲ)子会社株式･･････移動平均法による原価法を採用しております。 

(ﾛ)その他有価証券 

時価のあるもの･･連結決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部資本直入法により

処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。 

(訂正後) 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

４ 会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

①有価証券 

(ｲ)その他有価証券 

時価のあるもの･･連結決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部資本直入法により

処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。 
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22 頁 ４．連結財務諸表 注記事項（セグメント情報）１事業の種類別セグメント情報 

(訂正前) 

（注）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(429,648千円)の主なものは、当社の 

管理部門等に係る費用であります。 

(訂正後) 

（注）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(429,694千円)の主なものは、当社の 

管理部門等に係る費用であります。 

 

＜平成 18 年３月期 個別財務諸表の概要＞ 

３頁 ４．財務諸表等（１）貸借対照表 

(訂正前) 

  
前事業年度 

(平成17年３月31日) 

当事業年度 

(平成18年３月31日) 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

構成比

(％)
金額(千円) 

構成比

(％)

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債   

流動負債合計  860,335 15.6  1,472,118 12.4

(訂正後) 

  
前事業年度 

(平成17年３月31日) 

当事業年度 

(平成18年３月31日) 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

構成比

(％)
金額(千円) 

構成比

(％)

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債   

流動負債合計  860,335 15.6  1,472,118 12.3

 

４頁 ４．財務諸表等（２）損益計算書 

(訂正前) 

  

前事業年度 

(自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

百分比

(％)
金額(千円) 

百分比

(％)

Ⅰ 売上高  2,870,900 100.0  5,358,218 100.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費   

12 その他  358,073 1,674,670 58.3 577,768 2,422,777 45.2

   

Ⅳ 営業外収益   

５ 契約に基づく債務消滅益  553 21,712 

６ 雑収入  1,045 12,804 0.4 1,314 31,010 0.6

(訂正後) 

  

前事業年度 

(自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

百分比

(％)
金額(千円) 

百分比

(％)

Ⅰ 売上高  2,870,900 100.0  5,358,218 100.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費   

12 その他  358,073 1,674,670 58.4 577,768 2,422,777 45.2

   

Ⅳ 営業外収益   

５ 契約に基づく債務消滅益  — 21,712 

６ 雑収入  1,598 12,804 0.4 1,314 31,010 0.6

 

＜平成 19 年３月期 第１四半期財務・業績の概況（連結）＞ 

２頁 ［連結経営成績の進捗状況に関する定性的情報等］ 

(訂正前) 

 また、平成 18 年６月 22 日開催の取締役会において、旅行代理店事業、保険代理店事業等を行う株式会社エア

ーリンク及びその議決権の30%を保有する大株主で資産管理やダイレクトメール発送等を行う株式会社瀧本の株

式を取得し、それぞれ当社の子会社とすることを決議いたしました。 
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(訂正後) 

 また、平成 18 年６月 22 日開催の取締役会において、旅行代理店事業、保険代理店事業等を行う株式会社エア

ーリンク及びその議決権の31.9%を保有する大株主で資産管理やダイレクトメール発送等を行う株式会社瀧本の

株式を取得し、それぞれ当社の子会社とすることを決議いたしました。 

 

13 頁 ４．四半期連結財務諸表 四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

(訂正前) 

当四半期 

（平成19年３月期第１四半期） 

前年同四半期 

（平成18年３月期第１四半期） 

（参考） 

平成18年３月期 

４ 会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法 

①有価証券 

(ｲ)子会社株式 

移動平均法による原価法を

採用しております。

(ﾛ)その他有価証券 

時価のあるもの 

四半期連結決算日の

市場価格等に基づく時

価法(評価差額は全部

資本直入法により処理

し、売却原価は移動平

均法により算定)を採

用しております。 

４ 会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法 

①有価証券 

(ｲ)子会社株式 

同左 

 

(ﾛ)その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

 

 

 

 

 

 

４ 会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法 

①有価証券 

(ｲ)子会社株式 

同左 

 

(ﾛ)その他有価証券 

時価のあるもの 

連結決算日の市場価

格等に基づく時価法

(評価差額は全部資本

直入法により処理し、

売却原価は移動平均法

により算定)を採用し

ております。 

(訂正後)  

