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（訂正）｢平成 20 年 12 月期 中間決算短信｣の一部訂正について 

 

本日発表いたしました｢平成20年12月期 中間決算短信｣の記載事項の一部に訂正すべき事項

がありましたので、お知らせ申し上げます。 

 なお、訂正箇所につきましては、訂正前と訂正後をそれぞれ添付し、訂正箇所には  を付し

て表示しております。 

 

 

記 

 

 

１．訂正箇所｢平成 20 年 12 月期 中間決算短信｣１ページ 

   １.平成 20 年６月中間期の連結業績（平成 20 年１月１日～平成 20 年 12 月 31 日） 

（2）連結財政状態 （参考） 

 

 （訂正前） 

  （2）連結財政状態 

                            （中略） 

 
（参考）自己資本 20 年６月中間期 479 百万円 19 年６月中間期  1,499 百万円 19 年 12 月期  467 百万円 

                   

        （後略） 

 

 （訂正後） 

  （2）連結財政状態 

                            （中略） 

 
（参考）自己資本 20 年６月中間期 468 百万円 19 年６月中間期  1,467 百万円 19 年 12 月期  455 百万円 

                   

        （後略） 
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２．訂正箇所｢平成 20 年 12 月期 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 （当期の見通し） 

 

 （訂正前） 

  （当期の見通し） 

                         （中略） 

     通期の見通しに関してましては、黒字転換を必達とし、連結売上高 1,217 百万円

（前期比 3.3％増）、連結営業利益 89 百万円（前期は 358 百万円の営業損失）、連結経

常利益 84 百万円（前期は 366 百万円の経常損失）、連結当期純利益は 38 百万円（前期

は 1,238 百万円の純損失）を予定しております。 

                       （後略） 

 

 （訂正後） 

  （当期の見通し） 

                         （中略） 

     通期の見通しに関してましては、黒字転換を必達とし、連結売上高 1,460 百万円

（前期比 28.4％増）、連結営業利益 96 百万円（前期は 453 百万円の営業損失）、連結経

常利益 90 百万円（前期は 470 百万円の経常損失）、連結当期純利益は 41 百万円（前期

は 1,161 百万円の純損失）を予定しております。 

                       （後略） 

 

 

 

３．訂正箇所｢平成 20 年 12 月期 中間決算短信｣47 ページ 

５ 中間個別財務諸表（3）中間株主資本等変動計算書  次項 

 

 （訂正前） 

                   未記載 

 

 （訂正後） 

(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 
 前中間会計期間 

(自 平成 19 年１月１日 
至 平成 19 年 12 月 31 日) 

当中間会計期間 
(自 平成 20 年１月１日 
至 平成 20 年 12 月 31 日) 

前事業年度 
(自 平成 19 年１月１日 
至 平成 19 年 12 月 31 日) 

― 当社は、前事業年度に 281 百万円、

当中間会計期間に28百万円の大幅な

営業損失を計上しております。また、

前事業年度より、継続企業の前提に

関する重要な疑義が存在しておりま

す。当社は、このような状況を解消

すべく、当事業年度において事業の

再構築と組織再編を迅速に実行し、

収益力を最優先した経営基盤の強化

を図ります。財務面では、第三者割

当増資による財務基盤の安定化を図

りました。今後の経営方針として、

収益力の強化により企業価値の向上

を図ります。具体的には、ＸＭＬ事

当社は、前事業年度に 7 百万円、当

事業年度に 281 百万円の大幅な営業

損失を計上し２期連続でマイナスに

なっております。当該状況により、

継続企業の前提に関する重要な疑義

が存在しております。また、916 百

万円の特別損失を計上した結果、当

期純損失が 1,203 百万円となってお

ります。当該状況により継続企業の

前提に関する重要な疑義が存在して

おります。当社は、このような状況

を解消すべく、当事業年度において

子会社の整理を迅速に実行し、不採

算事業から撤退すると共に、経費削

－ 2 － 



  

業への集中と、収益性を重視した企

業グループ再編であります。これら

施策の結果、継続企業の前提に関す

る重要な疑義を解消できるものと判

断しております。なお、当中間個別

財務諸表は継続企業を前提として作

成されており、このような重大な疑

義の影響を反映いたしておりませ

ん。当中間会計期間に実施した事業

の再構築と組織再編は、以下のとお

りであります。平成 20 年１月４日付

で株式会社メディカルネットバンク

からの事業譲受けにより、データプ

レイスにメディカル事業部を新設し

ました。平成 20 年２月 26 日開催の

取締役会において、株式会社フォ

ト・ウェーブ（本社：東京都品川区

西五反田二丁目 30 番４号、代表取締

役社長：朝田篤、以下「フォト・ウ

ェーブ」）を株式交換により完全子会

社化することを決議し、株式交換契

約を締結いたしました。平成 20 年４

月１日付で、株式会社データプレイ

スは会社分割し、株式会社 DPG ホー

ルディングスに商号変更し、純粋持

株会社体制へ移行しました。これと

同時に、事業会社として株式会社デ

ータプレイスを新設分割しました。

平成 20 年７月 24 日開催の取締役会

において、株式会社インターネット

ペイメントサービス（本社：東京都

品川区西五反田二丁目 30 番４号、代

表取締役社長：朝田篤、以下「イン

ターネットペイメントサービス」）を

株式交換により完全子会社化するこ

とを決議し、株式交換契約を締結い

たしました。この詳細は、「５ 中間

個別財務諸表 (7)中間個別財務諸

表に関する注記事項 (重要な後発

事象)」に記載のとおりであります。

減による経営基盤の強化を図りまし

た。財務面では（重要な後発事象）

に記載のとおり、第三者割当増資に

よる財務基盤の安定化を図りまし

た。今後の経営方針として、収益力

の強化により企業価値の向上を図り

ます。具体的には、ＸＭＬ事業への

集中と、収益性を重視した企業グル

ープ再編であります。これら施策の

結果、継続企業の前提に関する重要

な疑義を解消できるものと判断して

おります。なお、財務諸表は継続企

業を前提として作成されており、こ

のような重大な疑義の影響を反映い

たしておりません。 

 

以下の４～６については３の訂正に伴う変更であります。 

 

 

４．訂正箇所｢平成 20 年 12 月期 中間決算短信｣48 ページ 

５ 中間個別財務諸表（4）中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

 （訂正前） 

 （4）中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

 （訂正後） 

 （5）中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 
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５．訂正箇所｢平成 20 年 12 月期 中間決算短信｣49 ページ 

５ 中間個別財務諸表（5）中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

 

 （訂正前） 

 （5）中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

 

 （訂正後） 

 （6）中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

 

 

６．訂正箇所｢平成 20 年 12 月期 中間決算短信｣51 ページ 

５ 中間個別財務諸表（6）中間個別財務諸表に関する注記事項 

 

 （訂正前） 

 （6）中間個別財務諸表に関する注記事項 

 

 （訂正後） 

 （7）中間個別財務諸表に関する注記事項 

 

 

以  上 
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