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  平成23年６月29日に提出いたしました第43期（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日）有価証券報告書の記

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、有価証券報告書の訂正報告書を提出するもの

であります。

  なお、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【有価証券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 

（１）連結経営指標等

第２ 事業の状況

１ 業績等の概要

（１）業績

２ 仕入、受注及び販売の状況

（２）受注状況

（３）販売実績

７ 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

（２）経営成績の分析

第５ 経理の状況

１連結財務諸表等

（１）連結財務諸表

①連結貸借対照表

②連結損益及び包括利益計算書

③連結株主資本等変動計算書

④連結キャッシュ・フロー計算書

注記事項

（金融商品関係）

（税効果会計関係）

（セグメント情報等）

セグメント情報

（１株当たり情報）

（２）その他

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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(1）連結経営指標等

（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39期  第40期  第41期  第42期  第43期  

決算年月  平成19年３月  平成20年３月  平成21年３月  平成22年３月  平成23年３月 

売上高 （百万円）  269,014 291,331 273,610 239,391 237,951

経常利益 （百万円）  7,404 7,040 2,208 1,280 3,738

当期純利益又は当期純損

失(△) （百万円） 
4,343 3,684 △806 △318 1,854

包括利益 （百万円） － － － － 908

純資産額 （百万円）  53,049 52,192 49,560 48,553 48,598

総資産額 （百万円）  125,812 130,423 117,251 113,962 114,686

１株当たり純資産額(円) 1,846.48 1,858.26 1,730.98 1,697.27 1,700.68

１株当たり当期純利益金

額又は当期純損失金額

(△)（円）

151.55 128.93 △28.91 △11.55 67.20

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益金額（円）
－ － － － －

自己資本比率 （％）  42.06 39.98 40.74 41.10 40.92

自己資本利益率 （％）  8.45 7.01 △ 1.62 △0.67 3.96

株価収益率 （倍）  13.96 10.22 － － 14.57

営業活動によるキャッシ

ュ・フロー （百万円） 
△1,120 640 5,435 5,728 6,321

投資活動によるキャッシ

ュ・フロー （百万円） 
△2,141 △718 △4,212 △3,040 △6,369

財務活動によるキャッシ

ュ・フロー （百万円） 
△2,586 718 △3,407 △2,307 478

現金及び現金同等物の期

末残高 （百万円） 
14,558 14,011 11,368 11,797 11,796

従業員数 （人）  4,801 4,944 4,494 4,885 5,725
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（訂正後）

（注）（略）

回次 第39期  第40期  第41期  第42期  第43期  

決算年月  平成19年３月  平成20年３月  平成21年３月  平成22年３月  平成23年３月 

売上高 （百万円）  269,014 291,331 273,610 239,391 237,811

経常利益 （百万円）  7,404 7,040 2,208 1,280 3,598

当期純利益又は当期純損

失(△) （百万円） 
4,343 3,684 △806 △318 1,768

包括利益 （百万円） － － － － 821

純資産額 （百万円）  53,049 52,192 49,560 48,553 48,512

総資産額 （百万円）  125,812 130,423 117,251 113,962 114,599

１株当たり純資産額(円) 1,846.48 1,858.26 1,730.98 1,697.27 1,697.55

１株当たり当期純利益金

額又は当期純損失金額

(△)（円）

151.55 128.93 △28.91 △11.55 64.07

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益金額（円）
－ － － － －

自己資本比率 （％）  42.06 39.98 40.74 41.10 40.88

自己資本利益率 （％）  8.45 7.01 △ 1.62 △0.67 3.77

株価収益率 （倍）  13.96 10.22 － － 15.28

営業活動によるキャッシ

ュ・フロー （百万円） 
△1,120 640 5,435 5,728 6,321

投資活動によるキャッシ

ュ・フロー （百万円） 
△2,141 △718 △4,212 △3,040 △6,369

財務活動によるキャッシ

ュ・フロー （百万円） 
△2,586 718 △3,407 △2,307 478

現金及び現金同等物の期

末残高 （百万円） 
14,558 14,011 11,368 11,797 11,796

従業員数 （人）  4,801 4,944 4,494 4,885 5,725
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(1)業績

（訂正前）

（略）

その結果、当連結会計年度における連結売上高は、237,951百万円（前年同期比0.6％減）、連結営業利益は、

3,563百万円（前年同期比125.2％増）、連結経常利益は、3,738百万円（前年同期比192.0％増）となり、また、連結

当期純利益は、1,854百万円（前年同期は連結当期純損失318百万円）となりました。

セグメントごと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、既存商品の拡販やタブレット端末やモバイル用コンテンツＳＤカードなどの新規商材の拡販に