当四半期 

（平成19年３月期第１四半期） 

前年同四半期 

（平成18年３月期第１四半期） 

（参考） 

平成18年３月期 

４ 会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法 

①有価証券 

(ｲ)その他有価証券 

時価のあるもの 

四半期連結決算日の

市場価格等に基づく時

価法(評価差額は全部

資本直入法により処理

し、売却原価は移動平

均法により算定)を採

用しております。 

４ 会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法 

①有価証券 

(ｲ)その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

４ 会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法 

①有価証券 

(ｲ)その他有価証券 

時価のあるもの 

連結決算日の市場価

格等に基づく時価法

(評価差額は全部資本

直入法により処理し、

売却原価は移動平均法

により算定)を採用し

ております。 

 

23 頁 ４．四半期連結財務諸表 注記事項（セグメント情報）１事業の種類別セグメント情報 

前連結会計年度（自 平成 17 年４月１日 至 平成 18 年３月 31 日） 

(訂正前) 

（注）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(429,648千円)の主なものは、当社の 

管理部門等に係る費用であります。 

(訂正後) 

（注）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(429,694千円)の主なものは、当社の 

管理部門等に係る費用であります。 

 

＜平成 19 年３月期 中間決算短信（連結）＞ 

４頁 1. 企業集団の状況（2）関係会社の状況 

(訂正前) 

資本金 
社名 住所 

(百万円)

議決権の所有割合

または被所有割合

(％) 

主な事業内容 

（連結子会社） 

 株式会社エアーリンク（注） 
東京都新宿区 350

100.0 

(30.0)
旅行代理店事業、保険代理店事業

（注）議決権の所有割合の（ ）内は、間接所有割合で内数である。 
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(訂正後)  

資本金 
社名 住所 

(百万円)

議決権の所有割合

または被所有割合

(％) 

主な事業内容 

（連結子会社） 

 株式会社エアーリンク（注） 
東京都新宿区 350

100.0 

(31.9)
旅行代理店事業、保険代理店事業

（注）議決権の所有割合の（ ）内は、間接所有割合で内数である。 

 

14 頁 3. 経営成績及び財政状態（4）事業等のリスク ③ 当社グループの事業について 

ケ．株式会社エアーリンク及び株式会社瀧本について 

(訂正前) 

 当社は、平成 18 年６月 22 日の取締役会において、旅行代理店事業及び保険代理店事業を主業務とする株式会

社エアーリンク及びその議決権の30%を保有する大株主でダイレクトメール発送等を行う株式会社瀧本の株式を

取得し、それぞれ当社の子会社とすることを決議いたしました。 

(訂正後) 

 当社は、平成 18 年６月 22 日の取締役会において、旅行代理店事業及び保険代理店事業を主業務とする株式会

社エアーリンク及びその議決権の31.9%を保有する大株主でダイレクトメール発送等を行う株式会社瀧本の株式

を取得し、それぞれ当社の子会社とすることを決議いたしました。 

 

26 頁 4. 中間連結財務諸表等（1）中間連結財務諸表 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

(訂正前)  

前中間連結会計期間 

(自 平成 17 年４月１日 

至 平成 17 年９月 30 日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成 18 年４月１日 

至 平成 18 年９月 30 日) 

前連結会計年度 

(自 平成 17 年４月１日 

至 平成 18 年３月 31 日) 

４ 会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価 

    方法 

 ① 有価証券 

  (イ) 子会社株式 

           移動平均法による原価

 法を採用しております。 

  (ロ) その他有価証券 

     時価のあるもの 

           中間連結決算日の市場

 価格等に基づく時価法

 (評価差額は全部資本直

 入法により処理し、売却

 原価は移動平均法により

 算定)を採用しておりま

 す。 

４ 会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価

    方法 

 ① 有価証券 

  (イ) 子会社株式 

           同左 

 

  (ロ) その他有価証券 

     時価のあるもの 

           中間連結決算日の市場

 価格等に基づく時価法

 (評価差額は全部純資産

 直入法により処理し、売

 却原価は移動平均法によ

 り算定)を採用しており

 ます。 

４ 会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価

    方法 

 ① 有価証券 

  (イ) 子会社株式 

           同左 

 

