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平成 28 年９月 29 日 

各  位 

 

 

 

 

 

 

 

 

（訂正・数値データ訂正） 

「平成 28 年６月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について 

 

当社は、平成 28 年８月 10 日に公表した「平成 28 年６月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の内容に関し

て、一部訂正すべき事項がありましたので、下記のとおりお知らせ致します。また、数値データにも訂正が

ありましたので、訂正後の数値データも送信致します。 

 

記 

 

１．訂正の内容 

平成 28 年６月期の決算短信発表後の有価証券報告書の作成過程におきまして、連結株主資本等変動計

算書及び株主資本等変動計算書に一部記載の誤りがありましたので訂正を行うものです。 

 

２．訂正箇所 

訂正箇所には下線を付して表示しています。 

  

会 社 名  株 式 会 社 デ ジ タ ル ガ レ ー ジ 

代表者名  代表取締役 兼 社長執行役員グループ CEO 林 郁

  （コード番号：４８１９ 東証第一部） 

問合せ先  取締役 兼 上席執行役員 SEVP          

コーポレートストラテジー本部管掌 曽田 誠 

  （ＴＥＬ：０３―６３６７―１１１１） 

（ＵＲＬ：http://www.garage.co.jp/ja/ir/） 
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【訂正前】 

５．連結財務諸表 

（３）連結株主資本等変動計算書 

前連結会計年度（自  平成26年７月１日  至  平成27年６月30日） 

 (単位：千円)

 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 

当期首残高 7,399,002 10,817,448 9,606,875 △69,840 27,753,485 

当期変動額      

新株の発行 27,428 27,396   54,825 

連結子会社株式の取得 
による持分の増減 

 △7,874,940   △7,874,940 

持分法適用関連会社の 
剰余金変動による増減 

 △115,459 △23,591  △139,050 

剰余金の配当   △234,870  △234,870 

親会社株主に帰属する 
当期純利益 

  5,081,400  5,081,400 

株主資本以外の項目の 
当期変動額（純額） 

     

当期変動額合計 27,428 △7,963,003 4,822,939 － △3,112,635 

当期末残高 7,426,431 2,854,445 14,429,814 △69,840 24,640,850 

  

 その他の包括利益累計額 
新株予約権 非支配株主持分 純資産合計 

 
その他有価証券

評価差額金 為替換算調整勘定 その他の包括利

益累計額合計 

当期首残高 2,193,931 485,678 2,679,609 141,121 5,906,458 36,480,675 

当期変動額       

新株の発行      54,825 

連結子会社株式の取得 
による持分の増減      △7,874,940 

持分法適用関連会社の 
剰余金変動による増減      △139,050 

剰余金の配当      △234,870 

親会社株主に帰属する 
当期純利益      5,081,400 

株主資本以外の項目の 
当期変動額（純額） 391,911 931,024 1,322,936 154,510 △5,780,243 △4,302,796 

当期変動額合計 391,911 931,024 1,322,936 154,510 △5,780,243 △7,415,431 

当期末残高 2,585,843 1,416,702 4,002,546 295,632 126,215 29,065,244 
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【訂正後】 

５．連結財務諸表 

（３）連結株主資本等変動計算書 

前連結会計年度（自  平成26年７月１日  至  平成27年６月30日） 

(単位：千円)

 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 

当期首残高 7,399,002 10,817,448 9,615,957 △69,840 27,762,568 

会計上の変更による累

積的影響額   △9,082  △9,082 

会計上の変更を反映した

当期首残高 7,399,002 10,817,448 9,606,875 △69,840 27,753,485 

当期変動額      

新株の発行 27,428 27,396   54,825 

連結子会社株式の取得

による持分の増減  △7,874,940   △7,874,940 

持分法適用関連会社の

剰余金変動による増減  △115,459 △23,591  △139,050 

剰余金の配当   △234,870  △234,870 

親会社株主に帰属する

当期純利益   5,081,400  5,081,400 

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）      

当期変動額合計 27,428 △7,963,003 4,822,939 － △3,112,635 

当期末残高 7,426,431 2,854,445 14,429,814 △69,840 24,640,850 

  

