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平成 19 年 12 月 7 日 

 

各      位 

会社名 ダイキサウンド株式会社 

代表者名 代表取締役社長 嵯峨 芳春

（JASDAQ・コード番号：３３５０） 

問合せ先  

役職・氏名 取締役管理部長 奥薗 慶久 

電話 ０３―５７９１―１７６６ 

 

 

（訂正）平成 19 年８月期決算短信の一部訂正について 

 

 平成 19 年 10 月 29 日付当社「平成 19 年８月期 決算短信」（以下、「決算短信」）において、一部誤

りがありましたので、下記の通り訂正いたします。 

 

記 

 

訂正箇所（下線で表示） 

 

1. 決算短信 3 ページの上から 27 行目の数値の訂正 

訂正前 

（前略）･･･前期から 393 百万円減少し、1,407 百万円（前期比 21.7％減）となりました。･･･（後略） 
 

訂正後 
 

（前略）･･･前期から 393 百万円減少し、1,416 百万円（前期比 21.7％減）となりました。･･･（後略） 

 

2. 決算短信 4 ページの上から 1行目の数値の訂正 

訂正前 

当事業部門の業績は、売上高 3,434 百万円（前期比 24.2％減）、･･･（後略） 
 

訂正後 
 

当事業部門の業績は、売上高 3,390 百万円（前期比 24.4％減）、･･･（後略） 

 

3. 決算短信 4 ページの上から 6行目の数値の訂正 

訂正前 

しかしながら、上期売上高 1,519 百万円から下期売上高は 1,914 百万円と増加しており、･･･（後略） 
 

訂正後 
 

しかしながら、上期売上高 1,496 百万円から下期売上高は 1,893 百万円と増加しており、･･･（後略） 
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4. 決算短信 18 ページ「(5)継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況」の数値の訂正及

び一部削除 

訂正前 

(5)継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

前連結会計年度 

(自 平成17年９月１日 

至 平成18年８月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成18年９月１日 

至 平成19年８月31日) 

―  

（省略） 

 

当連結会計年度においてコスト削減に取り組んだ結果、

販売費及び一般管理費を402百万円削減することができま

した。 

 

（省略） 

 

 また、当期の営業キャッシュフローは、452百万円の大

幅なマイナスとなっております。 

 当該状況により、当社グループには継続企業の前提に関

する重要な疑義が存在しています。 

 

（省略） 

 

訂正後 

(5)継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

前連結会計年度 

(自 平成17年９月１日 

至 平成18年８月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成18年９月１日 

至 平成19年８月31日) 

―  

（省略） 

 

当連結会計年度においてコスト削減に取り組んだ結果、販

売費及び一般管理費を393百万円削減することができまし

た。 

  

（省略） 

 

 当該状況により、当社グループには継続企業の前提に関

する重要な疑義が存在しています。 

 

（省略） 
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5. 決算短信 22 ページ「(6)連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に一部挿入 

訂正前 
 

項目 

前連結会計年度 

(自 平成17年９月１日 

至 平成18年８月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成18年９月１日 

至 平成19年８月31日) 

５ 連結子会社の資産及び負債

の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価につ

いては、全面時価評価法を採用しており

ます。 

同左 

６ 連結キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

 手許現金、要求払預金及び取得日から

３ヶ月以内に満期日の到来する流動性の

高い、容易に換金可能であり、かつ、価

値の変動について僅少なリスクしか負わ

ない短期的な投資からなっております。

同左 

訂正後 
 

項目 

前連結会計年度 

(自 平成17年９月１日 

至 平成18年８月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成18年９月１日 

至 平成19年８月31日) 

５ 連結子会社の資産及び負債

の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価につ

いては、全面時価評価法を採用しており

ます。 

同左 

６ のれん及び負ののれんの償

却に関する事項 

 のれん及び負ののれんは、５年間で均

等償却しております。 

同左 

７ 連結キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

 手許現金、要求払預金及び取得日から

３ヶ月以内に満期日の到来する流動性の

高い、容易に換金可能であり、かつ、価

値の変動について僅少なリスクしか負わ

ない短期的な投資からなっております。

同左 

 
6. 決算短信 24 ページ「（表示方法の変更）」の一部訂正 

訂正前 

（表示方法の変更） 

前連結会計年度 

(自 平成17年９月１日 

至 平成18年８月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成18年９月１日 

至 平成19年８月31日) 

 
（省略） 

(連結損益計算書関係) 
（省略） 

訂正後 

（表示方法の変更） 
 

前連結会計年度 
(自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年９月１日 
至 平成19年８月31日) 

