
 

 

 

 

平成21年５月21日 

 

各  位 

 

大阪府吹田市豊津町１番33号 

株式会社ダスキン 

代表取締役社長 山村 輝治 

（コード番号：4665 東証第一部・大証第一部） 

問合せ先 取締役 

鶴見 明久 

電話 06-6821-5071 

 

 

（訂正・数値データ訂正あり）「平成 21 年３月期 決算短信」の一部訂正について 

 

 

平成21年５月15日に発表致しました「平成21年３月期 決算短信」の記載内容の一部に誤りがございまし

たので、下記の通りお知らせ致します。なお、訂正箇所は下線を付して表示しております。 

 

 

 

記 

 

訂正箇所 １ページ 

１．21 年３月期の連結業績（平成 20 年４月１日～平成 21 年３月 31 日） 

(２)連結財政状態 

（訂正前） 

 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

21 年３月期 194,653 143,332 73.2 2,130.52 

20 年３月期 195,822 139,664 70.7 2,054.32 

 

（訂正後） 

 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

21 年３月期 194,653 143,322 73.2 2,130.52 

20 年３月期 195,822 139,664 70.7 2,054.32 

 

 

以上 
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平成21年3月期 決算短信 
平成21年5月15日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社ダスキン 上場取引所 東 大 
コード番号 4665 URL http://www.duskin.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 山村 輝治
問合せ先責任者 （役職名） 取締役 （氏名） 鶴見 明久 TEL 06-6387-3411
定時株主総会開催予定日 平成21年6月24日 配当支払開始予定日 平成21年6月25日
有価証券報告書提出予定日 平成21年6月25日

1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21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 ％

21年3月期 188,552 △2.0 12,307 △13.7 14,487 △5.1 6,460 △10.2
20年3月期 192,344 △0.7 14,263 2.0 15,259 2.1 7,196 △14.4

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 ％ ％ ％

21年3月期 96.18 ― 4.6 7.4 6.5
20年3月期 106.80 ― 5.2 7.6 7.4

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  △627百万円 20年3月期  △574百万円

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

21年3月期 194,653 143,322 73.2 2,130.52
20年3月期 195,822 139,664 70.7 2,054.32

（参考） 自己資本   21年3月期  142,401百万円 20年3月期  138,431百万円

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

21年3月期 13,993 △7,065 △5,628 25,237
20年3月期 15,555 △16,301 △10,282 23,843

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 0.00 ― 40.00 40.00 2,695 37.5 1.9
21年3月期 ― 0.00 ― 40.00 40.00 2,673 41.6 1.9
22年3月期 

（予想）
― 0.00 ― 40.00 40.00 44.6

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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

92,900 △1.0 3,900 △36.0 4,600 △37.0 2,000 △27.9 29.77

通期 186,000 △1.4 9,500 △22.8 11,000 △24.1 6,000 △7.1 89.32



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）  無  

(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） 

(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、29ページ「1株当たり情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期 67,394,823株 20年3月期 67,394,823株
② 期末自己株式数 21年3月期  555,885株 20年3月期  9,495株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21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 ％

21年3月期 162,880 △2.5 9,785 △16.4 14,030 △5.2 7,388 5.2
20年3月期 167,087 △1.3 11,710 2.9 14,797 9.8 7,020 △9.5

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
円 銭 円 銭

21年3月期 109.99 ―
20年3月期 104.18 ―

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

21年3月期 180,571 126,704 70.2 1,895.67
20年3月期 179,251 121,378 67.7 1,801.26

（参考） 自己資本 21年3月期  126,704百万円 20年3月期  121,378百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確定な要因に係る本資料発表日現在における 
仮定を前提としております。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。 

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 
累計期間

80,900 0.1 2,600 △45.7 5,100 △33.9 3,000 △18.6 44.66

通期 163,000 0.1 7,000 △28.5 10,500 △25.2 6,500 △12.0 96.76
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