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 （訂正・数値データ訂正あり）「平成 22 年 3 月期 決算短信」、「2009 年度決算 説明資料」及び 

「（英文）平成 22 年 3 月期 決算短信」の一部訂正に関するお知らせ  
 
平成 22 年 5 月 12 日に発表いたしました標記開示資料について一部訂正がありましたので、下

記の通りお知らせいたします。なお、訂正箇所には、下線を付しております。 
 
 

記 
 

■「平成 22 年 3 月期 決算短信」 

訂正箇所：サマリー情報の期末自己株式数（P.2） 
 

（訂正前） 
 (3) 発行済株式数（普通株式） 

   ② 期末自己株式数   22 年 3 月期 1,813,987 株     21 年 3 月期 1,770,169 株 
 
 

（訂正後） 
  (3) 発行済株式数（普通株式） 
   ② 期末自己株式数   22 年 3 月期 1,814,322 株     21 年 3 月期 1,770,169 株 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

訂正箇所：当期のセグメント別業績（P.4） 
 
（訂正前） 
 (2) 当期のセグメント別業績 

（単位：億円） 

売  上  高 営 業 利 益 

増 減 比 増 減 比 
事 業 部 門 

当 期 前 期 
  為替影響

排除後 

当 期 前 期 
  為替影響

排除後 

グ ラ フ ィ ッ ク 

ア ー ツ 
4,749 5,933 △20.0% △8.4% 153 231 △34.0% △16.9%

工 業 材 料 1,429 1,732 △17.5% △14.3% 124 51 2.4 倍 2.4 倍

機 能 製 品  1,093  1,241 △11.9% △10.3% 56 20 2.8 倍 2.9 倍

電 子 情 報 材 料 385 443 △13.1% △8.3% 15 15 2.5% 8.2%

そ の 他 43 140 △69.4% △76.2% △7 2 赤字化 赤字化

消去または全社  △120 △166 ---- ---- △62 △65 ---- ----

計 7,578 9,323 △18.7% △10.3% 278 254 9.7% 34.4%

 
 
（訂正後） 
 (2) 当期のセグメント別業績 

（単位：億円） 

売  上  高 営 業 利 益 

増 減 比 増 減 比 
事 業 部 門 

当 期 前 期 
  為替影響

排除後 

当 期 前 期 
  為替影響

排除後 

グ ラ フ ィ ッ ク 

ア ー ツ 
4,749 5,931 △19.9% △8.4% 153 230 △33.7% △16.5%

工 業 材 料 1,429 1,732 △17.5% △14.3% 124 51 2.4 倍 2.4 倍

機 能 製 品  1,093  1,241 △11.9% △10.3% 56 20 2.8 倍 2.9 倍

電 子 情 報 材 料 385 443 △13.1% △8.3% 15 15 2.5% 8.2%

そ の 他 43 142 △69.7% △76.6% △7 3 赤字化 赤字化

消去または全社  △120 △166 ---- ---- △62 △65 ---- ----

計 7,578 9,323 △18.7% △10.3% 278 254 9.7% 34.4%

 
 
 
 



 

訂正箇所：当期のセグメント別業績（P.4） 
 
（訂正前） 

[グラフィックアーツ事業部門] 
・日本 売 上 高： 1,227 億円 前期比 △3.3％

 営業利益： 38 億円 前期比 黒字化

 
（訂正後） 

[グラフィックアーツ事業部門] 
・日本 売 上 高： 1,227 億円 前期比 △3.2％

 営業利益： 38 億円 前期比 黒字化

 
 

■「2009 年度決算 説明資料」 

訂正箇所：グラフィックアーツ事業部門（P.4） 
 
（訂正前） 

（単位：億円）

売　　上　　高 営　業　利　益
2008年度 2009年度 増減 2008年度 2009年度 増減
年間実績 年間実績 為替排除後 年間実績 年間実績 為替排除後

グラフィックアーツ 5,933 4,749 △ 1,184 △20.0% △8.4% 231 153 △ 78 △34.0% △16.9%
日本 1,269 1,227 △ 42 △3.3% △3.3% △ 16 38 54 黒字化 黒字化

前期比 前期比

（訂正後） 
（単位：億円）

売　　上　　高 営　業　利　益
2008年度 2009年度 増減 2008年度 2009年度 増減
年間実績 年間実績 為替排除後 年間実績 年間実績 為替排除後

