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  平成23年２月10日に提出いたしました第43期第３四半期（自  平成22年10月１日  至  平成22年12月31日）四半期報

告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため、四半期報告書の訂正報告書を提出す

るものであります。

  なお、四半期連結財務諸表の記載内容にかかる訂正箇所についてはXBRLの修正も行いましたので、併せて修正後の

XBRL形式のデータ一式（表示情報ファイルを含む）を提出いたします。

１【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】
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第一部  企業情報 

第１  企業の概況 

１  主要な経営指標等の推移 

第２ 事業の状況

１ 仕入、受注及び販売の状況

（２）受注実績

（３）販売実績

４ 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

（１）業績の状況

第５ 経理の状況

１ 四半期連結財務諸表

（１）四半期連結貸借対照表

（２）四半期連結損益計算書

第３四半期連結累計期間

第３四半期連結会計期間

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

注記事項

（セグメント情報等）

セグメント情報

（１株当たり情報）

２【訂正事項】
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  訂正箇所は＿＿＿線で示しております。 

３【訂正個所】
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（訂正前）

(注) （略）

第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第42期

第３四半期
連結累計期間

第43期

第３四半期
連結累計期間

第42期

第３四半期
連結会計期間

第43期

第３四半期
連結会計期間

第42期

会計期間
自 平成21年４月１日

至 平成21年12月31日

自 平成22年４月１日

至 平成22年12月31日

自 平成21年10月１日

至 平成21年12月31日

自 平成22年10月１日

至 平成22年12月31日

自 平成21年４月１日

至 平成22年３月31日

売上高 （百万円） 174,926 177,535 60,999 57,064 239,391

経常利益 （百万円） 791 3,130 589 486 1,280

四半期純利益又は四半期
（当期）純損失（△）

（百万円） △792 1,431 139 18 △318

純資産額 （百万円） － － 47,922 47,993 48,553

総資産額 （百万円） － － 114,456 117,318 113,962

１株当たり純資産額 （円） － － 1,674.61 1,677.04 1,697.27

１株当たり四半期純利益
金額又は四半期（当期）
純損失金額（△）

（円） △28.71 51.86 5.06 0.68 △11.55

潜在株式調整後１株当た
り四半期（当期）純利益
金額

（円） － － － －  － 

自己資本比率 （％） － － 40.38 39.45 41.10

営業活動によるキャッシ

ュ・フロー
（百万円） 2,669 5,000 － － 5,728

投資活動によるキャッシ

ュ・フロー
（百万円） △2,669 △5,711 － － △3,040

財務活動によるキャッシ

ュ・フロー
（百万円） 605 3,003 － － △2,307

現金及び現金同等物の

四半期末（期末）残高
（百万円） － － 11,969 13,625 11,797

従業員数 （人） － － 5,210 5,346 4,885
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（訂正後）

