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平成20年5月30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  
 役職・氏名 取締役管理部長 奥薗 慶久 
 電話 ０３―５７９１―１７６６ 
   
  

（訂正）平成20年８月期中間決算短信の一部訂正について 

 

 平成20年4月24日付当社「平成20年８月期中間決算短信」において、一部誤りがありましたので、下記

のとおり訂正いたします。 

 

記 

 

訂正箇所（下線で表示） 
 

1. 中間決算短信１ページ 

「1. 20年２月中間期の連結業績（平成19年９月１日～平成20年２月29日）」  

「(1) 連結経営成績」 

訂正前 
 

 売上高 営業利益 経常利益 中間(当期)純利益 
 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年２月中間期 1,933 (2.2) △189 ― △175 ― △76 ― 

 

 
１株当たり中間 
    (当期)純利益 

潜在株式調整後 
    １株当たり中間
    (当期)純利益 

 円 銭 円 銭

20年２月中間期 △1,785 68 ― ― 

 
   
 
訂正後 

 
 売上高 営業利益 経常利益 中間(当期)純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年２月中間期 1,933 (2.2) △189 ― △188 ― △90 ― 

 

 
１株当たり中間 
    (当期)純利益 

潜在株式調整後 
    １株当たり中間
    (当期)純利益 

 円 銭 円 銭

20年２月中間期 △2,107 65 ― ― 

 

「(2) 連結財政状態」 

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

20年２月中間期 1,581 90 5.7 2,105 51 
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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

20年２月中間期 1,567 76 4.9 1,783 55 

 
 

２. 中間決算短信４ページ 

「１ 経営成績」 

「(1) 経営成績に関する分析」18行目、20行目 

・18行目 

訂正前  

（前略）･･･経常損失は175百万円（前年同期比332百万円改善）となりました。･･･（後略） 

 

訂正後 

（前略）･･･経常損失は188百万円（前年同期比318百万円改善）となりました。･･･（後略） 

 

・20行目 

訂正前 

（前略）･･･中間純損失は76百万円（前年同期比793百万円改善）となりました。･･･（後略） 

 

訂正後  

（前略）･･･中間純損失は90百万円（前年同期比779百万円改善）となりました。･･･（後略） 

 

「（パッケージディストリビューション事業）」８行目 

訂正前  

（前略） 

こうしたことから、パッケージディストリビューション事業の当中間期営業損失は、前年度下期営業

損失に比べ128百万円改善しました。 

 

訂正後  

（前略） 

削除 

 

 

３． 中間決算短信７ページ 

「(2) 財政状態に関する分析」 

「①資産、負債及び純資産」１～２行目 

訂正前  

当中間連結会計年度末に（平成20年２月29日現在）における当社グループの総資産は、1,581百万円

となり、前連結会計年度末と比較して1,199百万円減少しました。 

 

訂正後  

当中間連結会計年度末に（平成20年２月29日現在）における当社グループの総資産は、1,567百万円

となり、前連結会計年度末と比較して1,304百万円減少しました。 

 

「（資産の部）」２～３行目、７行目 

・２～３行目 

訂正前  

（前略）・・・その結果、前連結会計年度末から1,203百万円減少し、1,432百万円となりました。 

 

訂正後 

（前略）・・・その結果、前連結会計年度末から1,215百万円減少し、1,420百万円となりました。 
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・７行目 

訂正前 

投資その他の資産は、長期前払費用の償却が進んだ結果、前連結会計年度末から55百万円減少し、

111百万円となりました。 

 

訂正後  

投資その他の資産は、長期前払費用の償却が進んだ結果、前連結会計年度末から56百万円減少し、

110百万円となりました。 

 

「（純資産の部）」１～２行目 

訂正前  

純資産は、中間連結純損失76百万円を計上したことなどにより、前連結会計年度末から87百万円減少

し、90百万円となりました。 

 

訂正後  

純資産は、中間連結純損失90百万円を計上したことなどにより、前連結会計年度末から101百万円減

少し、76百万円となりました。 

 

「②連結キャッシュフローの状況」 

「（営業活動によるキャッシュ・フロー）」１行目 

訂正前  

（前略）･･･税金等調整前中間純損失74百万円を計上したこと及び仕入れ債務233百万円の減少により、

218百万円の減少（前年同期は450百万円の減少）となりました。 

 