努めましたが、家電量販店や専門店向け取扱製品の一部商流変更に伴い売上高が減少いたしました。その結果、売

上高は50,885百万円（前年同期比25.5％減）、セグメント利益は72百万円（前年同期比21.6％減）となりました。

（略）

（訂正後）

（略）

その結果、当連結会計年度における連結売上高は、237,811百万円（前年同期比0.7％減）、連結営業利益は、

3,423百万円（前年同期比116.3％増）、連結経常利益は、3,598百万円（前年同期比181.0％増）となり、また、連結

当期純利益は、1,768百万円（前年同期は連結当期純損失318百万円）となりました。

セグメントごと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、既存商品の拡販やタブレット端末やモバイル用コンテンツＳＤカードなどの新規商材の拡販に

努めましたが、家電量販店や専門店向け取扱製品の一部商流変更に伴い売上高が減少いたしました。その結果、売

上高は50,745百万円（前年同期比25.7％減）、セグメント損失は67百万円（前年同期はセグメント利益93百万円）

となりました。

（略）

(2) 受注状況

（訂正前）

当連結会計年度のセグメント別の受注状況は次のとおりであります。

（注）（略）

第２【事業の状況】

１【業績等の概要】

２【仕入、受注及び販売の状況】

セグメントの名称 受注高（百万円） 前期比（％） 受注残高（百万円） 前期比（％）

電子部品事業        181,738 －       29,367 － 

情報機器事業       50,269 －    121 － 

ソフトウェア事業      5,984 －    579 － 

その他      9,808 －   19 － 

合計        247,801 －       30,087 － 
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（訂正後）

当連結会計年度のセグメント別の受注状況は次のとおりであります。

（注）（略）

(3) 販売実績

（訂正前）

当連結会計年度のセグメント別の販売実績は次のとおりであります。

（注）（略）  

   

（訂正後）

当連結会計年度のセグメント別の販売実績は次のとおりであります。

（注）（略）

セグメントの名称 受注高（百万円） 前期比（％） 受注残高（百万円） 前期比（％）

電子部品事業        181,738 －       29,367 － 

情報機器事業       50,129 －    121 － 

ソフトウェア事業      5,984 －    579 － 

その他      9,808 －   19 － 

合計        247,660 －       30,087 － 

セグメントの名称

当連結会計年度

（自 平成22年４月１日

至 平成23年３月31日）

前期比（％）

電子部品事業（百万円） 171,576 108.7

情報機器事業（百万円） 50,885 74.5

ソフトウェア事業（百万円） 5,687 210.3

報告セグメント計（百万円） 228,149 99.7

その他（百万円） 9,801 92.6

合計（百万円） 237,951 99.4

セグメントの名称

当連結会計年度

（自 平成22年４月１日

至 平成23年３月31日）

前期比（％）

電子部品事業（百万円） 171,576 108.7

情報機器事業（百万円） 50,745 74.3

ソフトウェア事業（百万円） 5,687 210.3

報告セグメント計（百万円） 228,009 99.6

その他（百万円） 9,801 92.6

合計（百万円） 237,811 99.3
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(2)経営成績の分析

