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平成22年３月19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 決算短信」の一部訂正の追加に関するお知らせ 

 

 

 平成 22 年 2 月 15 日に開示しました「平成 21 年 12 月期決算短信」の記載について一部誤り

がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、平成 22 年３月 1日訂正分と合わ

せて掲載しております。 

 

 

記 

 

【訂正内容】 

 訂正箇所は、＿＿＿を付して太字表示しております。 

 

１．経営成績 

（２）財務状態に関する分析 ②キャッシュ･フローの状況(4 ページ) 

＜財務活動によるキャッシュ・フロー＞ 

【訂正前】（要約） 

財務活動の結果、253,226 千円の資金の増加となりました。これは、短期借入金の増加額248,226

千円等によるものであります。 

 

【訂正後】（要約） 

財務活動の結果、253,226 千円の資金の増加となりました。これは、短期借入金の増加額192,511

千円、長期借入れによる収入 70,000 千円等によるものであります。 
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連結財務諸表 

４．【連結財務諸表等】 

(1) 連結貸借対照表 (11 ページ) 

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

 
前連結会計年度 

（平成 20 年 12 月 31 日） 

当連結会計年度 

（平成 21 年 12 月 31 日） 

負債の部 

 流動負債 

 

省略 

短期借入金 

1 年以内返済予定の長期借入金 

省略 

省略 252,948

―

            

 流動負債合計 省略 1,301,600

 省略 

 固定負債 

 長期借入金 省略 5,000

 省略 

 固定負債合計 省略 10,640

 

 

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

 
前連結会計年度 

（平成 20 年 12 月 31 日） 

当連結会計年度 

（平成 21 年 12 月 31 日） 

負債の部 

 流動負債 

 

省略 

短期借入金 

1 年以内返済予定の長期借入金 

省略 

省略 197,233

37,140

            

 流動負債合計 省略 1,283,025

 省略 

 固定負債 

 長期借入金 省略 23,575

 省略 

 固定負債合計 省略 29,215
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(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】  

【訂正前】（要約）（15 ページ）                      （単位：千円） 

 
前連結会計年度 

（平成 20 年 12 月 31 日） 

当連結会計年度 

（平成 21 年 12 月 31 日） 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

 省略 

 支払利息及び社債利息 省略    16,874

 省略 

 小計 省略 △116,914

 利息の支払額 省略 △16,874

 省略 

（16 ページ） 

 
前連結会計年度 

（平成 20 年 12 月 31 日） 

当連結会計年度 

（平成 21 年 12 月 31 日） 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

 短期借入金の純増減（△は減少） 省略 248,226

 長期借入金による収入 省略    5,000

 長期借入金の返済による支出 省略 ―

 省略 

 

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

 
前連結会計年度 

（平成 20 年 12 月 31 日） 

当連結会計年度 

（平成 21 年 12 月 31 日） 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

 省略 

 支払利息 省略    17,024

 省略 

 小計 省略 △116,764

 利息の支払額 省略 △17,024

 省略 

 

 
前連結会計年度 

（平成 20 年 12 月 31 日） 

当連結会計年度 

（平成 21 年 12 月 31 日） 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

 短期借入金の純増減（△は減少） 省略 192,511

 長期借入金による収入 省略    70,000

 長期借入金の返済による支出 省略 △9,285

 省略 

 



 4 

（７）【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】（22 ページ） 

【訂正前】（要約） 

前連結会計年度まで流動資産「その他」に含めて表示しておりました「未払費用」・・以下略 

【訂正後】（要約） 

前連結会計年度まで流動負債「その他」に含めて表示しておりました「未払費用」・・以下略 

 

（８）【連結財務諸表に関する注記事項】 

（連結貸借対照表関係）（22 ページ） 

【訂正前】（要約） 

略・・株式会社SPARKSが保有する債権に対して仮差押命令の申立てが行われております。

【訂正後】（要約） 

略・・株式会社SPARKSが保有する債権に対して仮差押命令の申立てが行われ、決定がなされて

おります。

 

５【個別財務諸表】 

（１）【貸借対照表】（47 ページ） 

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

 
前連結会計年度 

（平成 20 年 12 月 31 日） 

当連結会計年度 

（平成 21 年 12 月 31 日） 

資産の部 

 省略 

 無形固定資産    

 ソフトウェア 省略 2,114

 電話加入権 320 320

 無形固定資産合計 省略 2,434

 省略 

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

 
前連結会計年度 

（平成 20 年 12 月 31 日） 

当連結会計年度 

（平成 21 年 12 月 31 日） 

資産の部 

 省略 

 無形固定資産    

 ソフトウェア 省略 2,114

 電話加入権 ― 320

 その他 320 ―

 無形固定資産合計 省略 2,434

 省略 

 

以上 