訂正後  

（前略）･･･税金等調整前中間純損失88百万円を計上したこと及び仕入れ債務233百万円の減少により、

218百万円の減少（前年同期は450百万円の減少）となりました。 

 

 

４. 中間決算短信14ページ 

「４ 中間連結財務諸表」 

「(1) 中間連結貸借対照表」 

訂正前 

  
前中間連結会計期間末 

(平成19年２月28日) 

当中間連結会計期間末 

(平成20年２月29日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19年８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
(％)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

   （省略）    

 ３ たな卸資産   309,139 316,093  314,321

   （省略）    

   流動資産合計   2,166,506 77.9 1,432,842 90.6  2,636,057 91.8

Ⅱ 固定資産    

 １ 有形固定資産 ※１  130,723 4.7 15,274 0.9  29,690 1.0

   （省略）    

３ 投資その他の資産    

  (1) 長期前払費用   218,389 39,321  100,058

   （省略）    

貸倒引当金   △161,438 △152,173  △177,026

投資その他の資産合計   312,676 11.3 111,899 7.1  167,599 5.8

   固定資産合計   614,237 22.1 148,814 9.4  236,558 8.2

   資産合計   2,780,743 100.0 1,581,656 100.0  2,872,615 100.0
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訂正後 

  
前中間連結会計期間末 

(平成19年２月28日) 

当中間連結会計期間末 

(平成20年２月29日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19年８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
(％)

(資産の部)     

Ⅰ 流動資産     

   （省略）     

 ３ たな卸資産   309,139 303,336   314,321

   （省略）     

   流動資産合計   2,166,506 77.9 1,420,085 90.6  2,636,057 91.8

Ⅱ 固定資産     

 １ 有形固定資産 ※１  130,723 4.7 15,274 1.0  29,690 1.0

   （省略）     

３ 投資その他の資産     

  (1) 長期前払費用   218,389 52,078   100,058

   （省略）     

貸倒引当金   △161,438 △165,986   △177,026

投資その他の資産合計   312,676 11.3 110,844 7.0  167,599 5.8

   固定資産合計   614,237 22.1 147,758 9.4  236,558 8.2

   資産合計   2,780,743 100.0 1,567,844 100.0  2,872,615 100.0

     

 

 

 

５. 中間決算短信15ページ 

「(1) 中間連結貸借対照表」 
訂正前 

 

  
前中間連結会計期間末 

(平成19年２月28日) 

当中間連結会計期間末 

(平成20年２月29日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19年８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    

   （省略）    

   流動負債合計   1,805,612 64.9 1,340,839 84.8  2,494,941 86.8

Ⅱ 固定負債    

 １ 長期借入金   186,171 31,765  70,390

   （省略）    

   固定負債合計   195,525 7.1 150,487 9.5  199,798 7.0

   負債合計   2,001,137 72.0 1,491,326 94.3  2,694,739 93.8

    

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金   1,469,512 52.9 1,618,352 102.3  1,618,352 56.3

２ 資本剰余金   1,072,277 38.6 1,221,117 77.2  1,221,117 42.5

３ 利益剰余金   △1,634,537 △58.8 △2,610,910 △165.1  △2,534,300 △88.2

４ 自己株式   △138,229 △5.0 △138,229 △8.7  △138,229 △4.8

株主資本合計   769,023 27.7 90,330 5.7  166,940 5.8

   （省略）    

純資産合計   779,605 28.0 90,330 5.7  177,875 6.2

負債純資産合計   2,780,743 100.0 1,581,656 100.0  2,872,615 100.0
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訂正後 

  
前中間連結会計期間末 

(平成19年２月28日) 

当中間連結会計期間末 

(平成20年２月29日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19年８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    

   （省略）    

   流動負債合計   1,805,612 64.9 1,340,839 85.5  2,494,941 86.8

Ⅱ 固定負債    

 １ 長期借入金 ※４  186,171 31,765  70,390

   （省略）    

   固定負債合計   195,525 7.1 150,487 9.6  199,798 7.0

   負債合計   2,001,137 72.0 1,491,326 95.1  2,694,739 93.8

    

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金   1,469,512 52.9 1,618,352 103.2  1,618,352 56.3