(注) （略）

回次
第42期

第３四半期
連結累計期間

第43期

第３四半期
連結累計期間

第42期

第３四半期
連結会計期間

第43期

第３四半期
連結会計期間

第42期

会計期間
自 平成21年４月１日

至 平成21年12月31日

自 平成22年４月１日

至 平成22年12月31日

自 平成21年10月１日

至 平成21年12月31日

自 平成22年10月１日

至 平成22年12月31日

自 平成21年４月１日

至 平成22年３月31日

売上高 （百万円） 174,926 177,450 60,999 56,980 239,391

経常利益 （百万円） 791 3,045 589 401 1,280

四半期純利益又は四半期
（当期）純損失（△）

（百万円） △792 1,378 139 △33 △318

純資産額 （百万円） － － 47,922 47,940 48,553

総資産額 （百万円） － － 114,456 117,266 113,962

１株当たり純資産額 （円） － － 1,674.61 1,675.14 1,697.27

１株当たり四半期純利益
金額又は四半期（当期）
純損失金額（△）

（円） △28.71 49.96 5.06 △1.22 △11.55

潜在株式調整後１株当た
り四半期（当期）純利益
金額

（円） － － － －  － 

自己資本比率 （％） － － 40.38 39.42 41.10

営業活動によるキャッシ

ュ・フロー
（百万円） 2,669 5,000 － － 5,728

投資活動によるキャッシ

ュ・フロー
（百万円） △2,669 △5,711 － － △3,040

財務活動によるキャッシ

ュ・フロー
（百万円） 605 3,003 － － △2,307

現金及び現金同等物の

四半期末（期末）残高
（百万円） － － 11,969 13,625 11,797

従業員数 （人） － － 5,210 5,346 4,885
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(2)受注実績

（訂正前）  

当第３四半期連結会計期間における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

（注）（略）

（訂正後）

当第３四半期連結会計期間における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

（注）（略）

第２【事業の状況】

１【仕入、受注及び販売の状況】

セグメントの名称

当第３四半期連結会計期間

（自 平成22年10月１日

至 平成22年12月31日）

（百万円）

前年同四半期比

（％）

受注残高

（百万円）

前年同四半期比

(％)

電子部品事業 43,578 － 26,740 －

情報機器事業 14,689 － 721 －

ソフトウェア事業 1,168 － 745 －

その他 2,632 － 16 －

合計 62,068 － 28,224 －

セグメントの名称

当第３四半期連結会計期間

（自 平成22年10月１日

至 平成22年12月31日）

（百万円）

前年同四半期比

（％）

受注残高

（百万円）

前年同四半期比

(％)

電子部品事業 43,578 － 26,740 －

情報機器事業 14,605 － 721 －

ソフトウェア事業 1,168 － 745 －

その他 2,632 － 16 －

合計 61,984 － 28,224 －
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(3) 販売実績

（訂正前）

当第３四半期連結会計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

（注）（略）

(訂正後）

当第３四半期連結会計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

（注）（略）

セグメントの名称

当第３四半期連結会計期間

（自 平成22年10月１日

至 平成22年12月31日）

(百万円)

前年同四半期比

(％)

電子部品事業 39,114 －

情報機器事業 14,340 －

ソフトウェア事業 945 －

報告セグメント計 54,399 －

その他 2,665 －

合計 57,064 －

セグメントの名称

当第３四半期連結会計期間

（自 平成22年10月１日

至 平成22年12月31日）

(百万円)

前年同四半期比

(％)

電子部品事業 39,114 －

情報機器事業 14,255 －

ソフトウェア事業 945 －

報告セグメント計 54,315 －

その他 2,665 －

合計 56,980 －
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文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断した

ものであります。

（1）業績の状況

（訂正前）

（略）

かかる環境の中で当社グループは、関係会社との連携を一層強め効果的な営業や販売管理費の抑制に努める一方、

販売品構成の変化に伴う売上総利益率の改善および新規商材としてＬＥＤ照明や太陽光発電パネルなどの環境関連製

品の拡販に努めてまいりました結果、当第３四半期連結会計期間における売上高は57,064百万円（前年同四半期比

6.5％減）、営業利益は613百万円（前年同四半期比19.0％増）となり、経常利益は486百万円（前年同四半期比

17.5％減）となりました。また、投資有価証券評価損や法人税等の影響から四半期純利益は18百万円（前年同四半期

比86.6％減）となりました。

  

