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平成 24 年 5 月 11 日 

各 位 

会 社 名 東亜ディーケーケー株式会社  

代表者名 代表取締役社長 佐々木 輝男 

（コード番号 ６８４８ 東証第２部）  

問合せ先 専務取締役   玉井 亨   

（ＴＥＬ ０３－３２０２－０２１１）  

 

（訂正・数値データ訂正あり） 

「平成 24 年 3 月期決算短信[日本基準]（連結）」の一部訂正について 

 

 平成 24 年 4 月 26 日に発表いたしました「平成 24 年 3 月期決算短信[日本基準]（連結）」

において、一部訂正がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 なお、訂正箇所には下線を付しております。 

 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（XBRL）を添付してお

ります。 

 

記 

 

訂正箇所 ４．連結財務諸表 (１)連結貸借対照表 

＜訂正前＞ 

(１)連結貸借対照表 

（単位：百万円） 

  
前連結会計年度 

(平成 23 年３月 31 日) 

当連結会計年度 

(平成 24 年３月 31 日) 

 流動負債 

 （省略） 

 リース債務 － 82 

 （省略） 

 その他 401 304 

 流動負債合計 3,789 3,564 

 （省略） 

 負債純資産合計 16,512 16,477 
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＜訂正後＞ 

(１)連結貸借対照表 

（単位：百万円） 

  
前連結会計年度 

(平成 23 年３月 31 日) 

当連結会計年度 

(平成 24 年３月 31 日) 

 流動負債 

 （省略） 

 リース債務 76 82 

 （省略） 

 その他 324 304 

 流動負債合計 3,789 3,564 

 （省略） 

 負債純資産合計 16,512 16,477 

 

訂正箇所 ４．連結財務諸表 (７)表示方法の変更 

＜訂正前＞ 

―――――― 

 

＜訂正後＞ 

(７)表示方法の変更 

（連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度において、「流動負債」の「その他」に含めていた「リース債務」は、

表示上の明瞭性を高めるため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。

この表示方法を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っており

ます。 

この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動負債」の「その他」に表

示していた 401 百万円は、「リース債務」76 百万円、「その他」324 百万円として組み替

えております。 

 

訂正箇所 ４．連結財務諸表 (８)連結財務諸表に関する注記事項 

＜訂正前＞ 

(７)連結財務諸表に関する注記事項 

 

＜訂正後＞ 

(８)連結財務諸表に関する注記事項 
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＜訂正前＞ 

（連結株主資本等変動計算書関係） 

前連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

 普通株式 16,880,620 3,600,000 600,000 19,880,620

（省略） 

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

 普通株式 640,961 4,092 600,000 45,053

（省略） 
 

当連結会計年度（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

 普通株式 19,880,620 － － 19,880,620

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

 普通株式 45,053 2,595 640 47,008

（省略） 
 

＜訂正後＞ 

（連結株主資本等変動計算書関係） 

前連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

 普通株式 16,880,620 3,600,000 600,000 19,880,620

（省略） 

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

 普通株式 640,961 4,092 600,000 45,053

（省略） 
 

当連結会計年度（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

 普通株式 19,880,620 － － 19,880,620

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

 普通株式 45,053 2,595 640 47,008

（省略） 
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訂正箇所 ５．個別財務諸表 （２）損益計算書 

＜訂正前＞ 

（２）損益計算書 

（単位：百万円） 

  

前事業年度 

(自 平成 22 年４月１日 

 至 平成 23年３月 31日)

当事業年度 

(自 平成 23 年４月１日

 至 平成 24年３月 31日)

 （省略） 

 賞与及び手当 289 331 

 賞与引当金繰入額 88 － 

 （省略） 

 販売費及び一般管理費合計 3,277 3,181 

 

 

＜訂正後＞ 

（２）損益計算書 

（単位：百万円） 

  

前事業年度 

(自 平成 22 年４月１日 

 至 平成 23年３月 31日)

当事業年度 

(自 平成 23 年４月１日

 至 平成 24年３月 31日)

 （省略） 

 賞与及び手当 289 243 

 賞与引当金繰入額 88 88 

 （省略） 

 販売費及び一般管理費合計 3,277 3,181 

 

 以上 

 