２ 資本剰余金   1,072,277 38.6 1,221,117 77.9  1,221,117 42.5

３ 利益剰余金   △1,634,537 △58.8 △2,624,722 △167.4  △2,534,300 △88.2

４ 自己株式   △138,229 △5.0 △138,229 △8.8  △138,229 △4.8

株主資本合計   769,023 27.7 76,517 4.9  166,940 5.8

   （省略）    

純資産合計   779,605 28.0 76,517 4.9  177,875 6.2

負債純資産合計   2,780,743 100.0 1,567,844 100.0  2,872,615 100.0

    

 

 

６. 中間決算短信16ページ 

「(2) 中間連結損益計算書」 

訂正前 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成18年９月１日 
至 平成19年２月28日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年９月１日 
至 平成20年２月29日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

(自 平成18年９月１日 
至 平成19年８月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％) 

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅳ 営業外収益     

   （省略）     

 ２ 貸倒引当金戻入益  ─ 15,927 ─  

   （省略）     

 ５ その他  4,131 19,411 1.0 982 24,056 1.2 8,666 32,404 0.8

   （省略）     

   経常損失   507,114 △26.8 175,070 △9.1  1,005,250 △24.4

   （省略）     

Ⅶ 特別損失     

   （省略）     

 ２ 固定資産除却損 ※３ ─ 15,428 8,751  

 ３ ソフトウェア除却損  ─ 5,920 5,166  

   （省略）     

 ５ その他  5,964 249,917 13.2 ─ 21,349 1.1 436,911 698,451 17.0

   税金等調整前 
中間(当期)純損失   757,032 △40.0 74,750 △3.9  1,655,462 △40.3

（省略）     

   中間(当期)純損失   869,784 △46.0 76,609 △4.0  1,769,547 △43.0
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訂正後 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成18年９月１日 
至 平成19年２月28日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年９月１日 
至 平成20年２月29日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

(自 平成18年９月１日 
至 平成19年８月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％) 

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅳ 営業外収益    

   （省略）    

 ２ 貸倒引当金戻入益  ─ 2,114 ─ 

   （省略）    

 ５ その他  4,131 19,411 1.0 982 10,244 0.5 8,666 32,404 0.8

   （省略）    

   経常損失   507,114 △26.8 188,883 △9.8  1,005,250 △24.4

Ⅶ 特別損失    

   （省略）    

 ２ 減損損失 ※２ ─ ─ 388,873 

 ３ 固定資産除却損 ※３ ─ 21,349 13,917 

   （省略）    

 ５ その他  5,964 249,917 13.2 ─ 21,349 1.1 48,037 698,451 17.0

   税金等調整前 
中間(当期)純損失   757,032 △40.0 88,563 △4.6  1,655,462 △40.3

（省略）      

   中間(当期)純損失   869,784 △46.0 90,422 △4.7  1,769,547 △43.0

    

 

 

 

７. 中間決算短信18ページ 

「(3) 中間連結株主資本等変動計算書」 

「当中間連結会計期間(自 平成19年９月１日 至 平成20年２月29日)」 

訂正前 

株主資本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

 中間純損失 ─ ─ △76,609 ─ △76,609

 （省略）  

中間連結会計期間中の変動額合計 

(千円) 
─ ─ △76,609 ─ △76,609

平成20年２月29日残高(千円) 1,618,352 1,221,117 △2,610,910 △138,229 69,116

 

評価・換算差額等 

 
為替換算 
調整勘定 

評価・換算 
差額等合計 

少数株主 
持分 

純資産合計 

 中間純損失 ─ ─ ─ △76,609 

 （省略）  

中間連結会計期間中の変動額合計 
(千円) 

△1,266 △1,266 △9,669 △10,936 

平成20年２月29日残高(千円) ─ ─ ─ 90,330 
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訂正後 

株主資本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

 中間純損失 ─ ─ △90,422 ─ △90,422

 （省略）  

中間連結会計期間中の変動額合計 

(千円) 
─ ─ △90,422 ─ △90,422

平成20年２月29日残高(千円) 1,618,352 1,221,117 △2,624,722 △138,229 76,517

 

評価・換算差額等 

 
為替換算 
調整勘定 

評価・換算 
差額等合計 

少数株主 
持分 

純資産合計 

 中間純損失 ─ ─ ─ △90,422 

（省略）  

中間連結会計期間中の変動額合計 
(千円) 

△1,266 △1,266 △9,669 △101,358 

平成20年２月29日残高(千円) ─ ─ ─ 76,517 

 

 

 