セグメントの業績は次のとおりであります。

（略）

②情報機器事業（パーソナルコンピュータ、ＰＣ周辺機器、写真・映像関連商品およびオリジナルブランド商品など

の販売など）

情報機器事業は、家電量販店や専門店向け大手パソコンメーカー製品の商流の変更や賃貸住宅向け電子機器の売上

高が減少しましたが、モバイル用コンテンツＳＤカードなどの新規商材の開発や既存商品の拡販に努力してまいりま

した結果、売上高は14,340百万円となり、セグメント利益は117百万円となりました。

（略）

※当社は、セグメント初年度のため前年同四半期比較は記載しておりません。

（訂正後）

（略）

かかる環境の中で当社グループは、関係会社との連携を一層強め効果的な営業や販売管理費の抑制に努める一方、

販売品構成の変化に伴う売上総利益率の改善および新規商材としてＬＥＤ照明や太陽光発電パネルなどの環境関連製

品の拡販に努めてまいりました結果、当第３四半期連結会計期間における売上高は56,980百万円（前年同四半期比

6.6％減）、営業利益は529百万円（前年同四半期比2.6％増）となり、経常利益は401百万円（前年同四半期比31.9％

減）となりました。また、投資有価証券評価損や法人税等の影響から四半期純損失は33百万円（前年同四半期は四半

期純利益139百万円）となりました。

  

セグメントの業績は次のとおりであります。

（略）  

②情報機器事業（パーソナルコンピュータ、ＰＣ周辺機器、写真・映像関連商品およびオリジナルブランド商品など

の販売など）

情報機器事業は、家電量販店や専門店向け大手パソコンメーカー製品の商流の変更や賃貸住宅向け電子機器の売上

高が減少しましたが、モバイル用コンテンツＳＤカードなどの新規商材の開発や既存商品の拡販に努力してまいりま

した結果、売上高は14,255百万円となり、セグメント利益は32百万円となりました。

（略）

※当社は、セグメント初年度のため前年同四半期比較は記載しておりません。

４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
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（訂正前）

第５【経理の状況】

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
（平成22年12月31日）

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
（平成22年３月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金 13,835 11,917

受取手形及び売掛金 ※6 53,669 ※4 59,214

有価証券 115 69

商品及び製品 16,676 14,483

仕掛品 786 647

原材料及び貯蔵品 3,837 3,011

繰延税金資産 745 866

その他 6,393 6,813

貸倒引当金 △173 △184

流動資産合計 95,886 96,838

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※1 2,506 ※1 2,584

機械装置及び運搬具（純額） ※1 1,637 ※1 1,489

工具、器具及び備品（純額） ※1 1,075 ※1 944

土地 ※5 4,099 1,297

建設仮勘定 469 119

有形固定資産合計 9,788 6,434

無形固定資産

のれん 516 484

ソフトウエア 732 686

その他 1,247 731

無形固定資産合計 2,496 1,901

投資その他の資産

投資有価証券 4,490 4,607

繰延税金資産 282 249

その他 5,885 5,490

貸倒引当金 △1,510 △1,559

投資その他の資産合計 9,148 8,786

固定資産合計 21,432 17,123

資産合計 117,318 113,962
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
（平成22年12月31日）

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
（平成22年３月31日）

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 ※6 42,276 43,535

短期借入金 10,314 8,935

未払法人税等 881 1,049

役員賞与引当金 146 20

その他 6,098 5,237

流動負債合計 59,717 58,779

固定負債

長期借入金 5,094 2,500

退職給付引当金 1,514 1,432

役員退職慰労引当金 1,270 1,222

資産除去債務 224 －

その他 1,503 1,474

固定負債合計 9,608 6,629

負債合計 69,325 65,408

純資産の部

株主資本

資本金 12,133 12,133

資本剰余金 13,912 13,912

利益剰余金 24,615 24,012

自己株式 △1,332 △1,332

株主資本合計 49,328 48,726

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △172 △195

繰延ヘッジ損益 △27 8

為替換算調整勘定 △2,846 △1,697

評価・換算差額等合計 △3,046 △1,884

新株予約権 0 －

少数株主持分 1,710 1,711

純資産合計 47,993 48,553

負債純資産合計 117,318 113,962
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（訂正後）

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
（平成22年12月31日）

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
（平成22年３月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金 13,835 11,917

