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平成21年８月20日 

各  位 

会社名  株式会社DPGホールディングス  

代表者名  代表取締役社長 松田 純弘 

（コード番号３７８１ 名証セントレックス） 

問合せ先 IRｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｰｼﾞｬｰ 篠塚 剛 

（ＴＥＬ  ０３－５４６４－３０６０） 

 

 

（訂正） 

「平成21年12月期 第２四半期決算短信」の一部訂正に関するお知らせ 

 

 平成 21 年 8 月 12 日 16 時に開示しました「平成 21 年 12 月期第２四半期決算短信」の記載に

ついて一部誤りがありましたので、下記の通り訂正しお知らせいたします。 

 

記 

 

【訂正理由】   

サマリー情報、業績予想の数値訂正及び、財務諸表の科目の追加と数値訂正がございます。 

【訂正内容】 

 訂正箇所は、＿＿＿を付して表示しております。 

３．平成 21 年 12 月期の連結業績予想（平成 21 年１月１日～平成 21 年 12 月 31 日）（1ページ） 

【訂正前】 

 売 上 高 営 業 利 益      経 常 利 益      当期純利益 
1 株当たり当期

純利益 

百万円  ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 
559 △49.9 49 ―  24 ― △533 ― 7,759.84

 

【訂正後】 

 売 上 高 営 業 利 益      経 常 利 益      当期純利益 
1 株当たり当期

純利益 

百万円  ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 
559 △49.9 49 ―  24 ― △533 ― △7,759.84
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5.  四半期連結財務諸表 

(1) 四半期連結貸借対照表 (7 ページ) 

【訂正前】（要約）                          （単位：千円） 

 
当第２四半期連結会計期間末 

（平成 21 年６月 30 日） 

前連結会計年度末に係る 

要約連結貸借対照表 

（平成 20 年 12 月 31 日） 

資産の部 

 流動資産 

 省略 

 流動資産合計 202,923 246,602

 固定資産 

 省略 

 固定資産合計 48,415 47,728

資産合計 251,334 294,331

【訂正後】（要約） 

 
当第２四半期連結会計期間末 

（平成 21 年６月 30 日） 

前連結会計年度末に係る 

要約連結貸借対照表 

（平成 20 年 12 月 31 日） 

資産の部 

 流動資産 

 省略 

 流動資産合計 202,923 246,602

 固定資産 

 省略 

 固定資産合計 48,415 47,728

資産合計 251,338 294,331

 

（２）【四半期連結損益計算書】 

  【第２四半期連結累計期間】 (9 ページ) 

【訂正前】（要約）                   （単位：千円） 

 

当第２四半期連結累計期間末 

（自 平成 21 年１月１日 

 至 平成 21 年６月 30 日） 

省略    

特別損失 

 たな卸資産評価損 8,642

 貸倒引当金繰入額 110,228

 債務保証損失引当金繰入額 412,754

 貸倒引当金 4,500

 出資金評価損 1,000

 特別損失合計   537,124
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【訂正後】（要約） 

 

当第２四半期連結累計期間末 

（自 平成 21 年１月１日 

 至 平成 21 年６月 30 日） 

省略   

特別損失 

 たな卸資産評価損 8,642

 貸倒引当金繰入額 112,478

 債務保証損失引当金繰入額 412,754

 貸倒引当金 2,250

 出資金評価損 1,000

 特別損失合計   537,124

 

 (3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 (10 ページ) 

【訂正前】（要約）                   （単位：千円） 

  当第２四半期連結累計期間末 

（自 平成 21 年１月１日 

 至 平成 21 年６月 30 日） 

 営業活動によるキャッシュ・フロ－ 

省略 

  貸倒引当金の増減額（△は減少） 

  返金調整引当金の増減額（△は減少） 

    債務保証損失引当金の増減額（△は減少） 

  受取利息及び受取配当金 

  支払利息 

  子会社株式売却損益（△は益） 

  売上債権の増減額（△は増加） 

  出資金評価損 

  破産更正債権等の増減額（△は増加） 

  仕入債務の増加額（△は減少） 

  たな卸資産の増減額（△は増加） 

   

省略 

110,732

1,020

412,754

△101

894

△5,550

34,158

1,000

△3,032

21,795

14,829

小計 28,496

  利息及び配当金の受領額 

  利息の支払額 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 

101

△1,696

△907

  営業活動によるキャッシュ・フロー 25,994
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【訂正後】（要約） 

  当第２四半期連結累計期間末 

（自 平成 21 年１月１日 

 至 平成 21 年６月 30 日） 

営業活動によるキャッシュ・フロ－ 

省略 

  貸倒引当金の増減額（△は減少） 

  返金調整引当金の増減額（△は減少） 

    債務保証損失引当金の増減額（△は減少） 

  受取利息及び受取配当金 

  支払利息 

  子会社株式売却損益（△は益） 

  出資金評価損 

  棚卸資産評価損 

  貸倒損失 

  売上債権の増減額（△は増加） 

  破産更正債権等の増減額（△は増加） 

  仕入債務の増加額（△は減少） 

  たな卸資産の増減額（△は増加） 

省略 

112,982

1,020

412,754

△101

864

5,550

1,000

8,642

2,250

29,658

△3,032

21,795

6,187

小計 28,496

  利息及び配当金の受領額 

  利息の支払額 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 

101

△1,696

△907

  営業活動によるキャッシュ・フロー 25,994

 

以上 