８. 中間決算短信19ページ 

「(3) 中間連結株主資本等変動計算書」 

「前連結会計年度(自 平成18年９月１日 至 平成19年８月31日)」 

訂正前 

株主資本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

連結会計年度中の変動額合計 
(千円) 

148,840 148,840 △1,769,547 ─ △1,474,867

 

訂正後 

株主資本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

連結会計年度中の変動額合計 
(千円) 

148,840 148,840 △1,769,547 ─ △1,471,867

 

 

 

 

９. 中間決算短信20ページ 

「(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書」 

訂正前 

  

 
前中間連結会計期間

 
(自 平成18年9月1日
至 平成19年2月28日)

 
当中間連結会計期間

 
(自 平成19年9月1日
至 平成20年2月29日)

前連結会計年度の 
要約連結キャッシュ・ 

フロー計算書 
(自 平成18年9月1日 
至 平成19年8月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

１ 税金等調整前中間(当期)純損失  △757,032 △74,750 △1,655,462 

（省略）   

３ 貸倒引当金の増加額  58,400 △28,927 131,402 
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訂正後 

  

 
前中間連結会計期間

 
(自 平成18年9月1日
至 平成19年2月28日)

 
当中間連結会計期間

 
(自 平成19年9月1日
至 平成20年2月29日)

前連結会計年度の 
要約連結キャッシュ・ 

フロー計算書 
(自 平成18年9月1日 
至 平成19年8月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

１ 税金等調整前中間(当期)純損失  △757,032 △88,563 △1,655,462 

（省略）   

３ 貸倒引当金の増加額  58,400 △15,114 131,402 

 

 

10. 中間決算短信21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」 

訂正前 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年９月１日 
至 平成19年２月28日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年９月１日 
至 平成20年２月29日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年９月１日 
至 平成19年８月31日) 

─ 
 
 当社グループは、平成18年8月期968
百万円、平成19年8月期1,003百万円と
継続して大幅な営業損失を計上し、当
中間連結会計期間（平成20年8月期）に
おいても189百万円の営業損失並びに76
百万円の当期純損失を計上しておりま
す。 
   
       （省略） 
 
 第10期中間連結会計期間（平成20年8
月期）は、営業損失197百万円を計上し
ましたが、コスト削減等の合理化策に
より収益改善は着実に進んでおり、引
き続き「経営改善計画」を確実に実行
してまいります。 
 また、早急な財務体質の改善と事業
資金の確保が必要なことから、業務提
携先を引受とする第三者割当増資等の
資本政策を進めております。 
  

 
        （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。 
 しかしながら、パッケージディストリビュ
ーション事業が前期比24.4%減と大幅な減収
であったこと、並びに特別損失が698百万円
発生したことにより当期純損失が1,769百万
円にのぼりました。 
 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。 
 

 

訂正後 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年９月１日 
至 平成19年２月28日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年９月１日 
至 平成20年２月29日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年９月１日 
至 平成19年８月31日) 

─ 
 
 当社グループは、平成18年8月期968
百万円、平成19年8月期1,003百万円と
継続して大幅な営業損失を計上し、当
中間連結会計期間においても189百万円
の営業損失並びに90百万円の中間純損
失を計上しております。 
   
       （省略） 
 
 当中間連結会計期間は、営業損失189
百万円を計上しましたが、コスト削減
等の合理化策により収益改善は着実に
進んでおり、引き続き「経営改善計
画」を確実に実行してまいります。 
 また、早急な財務体質の改善と事業
資金の確保が必要なことから、平成20
年５月12日開催の取締役会において、
第三者割当増資による現物出資（デッ
ト・エクイティ・スワップ）および金
銭の払込による新株式発行278百万円を
決議いたしました。 

 
        （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。 
 しかしながら、パッケージディストリビュ
ーション事業が前期比24.4%減と大幅な減収
であったこと、並びに特別損失が698百万円
発生したことにより当期純損失が1,769百万
円にのぼりました。 
 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。 
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11. 中間決算短信26ページ 

「(7) 中間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」 

「(表示方法の変更)」 

訂正前 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年９月１日 
至 平成19年２月28日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年９月１日 
至 平成20年２月29日) 

(中間連結貸借対照表関係) 

（省略） 

─ 

 

 

訂正後 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年９月１日 
至 平成19年２月28日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年９月１日 
至 平成20年２月29日) 