  (ロ) その他有価証券 

     時価のあるもの 

           連結決算日の市場価格

 等に基づく時価法(評価

 差額は全部資本直入法に

 より処理し、売却原価は

 移動平均法により算定)

 を採用しております。 

(訂正後)  

前中間連結会計期間 

(自 平成 17 年４月１日 

至 平成 17 年９月 30 日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成 18 年４月１日 

至 平成 18 年９月 30 日) 

前連結会計年度 

(自 平成 17 年４月１日 

至 平成 18 年３月 31 日) 

４ 会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価 

    方法 

 ① 有価証券 

  (イ) その他有価証券 

     時価のあるもの 

           中間連結決算日の市場

 価格等に基づく時価法

 (評価差額は全部資本直

 入法により処理し、売却

 原価は移動平均法により

 算定)を採用しておりま

 す。 

４ 会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価

    方法 

 ① 有価証券 

  (イ) その他有価証券 

     時価のあるもの 

           中間連結決算日の市場

 価格等に基づく時価法

 (評価差額は全部純資産

 直入法により処理し、売

 却原価は移動平均法によ

 り算定)を採用しており

 ます。 

４ 会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価

    方法 

 ① 有価証券 

  (イ) その他有価証券 

     時価のあるもの 

           連結決算日の市場価格

 等に基づく時価法(評価

 差額は全部資本直入法に

 より処理し、売却原価は

 移動平均法により算定)

 を採用しております。 
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30 頁 4. 中間連結財務諸表等（1）中間連結財務諸表 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

(訂正前)  

前中間連結会計期間 

(自 平成 17 年４月１日 

至 平成 17 年９月 30 日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成 18 年４月１日 

至 平成 18 年９月 30 日) 

前連結会計年度 

(自 平成 17 年４月１日 

至 平成 18 年３月 31 日) 

※１販売費及び一般管理費の主要 

なもの 

※１販売費及び一般管理費の主要 

なもの 

※１販売費及び一般管理費の主要 

なもの 

販売促進費 465,782 千円 販売促進費 469,855 千円 販売促進費 785,899 千円

給与手当 299,709 千円 給与手当 524,137 千円 給与手当 728,672 千円

貸倒引当金繰入 9,029 千円 貸倒引当金繰入 17,809 千円 貸倒引当金繰入 12,939 千円

(訂正後)  

前中間連結会計期間 

(自 平成 17 年４月１日 

至 平成 17 年９月 30 日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成 18 年４月１日 

至 平成 18 年９月 30 日) 

前連結会計年度 

(自 平成 17 年４月１日 

至 平成 18 年３月 31 日) 

※１販売費及び一般管理費の主要 

なもの 

※１販売費及び一般管理費の主要 

なもの 

※１販売費及び一般管理費の主要 

なもの 

販売促進費 465,782 千円 販売促進費 469,855 千円 販売促進費 785,899 千円

給与手当 299,709 千円 給与手当 524,137 千円 給与手当 728,672 千円

貸倒引当金繰入 9,029 千円 貸倒引当金繰入 17,809 千円 貸倒引当金繰入 12,939 千円

   

   賞与引当金 

   繰入額
9,349 千円

  

      退職給付費用 3,736 千円  

   

   役員退職慰労 

   引当金繰入額
590 千円

  

 

＜平成 19 年３月期 個別中間財務諸表の概要＞ 

４頁 中間財務諸表等（1）中間財務諸表 ① 中間貸借対照表 

(訂正前)  

   
前中間会計期間末 

（平成 17 年９月 30 日） 

当中間会計期間末 

（平成 18 年９月 30 日） 

前事業年度の 

要約貸借対照表 

（平成 18 年３月 31 日） 

区分 
注記

番号
金額(千円) 

構成

比 

(％)

金額(千円) 

構成

比 

(％) 

金額(千円) 

構成

比 

(％)

（負債の部）     

Ⅰ 流動負債     

   流動負債合計   1,041,033 16.9 2,169,505 16.2  1,472,118 12.4

(訂正後) 

   
前中間会計期間末 

（平成 17 年９月 30 日） 

当中間会計期間末 

（平成 18 年９月 30 日） 

前事業年度の 

要約貸借対照表 

（平成 18 年３月 31 日） 

区分 
注記

番号
金額(千円) 