受取手形及び売掛金 ※6 53,580 ※4 59,214

有価証券 115 69

商品及び製品 16,676 14,483

仕掛品 786 647

原材料及び貯蔵品 3,837 3,011

繰延税金資産 777 866

その他 6,397 6,813

貸倒引当金 △173 △184

流動資産合計 95,833 96,838

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※1 2,506 ※1 2,584

機械装置及び運搬具（純額） ※1 1,637 ※1 1,489

工具、器具及び備品（純額） ※1 1,075 ※1 944

土地 ※5 4,099 1,297

建設仮勘定 469 119

有形固定資産合計 9,788 6,434

無形固定資産

のれん 516 484

ソフトウエア 732 686

その他 1,247 731

無形固定資産合計 2,496 1,901

投資その他の資産

投資有価証券 4,490 4,607

繰延税金資産 282 249

その他 5,885 5,490

貸倒引当金 △1,510 △1,559

投資その他の資産合計 9,148 8,786

固定資産合計 21,432 17,123

資産合計 117,266 113,962
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
（平成22年12月31日）

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
（平成22年３月31日）

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 ※6 42,276 43,535

短期借入金 10,314 8,935

未払法人税等 881 1,049

役員賞与引当金 146 20

その他 6,098 5,237

流動負債合計 59,717 58,779

固定負債

長期借入金 5,094 2,500

退職給付引当金 1,514 1,432

役員退職慰労引当金 1,270 1,222

資産除去債務 224 －

その他 1,503 1,474

固定負債合計 9,608 6,629

負債合計 69,325 65,408

純資産の部

株主資本

資本金 12,133 12,133

資本剰余金 13,912 13,912

利益剰余金 24,563 24,012

自己株式 △1,332 △1,332

株主資本合計 49,276 48,726

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △172 △195

繰延ヘッジ損益 △27 8

為替換算調整勘定 △2,846 △1,697

評価・換算差額等合計 △3,046 △1,884

新株予約権 0 －

少数株主持分 1,710 1,711

純資産合計 47,940 48,553

負債純資産合計 117,266 113,962
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（訂正前）

（２）【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
（自 平成21年４月１日
至 平成21年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日）

売上高 174,926 177,535

売上原価 154,235 154,293

売上総利益 20,690 23,241

販売費及び一般管理費 ※1 19,807 ※1 20,033

営業利益 883 3,208

営業外収益

受取利息 49 49

受取配当金 80 63

受取手数料 － 164

その他 398 279

営業外収益合計 528 557

営業外費用

支払利息 100 79

為替差損 358 468

その他 162 87

営業外費用合計 620 635

経常利益 791 3,130

特別利益

固定資産売却益 16 17

投資有価証券売却益 69 12

受取補償金 40 140

子会社清算に伴う為替換算調整勘定整理益 － 101

特別利益合計 126 272

特別損失

固定資産除却損 5 12

投資有価証券評価損 196 383

減損損失 106 －

その他 24 101

特別損失合計 332 497

税金等調整前四半期純利益 584 2,905

法人税、住民税及び事業税 915 1,192

法人税等調整額 514 244

法人税等合計 1,430 1,436

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,468

少数株主利益又は少数株主損失（△） △53 37

四半期純利益又は四半期純損失（△） △792 1,431
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（訂正後）

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
（自 平成21年４月１日
至 平成21年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日）

売上高 174,926 177,450

売上原価 154,235 154,293

売上総利益 20,690 23,156

販売費及び一般管理費 ※1 19,807 ※1 20,033

営業利益 883 3,123

営業外収益

受取利息 49 49

受取配当金 80 63

受取手数料 － 164

その他 398 279

営業外収益合計 528 557

営業外費用

支払利息 100 79

為替差損 358 468

その他 162 87

営業外費用合計 620 635

経常利益 791 3,045

特別利益

固定資産売却益 16 17

投資有価証券売却益 69 12

受取補償金 40 140

子会社清算に伴う為替換算調整勘定整理益 － 101

特別利益合計 126 272

特別損失

固定資産除却損 5 12

投資有価証券評価損 196 383

減損損失 106 －

その他 24 101

特別損失合計 332 497

税金等調整前四半期純利益 584 2,820

法人税、住民税及び事業税 915 1,192

法人税等調整額 514 211

法人税等合計 1,430 1,404

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,416

少数株主利益又は少数株主損失（△） △53 37

四半期純利益又は四半期純損失（△） △792 1,378
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（訂正前）

