
 

2021 年 11 月 22 日 

各位 

会  社  名 株式会社デザインワン・ジャパン 

代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長  高 畠  靖 雄 

 （コード番号：6048 東証第一部） 

問い合せ先 取締役経営管理本部長  田中  誠 

 （TEL.03-6421-7438） 

 

(訂正・数値データ訂正)「2021 年８月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正に関するお知らせ 

 

 2021 年 10 月 14 日において公表いたしました「2021 年８月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」において、訂正すべき

記載がありましたので、お知らせいたします。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を送信

いたします。 

 

記 

 

１．訂正の理由 

 「2021 年８月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の発表後、記載内容の一部に誤りがあることが判明しましたので、

これを訂正いたします。また、訂正箇所は下線を付して表示しております。 

 

２．訂正箇所 

添付資料 

１．経営成績等の概況 

（１）当期の経営成績の概況 

（３）当期のキャッシュ・フローの概況 

３．連結財務諸表及び主な注記 

（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（５）連結財務諸表に関する注記事項 

（セグメント情報等） 

３ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

当連結会計年度（自 2020 年９月１日 至 2021 年８月 31 日） 

 

 

 

 

 

 

 



３．訂正内容 

 

添付資料 

１．経営成績等の概況 

 

【訂正前】 

（１）当期の経営成績の概況 

（省略） 

（DX ソリューション事業） 

ベトナムのシステム開発子会社である Nitro Tech Asia Inc Co. Ltd.の、ローコストおよび中小案件における対応力といっ

た優位性を活かして、順調に業績を拡大いたしました。 

また、ポスティングを軸とした「エリアマーケティング」を行っている株式会社 DEECH の株式を取得して連結対象の

子会社とした結果、第４四半期連結会計期間より同社の売上が寄与しております。 

この結果、DX ソリューション事業の売上高は 189,791 千円、セグメント損失は 25,164 千円となりました。 

 

（その他） 

前連結会計年度に子会社化した株式会社昼 job は、ナイトワーク出身の女性求職者に特化した人材紹介サービスにおい

て、マーケットにおけるポジション確立に努めた結果、業績は堅調に推移しました。 

この結果、その他事業の売上高は 81,237 千円、セグメント利益は 974 千円となりました。 

 

【訂正後】 

（１）当期の経営成績の概況 

（省略） 

（DX ソリューション事業） 

ベトナムのシステム開発子会社である Nitro Tech Asia Inc Co. Ltd.の、ローコストおよび中小案件における対応力といっ

た優位性を活かして、順調に業績を拡大いたしました。 

また、ポスティングを軸とした「エリアマーケティング」を行っている株式会社 DEECH の株式を取得して連結対象の

子会社とした結果、第４四半期連結会計期間より同社の売上が寄与しております。 

この結果、DX ソリューション事業の売上高は 189,791 千円、セグメント損失は 42,700 千円となりました。 

 

（その他） 

前連結会計年度に子会社化した株式会社昼 job は、ナイトワーク出身の女性求職者に特化した人材紹介サービスにおい

て、マーケットにおけるポジション確立に努めた結果、業績は堅調に推移しました。 

この結果、その他事業の売上高は 81,237 千円、セグメント損失は 16,938 千円となりました。 

 

 

 

 

 

 



【訂正前】 

（３）当期のキャッシュ・フローの概況 

（省略） 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度において営業活動により得られた資金は、218,333 千円（前連結会計年度は、78,856 千円の収入）となり

ました。 

これは主に、税金等調整前当期純利益 187,183 千円、減損損失 68,798 千円、のれん償却額 35,448 千円、減価償却費 19,245

千円、前払費用の減少額 15,464 千円の収入要因及び、投資有価証券売却益 99,356 千円、法人税等の支払額 74,041 千円、

未払金の減少額 25,142 千円、たな卸資産の増加額 11,327 千円の支出要因によるものであります。 

（省略） 

 

【訂正後】 

（３）当期のキャッシュ・フローの概況 

（省略） 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度において営業活動により得られた資金は、218,333 千円（前連結会計年度は、78,856 千円の収入）となり

ました。 

これは主に、税金等調整前当期純利益 187,183 千円、減損損失 68,798 千円、のれん償却額 35,448 千円、減価償却費 19,245

千円、前払費用の減少額 15,464 千円の収入要因及び、投資有価証券売却益 99,356 千円、法人税等の支払額 74,041 千円、

未払金の減少額 13,963 千円、たな卸資産の増加額 11,327 千円の支出要因によるものであります。 

（省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３．連結財務諸表及び主な注記 

 

【訂正前】 

（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

           (単位：千円) 

          前連結会計年度 
(自 2019 年９月１日 

 至 2020 年８月 31 日) 

当連結会計年度 
(自 2020 年９月１日 

 至 2021 年８月 31 日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税金等調整前当期純利益 213,023 187,183 