（訂正前）

①概要

  当連結会計年度において、当社グループは、関係各社との連携を一層強め効果的な営業に努める一方、新規商

材の発掘や販売ルートの拡大に努めてまいりました結果、連結売上高は237,951百万円（前年同期比0.6％減）、

連結経常利益は3,738百万円（前年同期比192.0％増）、連結当期純利益につきましては1,854百万円（前年同期

は連結当期純損失318百万円）となりました。

（略）

②売上高

  国内においては、家電製品の販売数増加、情報端末の市場拡大などにより、関連する半導体や電子部品の需要

増加があり、当社グループにおきましても、新商材の開拓や取扱商品の充実などの工夫をしながら経営努力して

まいりましたが、前連結会計年度に比べ0.6％減少の、237,951百万円となりました。なお、国内売上高は、前連

結会計年度に比べ5.5%減少の171,138百万円となり、海外売上高は、ＥＭＳビジネスの伸長などにより、14.7%増

加の66,812百万円となりました。

各セグメント別の売上内容につきましては、次のとおりであります。

（略）

・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）

既存製品や新規商材の拡販に加えて、自社ブランド商品の展開など業績向上に努めましたが、取扱製品の一

部商流変更に伴い、売上高は50,885百万円（前年同期比25.5％減）となりました。

（略）

③売上原価、販売費及び一般管理費

売上原価は、前連結会計年度より3,854百万円減少し207,298百万円となりました。売上高に対する売上原価

の比率は1.1ポイント減少して87.1％となっております。

（略）

⑤経常利益

経常利益は、上記②③④の記載の結果、前連結会計年度より2,458百万円増加し3,738百万円となりました。

（略）

⑦当期純利益

以上の結果、税金等調整前当期純利益は前連結会計年度の1,396百万円から1,967百万円増加し、3,363百万円

となり、法人税、住民税及び事業税や、法人税等調整額、少数株主損失を差し引くと前連結会計年度の当期純損

失318百万円から、当期純利益1,854百万円となりました。

１株当たり当期純損益は、前連結会計年度の１株当たり当期純損失11円55銭に対し、当連結会計年度は１株当

たり当期純利益67円20銭となりました。

７【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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（訂正後）

①概要

  当連結会計年度において、当社グループは、関係各社との連携を一層強め効果的な営業に努める一方、新規商

材の発掘や販売ルートの拡大に努めてまいりました結果、連結売上高は237,811百万円（前年同期比0.7％減）、

連結経常利益は3,598百万円（前年同期比181.0％増）、連結当期純利益につきましては1,768百万円（前年同期

は連結当期純損失318百万円）となりました。

（略）

②売上高

  国内においては、家電製品の販売数増加、情報端末の市場拡大などにより、関連する半導体や電子部品の需要

増加があり、当社グループにおきましても、新商材の開拓や取扱商品の充実などの工夫をしながら経営努力して

まいりましたが、前連結会計年度に比べ0.7％減少の、237,811百万円となりました。なお、国内売上高は、前連

結会計年度に比べ5.6%減少の170,998百万円となり、海外売上高は、ＥＭＳビジネスの伸長などにより、14.7%増

加の66,812百万円となりました。

各セグメント別の売上内容につきましては、次のとおりであります。   

（略）

・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）

既存製品や新規商材の拡販に加えて、自社ブランド商品の展開など業績向上に努めましたが、取扱製品の一

部商流変更に伴い、売上高は50,745百万円（前年同期比25.7％減）となりました。

（略）

③売上原価、販売費及び一般管理費

売上原価は、前連結会計年度より3,854百万円減少し207,298百万円となりました。売上高に対する売上原価

の比率は1.0ポイント減少して87.2％となっております。

（略）

⑤経常利益

経常利益は、上記②③④の記載の結果、前連結会計年度より2,317百万円増加し3,598百万円となりました。

（略）

⑦当期純利益

以上の結果、税金等調整前当期純利益は前連結会計年度の1,396百万円から1,826百万円増加し、3,223百万円

となり、法人税、住民税及び事業税や、法人税等調整額、少数株主損失を差し引くと前連結会計年度の当期純損

失318百万円から、当期純利益1,768百万円となりました。

１株当たり当期純損益は、前連結会計年度の１株当たり当期純損失11円55銭に対し、当連結会計年度は１株当

たり当期純利益64円07銭となりました。
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（訂正前）

第５【経理の状況】

１【連結財務諸表等】

（１）【連結財務諸表】

①【連結貸借対照表】

（単位：百万円）

前連結会計年度
（平成22年３月31日）

当連結会計年度
（平成23年３月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金 ※2 11,917 ※2 11,926

受取手形及び売掛金 ※3 59,214 54,173

有価証券 69 71

商品及び製品 14,483 15,775

仕掛品 647 555

原材料及び貯蔵品 3,011 3,189

繰延税金資産 866 975

その他 6,813 6,392

貸倒引当金 △184 △182

流動資産合計 96,838 92,876

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 3,720 4,132

減価償却累計額 △1,135 △1,637

建物及び構築物（純額） 2,584 2,494

機械装置及び運搬具 3,491 3,787

減価償却累計額 △2,002 △2,186

機械装置及び運搬具（純額） 1,489 1,601

工具、器具及び備品 3,272 3,889

減価償却累計額 △2,328 △2,872

工具、器具及び備品（純額） 944 1,016

土地 1,297 ※2 4,099

建設仮勘定 119 511

有形固定資産合計 6,434 9,724

無形固定資産

のれん 484 464

ソフトウエア 686 790

その他 731 1,344

無形固定資産合計 1,901 2,599

投資その他の資産

投資有価証券 ※1 4,607 ※1, 2 4,493

繰延税金資産 249 619

差入保証金 2,149 2,359

保険積立金 1,056 1,129

その他 2,284 2,511

貸倒引当金 △1,559 △1,627

投資その他の資産合計 8,786 9,485

固定資産合計 17,123 21,810

資産合計 113,962 114,686
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（単位：百万円）