構成

比 

(％)

金額(千円) 

構成

比 

(％) 

金額(千円) 

構成

比 

(％)

（負債の部）     

Ⅰ 流動負債     

   流動負債合計   1,041,033 16.9 2,169,505 16.2  1,472,118 12.3

 

８頁 中間財務諸表等（1）中間財務諸表 中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

(訂正前)  

前中間会計期間 

(自 平成 17 年４月１日 

至 平成 17 年９月 30 日) 

当中間会計期間 

(自 平成 18 年４月１日 

至 平成 18 年９月 30 日) 

前事業年度 

(自 平成 17 年４月１日 

至 平成 18 年３月 31 日) 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

  (2) たな卸資産 

      貯蔵品 

        個別法による原価法を採用 

      しております。 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

  (2) たな卸資産 

      貯蔵品 

        同左 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

  (2) たな卸資産 

      貯蔵品 

        同左 
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(訂正後)  

前中間会計期間 

(自 平成 17 年４月１日 

至 平成 17 年９月 30 日) 

当中間会計期間 

(自 平成 18 年４月１日 

至 平成 18 年９月 30 日) 

前事業年度 

(自 平成 17 年４月１日 

至 平成 18 年３月 31 日) 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

  (2) たな卸資産 

      貯蔵品 

        移動平均法による原価法を 

      採用しております。 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

  (2) たな卸資産 

      貯蔵品 

        同左 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

  (2) たな卸資産 

      貯蔵品 

        同左 

 

＜平成 19 年３月期 第３四半期財務・業績の概況（連結）＞ 

15 頁 4. 四半期連結財務諸表等（1）四半期連結財務諸表  

四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

(訂正前)  

前第３四半期連結会計期間 

(自 平成 17 年４月１日 

 至 平成 17 年 12 月 31 日) 

当第３四半期連結会計期間 

(自 平成 18 年４月１日 

 至 平成 18 年 12 月 31 日) 

前連結会計年度 

(自 平成 17 年４月１日 

 至 平成 18 年３月 31 日) 

４ 会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価

    方法 

 ① 有価証券 

  (イ) 子会社株式 

           同左 

 

  (ロ) その他有価証券 

４ 会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価 

    方法 

 ① 有価証券 

  (イ) 子会社株式 

           移動平均法による原価

 法を採用しております。 

  (ロ) その他有価証券 

     時価のあるもの 

           中間連結決算日の市場

 価格等に基づく時価法

 (評価差額は全部資本直

 入法により処理し、売却

 原価は移動平均法により

 算定)を採用しておりま

 す。 

４ 会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価

    方法 

 ① 有価証券 

  (イ) 子会社株式 

           同左 

 

  (ロ) その他有価証券 

     時価のあるもの 

           中間連結決算日の市場

 価格等に基づく時価法

 (評価差額は全部純資産

 直入法により処理し、売

 却原価は移動平均法によ

 り算定)を採用しており

 ます。 

     時価のあるもの 

           連結決算日の市場価格

 等に基づく時価法(評価

 差額は全部資本直入法に

 より処理し、売却原価は

 移動平均法により算定)

 を採用しております。 

(訂正後)  

前第３四半期連結会計期間 

(自 平成 17 年４月１日 

 至 平成 17 年 12 月 31 日) 

当第３四半期連結会計期間 

(自 平成 18 年４月１日 

 至 平成 18 年 12 月 31 日) 

前連結会計年度 

(自 平成 17 年４月１日 

 至 平成 18 年３月 31 日) 

４ 会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価 

    方法 

 ① 有価証券 

  (イ) その他有価証券 

     時価のあるもの 

           中間連結決算日の市場

 価格等に基づく時価法

 (評価差額は全部資本直

 入法により処理し、売却

 原価は移動平均法により

 算定)を採用しておりま

 す。 

４ 会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価

    方法 

 ① 有価証券 

  (イ) その他有価証券 

     時価のあるもの 

           中間連結決算日の市場

 価格等に基づく時価法

 (評価差額は全部純資産

 直入法により処理し、売

 却原価は移動平均法によ

 り算定)を採用しており

 ます。 

４ 会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価

    方法 

 ① 有価証券 

  (イ) その他有価証券 

     時価のあるもの 

           連結決算日の市場価格

 等に基づく時価法(評価

 差額は全部資本直入法に

 より処理し、売却原価は

 移動平均法により算定)