(中間連結貸借対照表関係) 

（省略） 

 

 

─ 

 
（中間連結損益計算書関係） 

 前中間連結会計期間において特別損失の「その他」に含め

て表示しておりました「固定資産除却損」（前中間連結会計

期間5,964千円）については、特別損失の100分の10超となっ

たため、当中間連結会計期間より区分掲記しております。 

 

 

 

12. 中間決算短信27ページ 

「(8) 中間連結財務諸表に関する注記事項」 

「(中間連結貸借対照表関係)」 

訂正前 
前中間連結会計期間末 
(平成19年２月28日) 

当中間連結会計期間末 
(平成20年２月29日) 

前連結会計年度末 
(平成19年８月31日) 

― 

 

     

※４ 担保提供資産 
（担保に供している資産） 
 定期預金 40,000千円

（上記に対応する債務） 

 １年内返済予定長期借入金 

 59,200千円
 

─ 
 

 
訂正後 

前中間連結会計期間末 
(平成19年２月28日) 

当中間連結会計期間末 
(平成20年２月29日) 

前連結会計年度末 
(平成19年８月31日) 

─ 

 

※４ 担保提供資産 
（担保に供している資産） 
 定期預金 40,000千円

（上記に対応する債務） 

 １年内返済予定長期借入金 

 99,055千円

 長期借入金 11,265 

 合計 115,320千円
 

─ 
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13. 中間決算短信28ページ 

「(8) 中間連結財務諸表に関する注記事項」 

「(中間連結損益計算書関係)」 

訂正前 

前中間連結会計期間 
(自 平成18年９月１日 
至 平成19年２月28日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年９月１日 
至 平成20年２月29日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年９月１日 
至 平成19年８月31日) 

─ 
 

※３ 固定資産除却損の内訳 
有形固定資産 
 器具及び備品 15,428千円 

 

─ 
 

 
訂正後 

前中間連結会計期間 
(自 平成18年９月１日 
至 平成19年２月28日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年９月１日 
至 平成20年２月29日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年９月１日 
至 平成19年８月31日) 

─ 
 

※３ 固定資産除却損の内訳 
有形固定資産 
 器具及び備品 15,073千円

無形固定資産 

 ソフトウェア 6,276千円

 合計 21,349千円
 

─ 
 

 

 

 

14. 中間決算短信42ページ 

「(8) 中間連結財務諸表に関する注記事項」 

「(企業結合等関係)」 

訂正前 

当中間連結会計期間(自 平成19年９月１日 至 平成20年２月29日) 

該当事項はありません。 

 

訂正後 

当中間連結会計期間(自 平成19年９月１日 至 平成20年２月29日) 

（共通支配下の取引等） 

１ 結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業内容、企業結合の法的方式、結合後企

業の名称並びに取引の目的を含む取引の概要 

（１）結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業内容 

 （結合企業） 

  ① 名称   ㈱ディスカス（完全子会社） 

  ② 事業内容 国内音楽CDの制作・販売 

 （被結合企業） 

  ①名称   ㈱トレジャーミュージック（完全子会社） 

  ②事業内容 海外音楽CDの制作・販売 

 （被結合企業） 

  ①名称   ㈱サウンドコンテンツ出版（完全子会社） 

  ②事業内容 音楽コンテンツの権利管理・運用 

（２）企業結合の法的方式 

   ㈱ディスカスを存続会社とする吸収合併方式 

（３）結合後企業の名称 

   ㈱ディスカス 

（４）取引の目的を含む取引の概要 

 当社グループは、早期の黒字化に向けグループ経営体制の整備の一環として、平成19年10月15

日付で３社合併を行いました。事業領域の類似性から合併することにより、事業資産の一体運用

による経営資源の効率化を図ることを目的としております。 
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 当社の完全連結子会社同士の合併であることから、この取引による当社グループの連結業績に

与える影響はありません。 

２ 実施した会計処理の概要 

 企業結合に係る会計基準等における共通支配下の取引として処理しております。 

 

 