 減価償却費 15,896 19,245 

 減損損失 － 68,798 

 のれん償却額 17,759 35,448 

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,333 2,350 

 役員賞与引当金の増減額（△は減少） 134 △23 

 賞与引当金の増減額（△は減少） 2,031 △1,157 

 ポイント引当金の増減額（△は減少） △444 19 

 受取利息 △1,813 △3,081 

 受取配当金 － △1,169 

 投資有価証券売却損益（△は益） 598 △99,356 

 支払利息 32 490 

 助成金収入 － △6,218 

 投資事業組合運用損益（△は益） 871 △5,173 

 売上債権の増減額（△は増加） 21,543 3,347 

 和解金 － 6,000 

 たな卸資産の増減額（△は増加） △5,533 △11,327 

 前払費用の増減額（△は増加） 6,902 15,464 

 未払金の増減額（△は減少） 5,931 △25,142 

 未払費用の増減額（△は減少） △15,418 △5,870 

 
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減
少） 

△3,119 △1,579 

 預り金の増減額（△は減少） △8,678 △427 

 未払消費税等の増減額（△は減少） △2,592 4,556 

 その他 △104,980 106,539 

 小計 140,810 288,916 

 利息及び配当金の受取額 － 4,927 

 利息の受取額 3,123 － 

 利息の支払額 △32 △490 

 助成金の受取額 － 6,218 

 和解金の支払額 － △6,000 

 法人税等の支払額 △67,837 △74,041 

 法人税等の還付額 2,792 － 

 過年度法人税等の支払額 － △1,197 

 営業活動によるキャッシュ・フロー 78,856 218,333 

 （省略）   

 

 

 

 

 

 



【訂正後】 

（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

           (単位：千円) 

          前連結会計年度 
(自 2019 年９月１日 

 至 2020 年８月 31 日) 

当連結会計年度 
(自 2020 年９月１日 

 至 2021 年８月 31 日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税金等調整前当期純利益 213,023 187,183 

 減価償却費 15,896 19,245 

 減損損失 － 68,798 

 のれん償却額 17,759 35,448 

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,333 2,350 

 役員賞与引当金の増減額（△は減少） 134 △23 

 賞与引当金の増減額（△は減少） 2,031 △1,157 

 ポイント引当金の増減額（△は減少） △444 19 

 受取利息 △1,813 △3,081 

 受取配当金 － △1,169 

 投資有価証券売却損益（△は益） 598 △99,356 

 支払利息 32 490 

 助成金収入 － △6,218 

 投資事業組合運用損益（△は益） 871 △5,173 

 売上債権の増減額（△は増加） 21,543 3,347 

 和解金 － 6,000 

 たな卸資産の増減額（△は増加） △5,533 △11,327 

 前払費用の増減額（△は増加） 6,902 15,464 

 仕入債務の増減額（△は減少） － △3,368 

 未払金の増減額（△は減少） 5,931 △13,963 

 未払費用の増減額（△は減少） △15,418 △5,870 

 
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減
少） 

△3,119 △1,579 

 預り金の増減額（△は減少） △8,678 △427 

 未払消費税等の増減額（△は減少） △2,592 4,556 

 その他 △104,980 98,728 

 小計 140,810 288,916 

 利息及び配当金の受取額 － 4,927 

 利息の受取額 3,123 － 

 利息の支払額 △32 △490 

 助成金の受取額 － 6,218 

 和解金の支払額 － △6,000 

 法人税等の支払額 △67,837 △74,041 

 法人税等の還付額 2,792 － 

 過年度法人税等の支払額 － △1,197 

 営業活動によるキャッシュ・フロー 78,856 218,333 

 （省略）   

 

 

 

 

 

 

 



【訂正前】 

（５）連結財務諸表に関する注記事項 

（セグメント情報等） 

３ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

当連結会計年度（自 2020 年９月１日 至 2021 年８月 31 日） 

   (単位：千円) 

 

報告セグメント 
その他 
(注)１ 

合計 
調整額 
(注)２ 

連結財務諸
表計上額(注)

３ 
インターネ
ットメディ
ア事業 

DXソリュー
ション事業 

計 

売上高        

外部顧客への売上高 1,603,213 151,436 1,754,650 81,237 1,835,887 － 1,835,887 

セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

66 38,355 38,421 － 38,421 △38,421 － 

計 1,603,280 189,791 1,793,072 81,237 1,874,309 △38,421 1,835,887 

セグメント利益 275,726 △25,164 250,562 974 251,536 △115,679 135,857 

その他の項目        

 減価償却費 11,306 6,093 17,400 813 18,214 － 18,214 

 減損損失 － － － 68,798 68,798 － 68,798 

(注) １．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、HRソリューション事業等を含んで

おります。 

２．セグメント利益の調整額△115,679千円には、セグメント間取引消去2,526千円、のれん償却額△35,448千円

及び各報告セグメントに配分していない全社費用△82,756千円が含まれております。全社費用は、主に報告

セグメントに帰属しない一般管理費等であります。 

３．セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【訂正後】 

（５）連結財務諸表に関する注記事項 

（セグメント情報等） 

３ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

当連結会計年度（自 2020 年９月１日 至 2021 年８月 31 日） 

   (単位：千円) 

 

報告セグメント 
その他 
(注)１ 

合計 
調整額 
(注)２ 

連結財務諸
表計上額(注)

３ 
インターネ
ットメディ
ア事業 

DXソリュー
ション事業 

計 

売上高        

外部顧客への売上高 1,603,213 151,436 1,754,650 81,237 1,835,887 － 1,835,887 

セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

66 38,355 38,421 － 38,421 △38,421 － 

計 1,603,280 189,791 1,793,072 81,237 1,874,309 △38,421 1,835,887 

セグメント利益又は 
セグメント損失（△） 

275,726 △42,700 233,026 △16,938 216,087 △80,230 135,857 

その他の項目        

 減価償却費 12,261 6,169 18,431 813 19,245 － 19,245 

 のれん償却費 － 17,535 17,535 17,913 35,448 － 35,448 

 減損損失 － － － 68,798 68,798 － 68,798 

(注) １．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、HRソリューション事業等を含んで

おります。 

２．セグメント利益又はセグメント損失の調整額△80,230千円には、セグメント間取引消去2,526千円及び各報

告セグメントに配分していない全社費用△82,756千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメン

トに帰属しない一般管理費等であります。 

３．セグメント利益又はセグメント損失は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。 

 

以上 