 を採用しております。 

 

28 頁 4. 四半期連結財務諸表等 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 18 年４月１日 至 平成 18 年 12 月 31 日）  

(訂正前)  

該当事項はありません。 
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(訂正後)  

ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1)ストック・オプションの内容

会社名 提出会社 

種類 第４回新株引受権 第５回新株引受権 第６回新株引受権 第８回新株引受権 

決議年月日 平成 12 年 6月 30 日 平成 12 年 8月 25 日 平成 12 年 9月 29 日 平成 13 年 3月 28 日 

付与対象者の 

区分及び人数 
当社従業員９名 当社従業員９名 当社従業員５名 当社従業員 15 名 

株式の種類 

及び付与数 
普通株式 1,605 株 普通株式 1,605 株 普通株式 1,137 株 普通株式 2,445 株 

付与日 平成 12 年 6月 30 日 平成 12 年 8月 25 日 平成 12 年 9月 29 日 平成 13 年 3月 28 日 

権利確定条件 
確定条件は付されて 

おりません。 

確定条件は付されて 

おりません。 

確定条件は付されて 

おりません。 

確定条件は付されて 

おりません。 

平成 12 年６月 30 日から 平成 12 年８月 25 日から 平成 12 年９月 29 日から 平成 13 年３月 28 日から
対象勤務期間 

平成 14 年６月 30 日まで 平成 14 年８月 25 日まで 平成 14 年９月 29 日まで 平成 15 年３月 28 日まで

平成 14 年７月１日から 平成 14 年８月 26 日から 平成 14 年９月 30 日から 平成 15 年３月 29 日から
権利行使期間 

平成 18 年７月１日まで 平成 18 年８月 26 日まで 平成 18 年９月 30 日まで 平成 19 年３月 29 日まで

 

会社名 提出会社 

種類 第９回新株引受権 第 10 回新株引受権 第１回新株予約権 第２回新株予約権 

決議年月日 平成 13 年 6月 27 日 平成 13 年 8月 24 日 平成 14 年 6月 25 日 平成 16 年 1月 8日 

付与対象者の 

区分及び人数 
当社従業員７名 当社従業員 1 名 当社従業員 18 名 

当社取締役３名 

当社従業員 10 名 

株式の種類 

及び付与数 
普通株式 2,370 株 普通株式 30 株 普通株式 270 株 普通株式 17,160 株 

付与日 平成 13 年 6月 27 日 平成 13 年 8月 24 日 平成 14 年 7月 26 日 平成 16 年 2月 1日 

権利確定条件 
確定条件は付されて 

おりません。 

確定条件は付されて 

おりません。 

確定条件は付されて 

おりません。 

確定条件は付されて 

おりません。 

平成 13 年６月 27 日から 平成 13 年８月 24 日から 平成 14 年７月 26 日から 平成 16 年２月１日から
対象勤務期間 

平成 15 年６月 27 日まで 平成 15 年８月 24 日まで 平成 16 年７月 26 日まで 平成 18 年１月 15 日まで

平成 15 年６月 28 日から 平成 15 年８月 25 日から 平成 16 年７月 27 日から 平成 18 年１月 16 日から
権利行使期間 

平成 19 年６月 28 日まで 平成 19 年８月 25 日まで 平成 20 年６月 26 日まで 平成 22 年１月 16 日まで

 

(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況 

①ストック・オプションの数

（単位：株）

会社名 提出会社 

種類 第４回新株引受権 第５回新株引受権 第６回新株引受権 第８回新株引受権 

決議年月日 平成 12 年 6月 30 日 平成 12 年 8月 25 日 平成 12 年 9月 29 日 平成 13 年 3月 28 日 

権利確定後  

  期首 93 21 237 237

  権利確定 － － － －

  権利行使 93 21 237 48

  失効 － － － －

  未行使残 － － － 189

 