（事業分離） 

１ 分離先企業の名称、分離した事業の内容、事業分離を行った主な理由、事業分離日及び法的形

式を含む事業分離の概要 

（１）分離先企業の名称及び分離した事業の内容 

  ① 分離先企業の名称   ダイキエンターサイネージ㈱ 

  ② 分離した事業の内容  当社のメディア事業 

（２）事業分離を行った主な理由 

   当社グループの早期の業績回復を目的とした経営合理化の一環として。 

（３）事業分離日 

   平成20年２月20日 

（４）法的形式を含む事業分離の概要 

 当社は、平成20年２月20日付で会社分割によりダイキエンターサイネージ㈱を新設し、同社が

当社のメディア事業を承継しました。同月29日、当社は当該新会社株式の全てを当社前代表取締

役（現 高顧問）木村裕治氏に譲渡しました。この結果、ダイキエンターサイネージ㈱は当社の

連結の範囲から外れました。 

２ 会計処理の概要 

 会社分割時に当社が取得したダイキエンターサイネージ㈱の株式は、移転したメディア事業に

係る資産及び負債の帳簿価額に基づいて算定しております。移転した資産及び負債の帳簿価額並

びにその主な内訳は次のとおりです。 

  流動資産  14百万円 

  固定資産  69百万円 

   資産計   83百万円 

  流動負債   31百万円 

    負債計   31百万円 

 ダイキエンターサイネージ㈱の株式の帳簿価額と、この対価として当社が受け取った現金との

差額97百万円を、当社の連結財務諸表上「子会社株式売却益」として特別利益に計上しておりま

す。 

３ 事業の種類別セグメントにおいて分離した事業が含まれていた事業区分の名称 

  デジタルディストリビューション事業 

４ 当該中間連結会計期間の中間連結損益計算書に計上されている分離した事業に係る損益の概

算額 

  売上高  21百万円 

  営業損失 12百万円 

  経常損失 12百万円 

 

 

 

 

15. 中間決算短信43ページ 

「(8) 中間連結財務諸表に関する注記事項」 

「(１株当たり情報)」 

訂正前 

前中間連結会計期間 
(自 平成18年９月１日 
至 平成19年２月28日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年９月１日 
至 平成20年２月29日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年９月１日 
至 平成19年８月31日) 

（省略） 
１株当たり 
純資産額 

2,105円51銭

 
（省略） 

 
１株当たり 
中間純損失 

1,785円68銭
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 前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 

中間連結損益計算書上の 
中間(当期)純損失 

(千円) 76,609

普通株式に係る 
中間(当期)純損失 

(千円) 76,609

普通株主に帰属しない金額 (千円) ─

普通株式の期中平均株式数 (株) 

（省略） 

43,403

（省略） 

 

訂正後 

前中間連結会計期間 
(自 平成18年９月１日 
至 平成19年２月28日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年９月１日 
至 平成20年２月29日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年９月１日 
至 平成19年８月31日) 

（省略） 
１株当たり 
純資産額 

1,783円55銭

 
（省略） 

 
１株当たり 
中間純損失 

2,107円65銭
 

 

 

 前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 

中間連結損益計算書上の 
中間(当期)純損失 

(千円) 90,422

普通株式に係る 
中間(当期)純損失 

(千円) 90,422

普通株主に帰属しない金額 (千円) ─

普通株式の期中平均株式数 (株) 

（省略） 

42,902

（省略） 

 

 

16. 中間決算短信44ページ 

「(8) 中間連結財務諸表に関する注記事項」 

「(重要な後発事象)」 

訂正前 

該当事項はありません。 
 
 
訂正後 

  当中間連結会計期間 (自 平成19年９月１日至 平成20年２月29日) 

（多額な資金の借入） 

 当社グループは、平成20年４月28日付で、マッシュアップ・パートナーズ合同会社と金銭消費貸借

契約に合意しております。  

(1)資金使途  金融機関借入返済及び運転資金 

(2)契約締結日 平成20年4月28日 

(3)借入実行日 平成20年4月28日 

(4)借入金額  200百万円 

(5)借入利率  年4.0％ 

(6)返済条件  平成20年5月末日に一括返済 

(7)担保提供資産の有無  無 

(8)その他の条件 

 当社グループは、平成20年5月末日までに債務の株式化による新株式の発行を行なう。マッシュアッ

プ・パートナーズ合同会社は本貸付債権を現物出資する方法で本件を引き受ける。   

 

（第三者割当による新株式発行） 

 当社グループは平成20年５月12日開催の当社取締役会において、第三者割当による現物出資(デッ

ド・エクイティ・スワップ)および金銭の払込による新株式発行を決議いたしました。 



  