 
（省略） 

(連結貸借対照表関係) 
（省略） 
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7. 決算短信 26 ページ「（連結損益計算書関係）」の一部追加及び一部削除 

訂正前 

（連結損益計算書関係） 

前連結会計年度 
(自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年９月１日 
至 平成19年８月31日) 

※１ 販売費及び一般管理費の主なもの 
物流費 320,715千円 
広告宣伝費 278,701 
給与手当 310,375 
退職給付費用 4,986 
減価償却費 122,394 
貸倒引当金繰入額 131,802  

※１ 販売費及び一般管理費の主なもの 
物流費 220,086千円 
給与手当 269,758 
貸倒引当金繰入額 139,865 

 

 

― ※２ 減損損失 
当社グループは、以下の資産グループについて減損損失

を計上いたしました。 
 

（省略） 
 

減損損失の内訳は、建物462千円、器具及び備品118,572
千円、ソフトウェア98,927千円、リース資産118,800千円で

す。 
また、当資産グループの回収可能価額は使用価値により

測定しており、将来キャッシュ・フローを5％で割り引い

て算定しております。 
なお、減損対象資産については、売却や転用が困難なこ

とから、回収可能額は見積もっておりません。 
訂正後 

（連結損益計算書関係） 

前連結会計年度 
(自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年９月１日 
至 平成19年８月31日) 

※１ 販売費及び一般管理費の主なもの 
物流費 320,715千円 
広告宣伝費 278,701 
給与手当 310,375 
退職給付費用 4,986 
減価償却費 122,394 
貸倒引当金繰入額 131,802  

※１ 販売費及び一般管理費の主なもの 
物流費 220,086千円 
給与手当 
退職給付費用 

269,758 
  3,807 

貸倒引当金繰入額 139,865  

― ※２ 減損損失 
当社グループは、以下の資産グループについて減損損失

を計上いたしました。 
 

（省略） 
 

減損損失の内訳は、建物462千円、器具及び備品118,572
千円、ソフトウェア98,927千円、長期前払費用52,111千円、

リース資産118,800千円です。 
なお、減損対象資産については、売却や転用が困難なこ

とから、回収可能額は見積もっておりません。 
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8. 決算短信 57 ページ「（貸借対照表関係）」の数値の訂正 

訂正前 

（貸借対照表関係） 

前事業年度 

(平成18年８月31日) 

当事業年度 

(平成19年８月31日) 

 

 

 

（省略） 

※１ (関係会社に対する資産及び負債) 

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているも

のは、次のとおりであります。 

買掛金 127,929千円 

未払費用 49,083 

 

（省略） 

訂正後 

（貸借対照表関係） 

前事業年度 

(平成18年８月31日) 

当事業年度 

(平成19年８月31日) 

 

 

 

（省略） 

※１ (関係会社に対する資産及び負債) 

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているも

のは、次のとおりであります。 

買掛金 125,474千円 

未払費用 49,083 

 

（省略） 
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9. 決算短信 58 ページ「（損益計算書関係）」の数値の訂正、一部追加及び一部削除 

訂正前 

（損益計算書関係） 

前事業年度 

(自 平成17年９月１日 

至 平成18年８月31日) 

当事業年度 

(自 平成18年９月１日 

至 平成19年８月31日) 

※１ 各科目に含まれている関係会社に対するものは、次

のとおりであります。 

業務受託料 144,000千円  

※２         （省略） 

※３ 減損損失 

当社は、以下の資産グループについて減損損失を計上い

たしました。 

 

（省略） 

 

減損損失の内訳は、建物462千円、器具及び備品118,572

千円、ソフトウェア89,140千円、リース資産118,800千円

です。 

また、当資産グループの回収可能価額は使用価値により

測定しており、将来キャッシュ・フローを5％で割り引い

て算定しております。 

なお、減損対象資産については、売却や転用が困難なこ

とから、回収可能額は見積もっておりません。 

訂正後 

（損益計算書関係） 

前事業年度 

(自 平成17年９月１日 

至 平成18年８月31日) 

当事業年度 

(自 平成18年９月１日 

至 平成19年８月31日) 

※１ 各科目に含まれている関係会社に対するものは、次

のとおりであります。 

業務受託料 9,600千円  

※２         （省略） 

※３ 減損損失 

当社は、以下の資産グループについて減損損失を計上い

たしました。 

 

（省略） 

 

減損損失の内訳は、建物462千円、器具及び備品118,572

千円、ソフトウェア89,140千円、長期前払費用52,111千円、

リース資産118,800千円です。 

なお、減損対象資産については、売却や転用が困難なこ

とから、回収可能額は見積もっておりません。 

 

 

以 上 