（単位：株）

会社名 提出会社 

種類 第９回新株引受権 第 10 回新株引受権 第１回新株予約権 第２回新株予約権 

決議年月日 平成 13 年 6月 27 日 平成 13 年 8月 24 日 平成 14 年 6月 25 日 平成 16 年 1月 8日 

権利確定後  

  期首 41 30 57 10,029

  権利確定 － － － －

  権利行使 2 30 24 1,200

  失効 － － 15 －

  未行使残 39 － 18 8,829
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②単価情報

  第４回新株引受権 第５回新株引受権 第６回新株引受権 第８回新株引受権 

権利行使価格 41,700 円 41,700 円 41,700 円 41,700 円

行使時平均株価 352,000 円  334,000 円 352,708 円 325,000 円

公正な評価単価 

（付与日） 
－ － － －

 

  第９回新株引受権 第 10 回新株引受権 第１回新株予約権 第２回新株予約権 

権利行使価格 41,700 円 41,700 円 41,700 円 4,000 円

行使時平均株価 304,000 円  318,000 円 314,375 円 288,375 円

公正な評価単価 

（付与日） 
－ － － －

 

＜平成 19 年３月期 第３四半期財務・業績の概況（個別）＞ 

５頁 四半期財務諸表等（1）四半期財務諸表 ① 四半期貸借対照表 

(訂正前)  

   
前第３四半期会計期間末 

（平成 17 年 12 月 31 日） 

当第３四半期会計期間末 

（平成 18 年 12 月 31 日） 

前事業年度の 

要約貸借対照表 

（平成 18 年３月 31 日） 

区分 
注記

番号
金額(千円) 

構成

比 

(％)

金額(千円) 

構成

比 

(％) 

金額(千円) 

構成

比 

(％)

（負債の部）     

Ⅰ 流動負債     

   流動負債合計   1,150,772 17.2 3,066,686 20.7  1,472,118 12.4

(訂正後)  

   
前第３四半期会計期間末 

（平成 17 年 12 月 31 日） 

当第３四半期会計期間末 

（平成 18 年 12 月 31 日） 

前事業年度の 

要約貸借対照表 

（平成 18 年３月 31 日） 

区分 
注記

番号
金額(千円) 

構成

比 

(％)

金額(千円) 

構成

比 

(％) 

金額(千円) 

構成

比 

(％)

（負債の部）     

Ⅰ 流動負債     

   流動負債合計   1,150,772 17.2 3,066,686 20.7  1,472,118 12.3

 

＜平成 19 年３月期 決算短信＞ 

２頁 ４．その他 （2）連結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（連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事項の変更に記載されるもの） 

(訂正前)  

〔(注) 詳細は、30ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。〕 

(訂正後)  

〔(注) 詳細は、34ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。〕 

 

２頁 ４．その他 （3）発行済株式数（普通株式） 

(訂正前)  

(注) １株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、62ページ「１株当たり情報」をご

覧ください。 

(訂正後)  

(注) １株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、47ページ「１株当たり情報」をご

覧ください。 

 

12 頁 １ 経営成績（4）事業等のリスク ③ 当社グループの事業について 

ケ．旅行代理店事業及び保険代理店事業について 

(訂正前)  

 当社は平成 18 年 7月、旅行代理店事業及び保険代理店事業を主業務とする株式会社エアーリンク及びその議決

権の30%を保有する大株主でダイレクトメール発送等を行う株式会社瀧本の株式を取得し、それぞれ当社の子会社

化しております。 
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(訂正後)  

 当社は平成 18 年 7月、旅行代理店事業及び保険代理店事業を主業務とする株式会社エアーリンク及びその議決

権の31.9%を保有する大株主でダイレクトメール発送等を行う株式会社瀧本の株式を取得し、それぞれ当社の子会

社化しております。 

 

17 頁 ２ 企業集団の状況（2）関係会社の状況 

(訂正前) 

資本金 
社名 住所 

(百万円)

議決権の所有割合

または被所有割合

(％) 

主な事業内容 

（連結子会社） 

 株式会社エアーリンク（注） 
東京都新宿区 350

100.0 

(30.0)
旅行代理店事業、保険代理店事業

（注）議決権の所有割合の（ ）内は、間接所有割合で内数である。 

(訂正後)  