―13― 

 概要は下記の通りです。 

新株式の発行要領  

(1)発行新株式数    普通株式24,000株 

(2)発行価額      1株につき金11,600円 

(3)発行価額の総額  金278,400,000円 

(4)資本組入額    1株につき金5,800円 

(5)資本組入額の総額 金139,200,000円 

(6)申込期日     平成20年5月29日 

(7)払込期日     平成20年5月29日 

(8)新株券交付日 株券不所持の申し出により株券は不発行であり、交付の予定はありません。 

(9)割当先及び割当株式数 

     マッシュアップ・パートナーズ合同会社20,000株 

     ティーエスジェイミュージック合同会社 3,000株 

     スイング投資事業有限責任組合         1,000株 

(10) その他有価証券届出書に記載している内容のうち発行株式に関する必要な内容 

 マッシュアップ・パートナーズ合同会社の割当株式数のうち17,241株については平成20年4月28日付

金銭消費貸借契約に基づく金銭債権 金199,995,600円の現物出資によるものであります。 

(11) 新株式の継続所有の取決めに関する事項 

 割当先との間において、割当新株式について継続保有及び預託にする取り決めはありません。ただ

し、割当先との間において、効力発生日(平成20年５月29日)より２年間において、当該割当新株式の

全部又は一部を譲渡した場合には、直ちに譲渡を受けた者の氏名及び住所、譲渡株式数、譲渡日、譲

渡価格、譲渡の理由、譲渡の方法等を当社に書面にて報告することの内諾を得ております。 

(12) 前各項については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とします。 

  

 

17. 中間決算短信49ページ 

「(3) 中間株主資本等変動計算書」 

「当中間会計期間(自 平成19年９月１日 至 平成20年２月29日)」 

訂正前 

株主資本 
 

自己株式 株主資本合計 
純資産合計 

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 

─ ─ ─ 

 

訂正後 

株主資本 
 

自己株式 株主資本合計 
純資産合計 

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 

─ △101,945 △101,945 

 

 

 

 

18. 中間決算短信51ページ 

「(4) 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況」 

訂正前 

前中間会計期間末 
(自 平成18年９月１日 
至 平成19年２月28日) 

当中間会計期間末 
(自 平成19年９月１日 
至 平成20年２月29日) 

前会計年度末 
(自 平成18年９月１日 
至 平成19年８月31日) 

─ 
 
 当社は、平成18年8月期846百万
円、平成19年8月期861百万円と継続
して大幅な営業損失を計上し、当中
間会計期間（平成20年8月期）におい
ても158百万円の営業損失並びに101
百万円の当期純損失を計上しており
ます。 
       （省略） 

 （省略） 
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前中間会計期間末 
(自 平成18年９月１日 
至 平成19年２月28日) 

当中間会計期間末 
(自 平成19年９月１日 
至 平成20年２月29日) 

前会計年度末 
(自 平成18年９月１日 
至 平成19年８月31日) 

 
 第10期中間会計期間（平成20年8月
期）は、営業損失158百万円を計上し
ましたが、コスト削減等の合理化策
により収益改善は着実に進んでお
り、引き続き「経営改善計画」を確
実に実行してまいります。 
 また、早急な財務体質の改善と事
業資金の確保が必要なことから、業
務提携先を引受とする第三者割当増
資等の資本政策を進めております。
  

 

訂正後 

前中間会計期間末 
(自 平成18年９月１日 
至 平成19年２月28日) 

当中間会計期間末 
(自 平成19年９月１日 
至 平成20年２月29日) 

前会計年度末 
(自 平成18年９月１日 
至 平成19年８月31日) 

─ 
 
 当社は、平成18年8月期846百万
円、平成19年8月期861百万円と継続
して大幅な営業損失を計上し、当中
間会計期間においても158百万円の営
業損失並びに101百万円の中間純損失
を計上しております。 
  

        （省略） 
 
 当中間会計期間は、営業損失158百
万円を計上しましたが、コスト削減等
の合理化策により収益改善は着実に進
んでおり、引き続き「経営改善計画」
を確実に実行してまいります。 
 また、早急な財務体質の改善と事業
資金の確保が必要なことから、平成20
年５月12日開催の取締役会において、
第三者割当増資による現物出資（デッ
ト・エクイティ・スワップ）および金
銭の払込による新株式発行278百万円
を決議いたしました。 
  

（省略） 

 