【第３四半期連結会計期間】

（単位：百万円）

前第３四半期連結会計期間
（自 平成21年10月１日
至 平成21年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自 平成22年10月１日
至 平成22年12月31日）

売上高 60,999 57,064

売上原価 53,970 49,883

売上総利益 7,029 7,181

販売費及び一般管理費 ※1 6,513 ※1 6,567

営業利益 515 613

営業外収益

受取利息 16 18

受取配当金 39 28

受取手数料 － 51

その他 121 71

営業外収益合計 176 169

営業外費用

支払利息 32 29

為替差損 33 248

その他 36 18

営業外費用合計 102 296

経常利益 589 486

特別利益

固定資産売却益 － 15

投資有価証券売却益 18 12

その他 0 －

特別利益合計 18 28

特別損失

固定資産除却損 1 1

投資有価証券売却損 16 10

投資有価証券評価損 13 219

その他 0 0

特別損失合計 31 230

税金等調整前四半期純利益 576 284

法人税、住民税及び事業税 295 108

法人税等調整額 143 139

法人税等合計 439 247

少数株主損益調整前四半期純利益 － 36

少数株主利益又は少数株主損失（△） △2 17

四半期純利益 139 18
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（訂正後）

（単位：百万円）

前第３四半期連結会計期間
（自 平成21年10月１日
至 平成21年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自 平成22年10月１日
至 平成22年12月31日）

売上高 60,999 56,980

売上原価 53,970 49,883

売上総利益 7,029 7,096

販売費及び一般管理費 ※1 6,513 ※1 6,567

営業利益 515 529

営業外収益

受取利息 16 18

受取配当金 39 28

受取手数料 － 51

その他 121 71

営業外収益合計 176 169

営業外費用

支払利息 32 29

為替差損 33 248

その他 36 18

営業外費用合計 102 296

経常利益 589 401

特別利益

固定資産売却益 － 15

投資有価証券売却益 18 12

その他 0 －

特別利益合計 18 28

特別損失

固定資産除却損 1 1

投資有価証券売却損 16 10

投資有価証券評価損 13 219

その他 0 0

特別損失合計 31 230

税金等調整前四半期純利益 576 199

法人税、住民税及び事業税 295 108

法人税等調整額 143 107

法人税等合計 439 215

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △16

少数株主利益又は少数株主損失（△） △2 17

四半期純利益又は四半期純損失（△） 139 △33
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（訂正前）

（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
（自 平成21年４月１日
至 平成21年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 584 2,905

減価償却費 1,473 1,689

減損損失 106 －

のれん償却額 169 153

受取利息及び受取配当金 △130 △113

支払利息 100 79

投資有価証券評価損益（△は益） 196 383

売上債権の増減額（△は増加） 2,286 5,004

たな卸資産の増減額（△は増加） △449 △3,268

未収入金の増減額（△は増加） 2,081 470

未払費用の増減額（△は減少） △561 △69

仕入債務の増減額（△は減少） △2,083 △940

その他の流動負債の増減額（△は減少） 760 366

その他 336 96

小計 4,870 6,757

前渡金の増減額（△は増加） △952 △303

利息及び配当金の受取額 137 124

利息の支払額 △102 △83

法人税等の支払額 △1,274 △1,366

その他 △10 △128

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,669 5,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △1,997 △4,430

無形固定資産の取得による支出 △396 △751

投資有価証券の取得による支出 △786 △464

投資有価証券の売却による収入 401 166

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

－ △227

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

164 64

短期貸付けによる支出 △632 △136

短期貸付金の回収による収入 354 120

差入保証金の差入による支出 △495 △11

差入保証金の回収による収入 705 109

その他の支出 △152 △235

その他の収入 166 86

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,669 △5,711

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 1,421 825

長期借入れによる収入 － 4,011

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △767 △772

その他 △48 △1,061

財務活動によるキャッシュ・フロー 605 3,003

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4 △463

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 600 1,828

現金及び現金同等物の期首残高 11,368 11,797

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 11,969 ※ 13,625
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（訂正後）