資本金 
社名 住所 

(百万円)

議決権の所有割合

または被所有割合

(％) 

主な事業内容 

（連結子会社） 

 株式会社エアーリンク（注） 
東京都新宿区 350

100.0 

(31.9)
旅行代理店事業、保険代理店事業

（注）議決権の所有割合の（ ）内は、間接所有割合で内数である。 

 

31 頁 ４ 連結財務諸表（6）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

(訂正前) 

項目 

前連結会計年度 

(自 平成 17 年４月１日  

  至 平成 18 年３月 31 日) 

当連結会計年度 

(自 平成 18 年４月１日  

  至 平成 19 年３月 31 日) 

４ 会計処理基準に関する事項 

 (1) 重要な資産の評価基準及び 

評価方法 

 

①有価証券 

(イ)子会社株式 

移動平均法による原価法を採用して

おります。

 

①有価証券 

(イ)子会社株式 

       同左

  (ロ)その他有価証券 

時価のあるもの 

連結決算日の市場価格等に基

づく時価法(評価差額は全部資

本直入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算定)を

採用しております。 

(ロ)その他有価証券 

時価のあるもの 

連結決算日の市場価格等に基

づく時価法(評価差額は全部純

資産直入法により処理し、売却

原価は移動平均法により算定)

を採用しております。 

(訂正後)  

項目 

前連結会計年度 

(自 平成 17 年４月１日  

  至 平成 18 年３月 31 日) 

当連結会計年度 

(自 平成 18 年４月１日  

  至 平成 19 年３月 31 日) 

４ 会計処理基準に関する事項 

 (1) 重要な資産の評価基準及び 

評価方法 

①有価証券 

(イ)その他有価証券 

時価のあるもの 

連結決算日の市場価格等に基

づく時価法(評価差額は全部資

本直入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算定)を

採用しております。 

①有価証券 

(イ)その他有価証券 

時価のあるもの 

連結決算日の市場価格等に基

づく時価法(評価差額は全部純

資産直入法により処理し、売却

原価は移動平均法により算定)

を採用しております。 

 

50 頁 ５ 個別財務諸表（1）貸借対照表 

(訂正前) 

    
前事業年度 

(平成 18 年３月 31 日) 

当事業年度 

(平成 19 年３月 31 日) 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

構成比

(％)
金額(千円) 

構成比 

(％) 

(負債の部)     

Ⅰ 流動負債     

   流動負債合計   1,472,118 12.4 4,034,398 24.3 
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(訂正後)  

    
前事業年度 

(平成 18 年３月 31 日) 

当事業年度 

(平成 19 年３月 31 日) 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

構成比

(％)
金額(千円) 

構成比 

(％) 

(負債の部)     

Ⅰ 流動負債     

   流動負債合計   1,472,118 12.3 4,034,398 24.3 

 

58 頁 ５ 個別財務諸表（6）重要な会計方針の変更 (表示方法の変更) 

(訂正前) 

前事業年度 

(自 平成 17 年４月１日  

 至 平成 18 年３月 31 日) 

当事業年度 

(自 平成 18 年４月１日  

 至 平成 19 年３月 31 日) 

―――― （損益計算書） 

 前事業年度において、「新株発行費」として掲記され

ていたものは、当事業年度から、「株式交付費」と表示

しております。 

(訂正後)  

前事業年度 

(自 平成 17 年４月１日  

 至 平成 18 年３月 31 日) 

当事業年度 

(自 平成 18 年４月１日  

 至 平成 19 年３月 31 日) 

（損益計算書） 

前事業年度において、営業外収益の「雑収入」に含

めていた「契約に基づく債務消滅益」は、重要性が増

加したため、当事業年度より区分掲記することとしま

した。なお、前事業年度の営業外収益の「雑収入」に

含まれる「契約に基づく債務消滅益」は 553 千円であ

ります。 

（損益計算書） 

 前事業年度において、「新株発行費」として掲記され

ていたものは、当事業年度から、「株式交付費」と表示

しております。 

 

 

 

 

 
 

当プレスリリースに関するお問い合わせ

株式会社ディー・エヌ・エー(http://www.dena.jp/) 
IR グループ（ir@dena.jp） 
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