グラフィックアーツ 5,931 4,749 △ 1,182 △19.9% △8.4% 230 153 △ 77 △33.7% △16.5%
日本 1,267 1,227 △ 40 △3.2% △3.2% △ 18 38 56 黒字化 黒字化

前期比 前期比

 

訂正箇所：セグメント別業績一覧（2009 年度実績）（P.8） 
 
（訂正前） 

（単位：億円）

売　　上　　高 営　業　利　益
2008年度 2009年度 増減 2008年度 2009年度 増減
年間実績 年間実績 為替排除後 年間実績 年間実績 為替排除後

グラフィックアーツ 5,933 4,749 △ 1,184 △20.0% △8.4% 231 153 △ 78 △34.0% △16.9%
日本 1,269 1,227 △ 42 △3.3% △3.3% △ 16 38 54 黒字化 黒字化

その他 140 43 △ 97 △69.4% △76.2% 2 △ 7 △ 9 赤字化 赤字化

前期比 前期比

 
（訂正後） 

（単位：億円）

売　　上　　高 営　業　利　益
2008年度 2009年度 増減 2008年度 2009年度 増減
年間実績 年間実績 為替排除後 年間実績 年間実績 為替排除後

グラフィックアーツ 5,931 4,749 △ 1,182 △19.9% △8.4% 230 153 △ 77 △33.7% △16.5%
日本 1,267 1,227 △ 40 △3.2% △3.2% △ 18 38 56 黒字化 黒字化

その他 142 43 △ 99 △69.7% △76.6% 3 △ 7 △ 10 赤字化 赤字化

前期比 前期比



 

■「(英文) 平成 22 年 3 月期 決算短信」 
(Consolidated Financial Results for the Year Ended March 31, 2010) 

訂正箇所：サマリー情報の期末自己株式数（P.2） 

Correction to Number of treasury stocks (page 2) 
 
（訂正前 / Error） 

  (3) Number of common stocks 

   2) Number of treasury stocks at the end of period 

                           FY2009      1,813,987 shares   FY2008    1,770,169 shares 
 
（訂正後 / Correct） 

  (3) Number of common stocks 

   2) Number of treasury stocks at the end of period 

                           FY2009      1,814,322 shares   FY2008    1,770,169 shares 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

訂正箇所：Segment Results（P.4） 

Correction to Segment Results (page 4) 
 
（訂正前 / Error） 
(2) Segment Results 

 (Billions of yen) 
Net sales Operating income (loss)  

Fiscal year 
ended 

March 31, 
2010 

Fiscal year 
ended 

March 31, 
2009 

Change
(%) 

Change 
(%) 

excluding 
the impact 
of foreign 
currency 

fluctuations

Fiscal year 
ended  

March 31, 
2010 

Fiscal year 
ended 

March 31, 
2009 

Change 
(%) 

Change 
(%) 

excluding 
the impact 
of foreign 
currency 

fluctuations
Graphic Arts ¥474.9 ¥593.3 –20.0% –8.4% ¥15.3 ¥23.1 –34.0% –16.9%
Industrial 
Materials 142.9 173.2 –17.5% –14.3% 12.4 5.1 2.4 times 2.4 times

High 
Performance 
and Applied 
Products 

109.3 124.1 –11.9% –10.3% 5.6 2.0 2.8 times 2.9 times

Electronics  
and  
Information 
Materials 

38.5 44.3 –13.1% –8.3% 1.5 1.5 2.5% 8.2%

Others 4.3 14.0 –69.4% –76.2% (0.7) 0.2 Into the 
red 

Into the 
red 

Corporate and 
Eliminations (12.0) (16.6) — — (6.2) (6.5) — — 

Total ¥757.8 ¥932.3 –18.7% –10.3% ¥27.8 ¥25.4 9.7% 34.4%

 
（訂正後 / Correct） 
(2) Segment Results 

 (Billions of yen) 
Net sales Operating income (loss)  

Fiscal year 
ended 

March 31, 
2010 

Fiscal year 
ended 

March 31, 
2009 

Change
(%) 

Change 
(%) 

excluding 
the impact 
of foreign 
currency 

fluctuations

Fiscal year 
ended  

March 31, 
2010 

Fiscal year 
ended 

March 31, 
2009 

Change 
(%) 