 その他の包括利益累計額 
新株予約権 非支配株主持分 純資産合計 

 
その他有価証券

評価差額金 為替換算調整勘定 その他の包括利

益累計額合計 

当期首残高 2,193,931 485,678 2,679,609 141,121 5,906,458 36,489,758 

会計上の変更による累

積的影響額      △9,082 

会計上の変更を反映した

当期首残高 2,193,931 485,678 2,679,609 141,121 5,906,458 36,480,675 

当期変動額       

新株の発行      54,825 

連結子会社株式の取得

による持分の増減      △7,874,940 

持分法適用関連会社の

剰余金変動による増減      △139,050 

剰余金の配当      △234,870 

親会社株主に帰属する

当期純利益      5,081,400 

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額） 391,911 931,024 1,322,936 154,510 △5,780,243 △4,302,796 

当期変動額合計 391,911 931,024 1,322,936 154,510 △5,780,243 △7,415,431 

当期末残高 2,585,843 1,416,702 4,002,546 295,632 126,215 29,065,244 
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【訂正前】 

６．個別財務諸表 

（３）株主資本等変動計算書 

前事業年度（自  平成26年７月１日  至  平成27年６月30日） 

 (単位：千円)

 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  
資本準備金 その他資本

剰余金 
資本剰余金

合計 

その他利益

剰余金 利益剰余金

合計 
 

繰越利益剰

余金 

当期首残高 7,399,002 7,491,718 3,593,304 11,085,022 2,905,065 2,905,065 △69,840 21,319,250 

当期変動額         

新株の発行 27,428 27,396  27,396    54,825 

剰余金の配当     △234,870 △234,870  △234,870 

当期純利益     3,917,192 3,917,192  3,917,192 

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額）         

当期変動額合計 27,428 27,396 － 27,396 3,682,322 3,682,322 － 3,737,147 

当期末残高 7,426,431 7,519,115 3,593,304 11,112,419 6,587,388 6,587,388 △69,840 25,056,398 

 

 評価・換算差額等 
新株予約権 純資産合計 

 
その他有価証

券評価差額金 
評価・換算

差額等合計 

当期首残高 50,547 50,547 114,262 21,484,060 

当期変動額     

新株の発行    54,825 

剰余金の配当    △234,870 

当期純利益    3,917,192 

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額） 1,475,304 1,475,304 117,625 1,592,930 

当期変動額合計 1,475,304 1,475,304 117,625 5,330,078 

当期末残高 1,525,852 1,525,852 231,888 26,814,139 

 

  



 

5 
 

【訂正後】 

６．個別財務諸表 

（３）株主資本等変動計算書 

前事業年度（自  平成26年７月１日  至  平成27年６月30日） 

   (単位：千円)

 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  
資本準備金 その他資本

剰余金 
資本剰余金

合計 

その他利益

剰余金 利益剰余金

合計 
 

繰越利益剰

余金 

当期首残高 7,399,002 7,491,718 3,593,304 11,085,022 2,914,148 2,914,148 △69,840 21,328,333 

会計上の変更による累

積的影響額     △9,082 △9,082  △9,082 

会計上の変更を反映した

当期首残高 7,399,002 7,491,718 3,593,304 11,085,022 2,905,065 2,905,065 △69,840 21,319,250 

当期変動額         

新株の発行 27,428 27,396  27,396    54,825 

剰余金の配当     △234,870 △234,870  △234,870 

当期純利益     3,917,192 3,917,192  3,917,192 

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）         

当期変動額合計 27,428 27,396 － 27,396 3,682,322 3,682,322 － 3,737,147 

当期末残高 7,426,431 7,519,115 3,593,304 11,112,419 6,587,388 6,587,388 △69,840 25,056,398 

  

 評価・換算差額等 
新株予約権 純資産合計 

 
その他有価証

券評価差額金 
評価・換算

差額等合計 

当期首残高 50,547 50,547 114,262 21,493,143 

会計上の変更による累

積的影響額    △9,082 

会計上の変更を反映した

当期首残高 50,547 50,547 114,262 21,484,060 

当期変動額     

新株の発行    54,825 

剰余金の配当    △234,870 

当期純利益    3,917,192 

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額） 1,475,304 1,475,304 117,625 1,592,930 

当期変動額合計 1,475,304 1,475,304 117,625 5,330,078 

当期末残高 1,525,852 1,525,852 231,888 26,814,139 

 

以上 

 