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
（自 平成21年４月１日
至 平成21年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 584 2,820

減価償却費 1,473 1,689

減損損失 106 －

のれん償却額 169 153

受取利息及び受取配当金 △130 △113

支払利息 100 79

投資有価証券評価損益（△は益） 196 383

売上債権の増減額（△は増加） 2,286 5,093

たな卸資産の増減額（△は増加） △449 △3,268

未収入金の増減額（△は増加） 2,081 470

未払費用の増減額（△は減少） △561 △69

仕入債務の増減額（△は減少） △2,083 △940

その他の流動負債の増減額（△は減少） 760 366

その他 336 92

小計 4,870 6,757

前渡金の増減額（△は増加） △952 △303

利息及び配当金の受取額 137 124

利息の支払額 △102 △83

法人税等の支払額 △1,274 △1,366

その他 △10 △128

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,669 5,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △1,997 △4,430

無形固定資産の取得による支出 △396 △751

投資有価証券の取得による支出 △786 △464

投資有価証券の売却による収入 401 166

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

－ △227

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

164 64

短期貸付けによる支出 △632 △136

短期貸付金の回収による収入 354 120

差入保証金の差入による支出 △495 △11

差入保証金の回収による収入 705 109

その他の支出 △152 △235

その他の収入 166 86

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,669 △5,711

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 1,421 825

長期借入れによる収入 － 4,011

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △767 △772

その他 △48 △1,061

財務活動によるキャッシュ・フロー 605 3,003

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4 △463

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 600 1,828

現金及び現金同等物の期首残高 11,368 11,797

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 11,969 ※ 13,625
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（訂正前）

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

当第３四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日）

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間（自 平成22年10月１日 至 平成22年12月31日）

（単位：百万円）

(注)（略）

【注記事項】

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

報告セグメント
その他

(注) １．
合計

調整額

(注) ２．

四半期連結
損益計算書
計上額

(注) ３．

電子部品
事業

情報機器
事業

ソフトウ
ェア事業

計

売上高                 

外部顧客への売上高 127,642 38,724 3,661 170,029 7,506 177,535 － 177,535

セグメント間の内部
売上高又は振替高

913 564 1,587 3,065 2,738 5,803 △5,803 －

計 128,556 39,289 5,248 173,094 10,244 183,339 △5,803 177,535

セグメント利益 2,525 256 274 3,055 275 3,331 △122 3,208

報告セグメント
その他

(注) １．
合計

調整額

(注) ２．

四半期連結
損益計算書
計上額

(注) ３．

電子部品
事業

情報機器
事業

ソフトウ
ェア事業

計

売上高                 

外部顧客への売上高 39,114 14,340 945 54,399 2,665 57,064 － 57,064

セグメント間の内部
売上高又は振替高

215 180 369 765 904 1,670 △1,670 －

計 39,329 14,520 1,315 55,165 3,569 58,735 △1,670 57,064

セグメント利益

又は損失（△）
482 117 △24 574 66 641 △27 613

20/23 ページ



  （訂正後） 

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

当第３四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日）

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間（自 平成22年10月１日 至 平成22年12月31日）