 

 

19. 中間決算短信55ページ 

「(7) 中間個別財務諸表に関する注記事項」 

「(中間連結貸借対照表関係)」 

訂正前 

前中間会計期間末 
(平成19年２月28日) 

当中間会計期間末 
(平成20年２月29日) 

前事業年度末 
(平成19年８月31日) 

 （省略） 
 

（省略） 
 

※３ 消費税等の取扱い 
同左 
 

 

 

 

 
※５ 担保提供資産 

（担保に供している資産） 
 定期預金 40,000千円

（上記に対応する債務） 

 １年内返済予定長期借入金 

 59,200千円
 

 

（省略） 
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訂正後 

前中間会計期間末 
(平成19年２月28日) 

当中間会計期間末 
(平成20年２月29日) 

前事業年度末 
(平成19年８月31日) 

 （省略） 
 

 （省略） 
 

─ 
 
 

 

 

 

 
※５ 担保提供資産 

（担保に供している資産） 
 定期預金 40,000千円

（上記に対応する債務） 

 １年内返済予定長期借入金 

 99,055千円

 長期借入金 11,265 

 合計 115,320千円
 

 

（省略） 

 

 

 

 

20. 中間決算短信60ページ 

「(企業結合等関係)」 

訂正前 

当中間会計期間(自 平成19年9月１日 至 平成20年2月29日) 

 該当事項はありません。 

 

訂正後 

当中間会計期間(自 平成19年9月１日 至 平成20年2月29日) 

 ４「中間連結財務諸表等」（８）中間連結財務諸表に関する注記事項（企業結合等関係）に記載の

とおりであります。 

 

 

21. 中間決算短信62ページ 

「(重要な後発事象)」 

訂正前 

該当事項はありません。 

 

訂正後 

  当中間会計期間 (自 平成19年９月１日至 平成20年２月29日) 

（多額な資金の借入） 

 当社は、平成20年４月28日付で、マッシュアップ・パートナーズ合同会社と金銭消費貸借契約に合

意しております。  

(1)資金使途  金融機関借入返済及び運転資金 

(2)契約締結日 平成20年4月28日 

(3)借入実行日 平成20年4月28日 

(4)借入金額  200百万円 

(5)借入利率  年4.0％ 

(6)返済条件  平成20年5月末日に一括返済 

(7)担保提供資産の有無  無 

(8)その他の条件 

 当社は、平成20年5月末日までに債務の株式化による新株式の発行を行なう。マッシュアップ・パー

トナーズ合同会社は本貸付債権を現物出資する方法で本件を引き受ける。   

 

（第三者割当による新株式発行） 

 当社は平成20年５月12日開催の当社取締役会において、第三者割当による現物出資(デッド・エクイ

ティ・スワップ)および金銭の払込による新株式発行を決議いたしました。 
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 概要は下記の通りです。 

新株式の発行要領  

(1)発行新株式数    普通株式24,000株 

(2)発行価額      1株につき金11,600円 

(3)発行価額の総額  金278,400,000円 

(4)資本組入額    1株につき金5,800円 

(5)資本組入額の総額 金139,200,000円 

(6)申込期日     平成20年5月29日 

(7)払込期日     平成20年5月29日 

(8)新株券交付日 株券不所持の申し出により株券は不発行であり、交付の予定はありません。 

(9)割当先及び割当株式数 

     マッシュアップ・パートナーズ合同会社20,000株 

     ティーエスジェイミュージック合同会社 3,000株 

     スイング投資事業有限責任組合         1,000株 

(10) その他有価証券届出書に記載している内容のうち発行株式に関する必要な内容 

 マッシュアップ・パートナーズ合同会社の割当株式数のうち17,241株については平成20年4月28日付

金銭消費貸借契約に基づく金銭債権 金199,995,600円の現物出資によるものであります。 

(11) 新株式の継続所有の取決めに関する事項 

 割当先との間において、割当新株式について継続保有及び預託にする取り決めはありません。ただ

し、割当先との間において、効力発生日(平成20年５月29日)より２年間において、当該割当新株式の

全部又は一部を譲渡した場合には、直ちに譲渡を受けた者の氏名及び住所、譲渡株式数、譲渡日、譲

渡価格、譲渡の理由、譲渡の方法等を当社に書面にて報告することの内諾を得ております。 

(12) 前各項については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とします。 

  