Change 
(%) 

excluding 
the impact 
of foreign 
currency 

fluctuations
Graphic Arts ¥474.9 ¥593.1 –19.9% –8.4% ¥15.3 ¥23.0 –33.7% –16.5%
Industrial 
Materials 142.9 173.2 –17.5% –14.3% 12.4 5.1 2.4 times 2.4 times

High 
Performance 
and Applied 
Products 

109.3 124.1 –11.9% –10.3% 5.6 2.0 2.8 times 2.9 times

Electronics  
and  
Information 
Materials 

38.5 44.3 –13.1% –8.3% 1.5 1.5 2.5% 8.2%

Others 4.3 14.2 –69.7% –76.6% (0.7) 0.3 Into the 
red 

Into the 
red 

Corporate and 
Eliminations (12.0) (16.6) — — (6.2) (6.5) — — 

Total ¥757.8 ¥932.3 –18.7% –10.3% ¥27.8 ¥25.4 9.7% 34.4%



 

訂正箇所：Segment Results（P.4） 

Correction to Segment Results (page 4) 
 
（訂正前 / Error） 

Graphic Arts 
Japan 

Net sales ¥122.7 billion Change –3.3% 
Operating income ¥3.8 billion Change Return to profitability 
 
～中略～ 
９行目 
As a consequence of these and other factors, segment net sales in Japan rose.  
 
 

（訂正後 / Correct） 
Graphic Arts 
Japan 

Net sales ¥122.7 billion Change –3.2% 
Operating income ¥3.8 billion Change Return to profitability 
 
～中略～ 
９行目 
As a consequence of these and other factors, segment net sales in Japan fell.  

 
 
なお、訂正後の上記各資料につきましては、当社ホームページ（http://www.dic.co.jp）に掲載い

たします。 
 

                   以 上 



平成22年3月期 決算短信 
平成22年5月12日

（百万円未満四捨五入）

上場会社名 DIC株式会社 上場取引所 東 
コード番号 4631 URL http://www.dic.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長執行役員 （氏名） 杉江 和男
問合せ先責任者 （役職名） 経理部長 （氏名） 二宮 啓之 TEL 03-3272-4511
定時株主総会開催予定日 平成22年6月23日 配当支払開始予定日 平成22年6月24日
有価証券報告書提出予定日 平成22年6月24日

1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 757,849 △18.7 27,814 9.7 19,081 25.6 2,540 △4.1
21年3月期 932,334 △13.5 25,356 △47.6 15,191 △62.9 2,648 △91.5

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年3月期 3.21 ― 2.6 2.6 3.7
21年3月期 3.35 ― 1.6 1.8 2.7

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  2,165百万円 21年3月期  1,832百万円

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

22年3月期 749,866 122,829 13.5 127.72
21年3月期 738,460 108,915 12.9 120.50

（参考） 自己資本   22年3月期  101,034百万円 21年3月期  95,329百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

22年3月期 39,456 △12,477 △15,985 29,549
21年3月期 37,043 △35,657 6,459 20,094

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 3.00 ― 3.00 6.00 4,747 179.3 2.9
22年3月期 ― 2.00 ― 2.00 4.00 3,164 124.6 3.2
23年3月期 

（予想）
― 2.00 ― 2.00 4.00 31.6

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期 
連結累計期間

380,000 5.6 15,000 94.8 12,000 302.5 3,000 431.9 3.79

通期 770,000 1.6 35,000 25.8 28,000 46.7 10,000 293.7 12.64



4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  有  

（注） 詳細は、19ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧下さい。 

(2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注） 詳細は、19ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」及び22ページ「セグメント情報」をご覧下さい。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注） １株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、27ページ「１株当たり情報」をご覧下さい 

新規 ―社 （社名 ） 除外 1社 （社名 Sun Chemical Group B.V. ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期 792,872,048株 21年3月期 792,872,048株
② 期末自己株式数 22年3月期  1,814,322株 21年3月期  1,770,169株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 284,724 △19.5 9,388 ― 3,546 △22.6 2,478 ―
21年3月期 353,639 △10.2 △2,270 ― 4,584 △62.7 △1,581 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

22年3月期 3.13 ―
21年3月期 △2.00 ―

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

22年3月期 629,455 182,940 29.1 231.26
21年3月期 631,825 183,866 29.1 232.42

（参考） 自己資本 22年3月期  182,940百万円 21年3月期  183,866百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により異なる可能性があります。 
 業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、6ページをご参照下さい。 
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