（単位：百万円）

(注)（略）

報告セグメント
その他

(注) １．
合計

調整額

(注) ２．

四半期連結
損益計算書
計上額

(注) ３．

電子部品
事業

情報機器
事業

ソフトウ
ェア事業

計

売上高                 

外部顧客への売上高 127,642 38,639 3,661 169,944 7,506 177,450 － 177,450

セグメント間の内部
売上高又は振替高

913 564 1,587 3,065 2,738 5,803 △5,803 －

計 128,556 39,204 5,248 173,010 10,244 183,254 △5,803 177,450

セグメント利益 2,525 171 274 2,970 275 3,246 △122 3,123

報告セグメント
その他

(注) １．
合計

調整額

(注) ２．

四半期連結
損益計算書
計上額

(注) ３．

電子部品
事業

情報機器
事業

ソフトウ
ェア事業

計

売上高                 

外部顧客への売上高 39,114 14,255 945 54,315 2,665 56,980 － 56,980

セグメント間の内部
売上高又は振替高

215 180 369 765 904 1,670 △1,670 －

計 39,329 14,435 1,315 55,080 3,569 58,650 △1,670 56,980

セグメント利益

又は損失（△）
482 32 △24 490 66 556 △27 529
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      （訂正前） 

１.１株当たり純資産額

     ２.１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額等 

(注)１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 (注)１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

（１株当たり情報）

当第３四半期連結会計期間末

(平成22年12月31日)

前連結会計年度末

(平成22年３月31日)

１株当たり純資産額 円 銭1,677 04 １株当たり純資産額 円 銭1,697 27

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

１株当たり四半期純損失金額 28円71銭 １株当たり四半期純利益金額 円 銭51 86

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額に

ついては、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在

株式が存在しないため記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額に

ついては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しな

いため記載しておりません。

  
前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） (百万円) △792 1,431

普通株主に帰属しない金額 (百万円) － －

普通株式に係る四半期純利益又は四半期純損失

（△）(百万円)
△792 1,431

普通株式の期中平均株式数 (株) 27,596,733 27,598,022

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜

在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があ

ったものの概要

－ －

前第３四半期連結会計期間
(自 平成21年10月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成22年10月１日
至 平成22年12月31日)

１株当たり四半期純利益金額 5円06銭 １株当たり四半期純利益金額 円 銭0 68

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額に

ついては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額に

ついては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しな

いため記載しておりません。

  
前第３四半期連結会計期間
(自 平成21年10月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成22年10月１日
至 平成22年12月31日)

四半期純利益（百万円） 139 18

普通株主に帰属しない金額 (百万円) － －

普通株式に係る四半期純利益（百万円） 139 18

普通株式の期中平均株式数（株） 27,596,312 27,597,827

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜

在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があ

ったものの概要

－ －
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（訂正後）   

     １.１株当たり純資産額 

     ２.１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額等 

(注)１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 (注)１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

当第３四半期連結会計期間末

(平成22年12月31日)

前連結会計年度末

(平成22年３月31日)

１株当たり純資産額 円 銭1,675 14 １株当たり純資産額 円 銭1,697 27

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

１株当たり四半期純損失金額 28円71銭 １株当たり四半期純利益金額 円 銭49 96

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額に

ついては、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在

株式が存在しないため記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額に

ついては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しな

いため記載しておりません。

  
前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） (百万円) △792 1,378

普通株主に帰属しない金額 (百万円) － －

普通株式に係る四半期純利益又は四半期純損失

（△）(百万円)
△792 1,378

普通株式の期中平均株式数 (株) 27,596,733 27,598,022

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜

在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があ

ったものの概要

－ －

前第３四半期連結会計期間
(自 平成21年10月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成22年10月１日
至 平成22年12月31日)

１株当たり四半期純利益金額 5円06銭 １株当たり四半期純損失金額 円 銭△1 22

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額に

ついては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額に

ついては、１株当たり四半期純損失であり、また希薄化

効果を有している潜在株式が存在しないため記載してお

りません。

  
前第３四半期連結会計期間
(自 平成21年10月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成22年10月１日
至 平成22年12月31日)

四半期純利益又は四半期純損失（△）（百万円） 139 △33

普通株主に帰属しない金額 (百万円) － －

普通株式に係る四半期純利益又は四半期純損失

（△）（百万円）
139 △33

普通株式の期中平均株式数（株） 27,596,312 27,597,827

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜

在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があ

ったものの概要

－ －
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