前連結会計年度
（平成22年３月31日）

当連結会計年度
（平成23年３月31日）

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 43,535 40,790

短期借入金 8,935 8,505

未払費用 2,134 2,547

未払法人税等 1,049 1,511

役員賞与引当金 20 138

その他 3,103 3,494

流動負債合計 58,779 56,987

固定負債

長期借入金 2,500 4,636

繰延税金負債 593 350

退職給付引当金 1,432 1,556

役員退職慰労引当金 1,222 1,294

資産除去債務 － 226

その他 881 1,034

固定負債合計 6,629 9,099

負債合計 65,408 66,087

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 24,012 25,038

自己株式 △1,332 △1,332

株主資本合計 48,726 49,752

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △195 △246

繰延ヘッジ損益 8 0

為替換算調整勘定 △1,697 △2,571

その他の包括利益累計額合計 △1,884 △2,817

新株予約権 － 0

少数株主持分 1,711 1,664

純資産合計 48,553 48,598

負債純資産合計 113,962 114,686
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（訂正後）

（単位：百万円）

前連結会計年度
（平成22年３月31日）

当連結会計年度
（平成23年３月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金 ※2 11,917 ※2 11,926

受取手形及び売掛金 ※3 59,214 54,025

有価証券 69 71

商品及び製品 14,483 15,775

仕掛品 647 555

原材料及び貯蔵品 3,011 3,189

繰延税金資産 866 1,029

その他 6,813 6,399

貸倒引当金 △184 △182

流動資産合計 96,838 92,789

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 3,720 4,132

減価償却累計額 △1,135 △1,637

建物及び構築物（純額） 2,584 2,494

機械装置及び運搬具 3,491 3,787

減価償却累計額 △2,002 △2,186

機械装置及び運搬具（純額） 1,489 1,601

工具、器具及び備品 3,272 3,889

減価償却累計額 △2,328 △2,872

工具、器具及び備品（純額） 944 1,016

土地 1,297 ※2 4,099

建設仮勘定 119 511

有形固定資産合計 6,434 9,724

無形固定資産

のれん 484 464

ソフトウエア 686 790

その他 731 1,344

無形固定資産合計 1,901 2,599

投資その他の資産

投資有価証券 ※1 4,607 ※1, 2 4,493

繰延税金資産 249 619

差入保証金 2,149 2,359

保険積立金 1,056 1,129

その他 2,284 2,511

貸倒引当金 △1,559 △1,627

投資その他の資産合計 8,786 9,485

固定資産合計 17,123 21,810

資産合計 113,962 114,599
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（単位：百万円）

前連結会計年度
（平成22年３月31日）

当連結会計年度
（平成23年３月31日）

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 43,535 40,790

短期借入金 8,935 8,505

未払費用 2,134 2,547

未払法人税等 1,049 1,511

役員賞与引当金 20 138

その他 3,103 3,494

流動負債合計 58,779 56,987

固定負債

長期借入金 2,500 4,636

繰延税金負債 593 350

退職給付引当金 1,432 1,556

役員退職慰労引当金 1,222 1,294

資産除去債務 － 226

その他 881 1,034

固定負債合計 6,629 9,099

負債合計 65,408 66,087

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 24,012 24,952

自己株式 △1,332 △1,332

株主資本合計 48,726 49,665

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △195 △246

繰延ヘッジ損益 8 0

為替換算調整勘定 △1,697 △2,571

その他の包括利益累計額合計 △1,884 △2,817

新株予約権 － 0

少数株主持分 1,711 1,664

純資産合計 48,553 48,512

負債純資産合計 113,962 114,599
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（訂正前）

②【連結損益及び包括利益計算書】

（単位：百万円）

前連結会計年度
（自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日）

当連結会計年度
（自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日）

売上高 239,391 237,951

売上原価 ※1 211,153 ※1 207,298

売上総利益 28,237 30,653

販売費及び一般管理費 ※1, 2 26,655 ※1, 2 27,089

営業利益 1,582 3,563

営業外収益

受取利息 66 70

受取配当金 86 67

受取手数料 137 208

負ののれん償却額 82 77

受取家賃 － 114

その他 342 337

営業外収益合計 714 876

営業外費用

支払利息 131 113

投資事業組合運用損 67 －

為替差損 574 488

持分法による投資損失 110 －

その他 132 99

営業外費用合計 1,016 701

経常利益 1,280 3,738

特別利益

固定資産売却益 ※3 18 ※3 21

投資有価証券売却益 481 12

受取補償金 － 140

子会社清算に伴う為替換算調整勘定整理益 － 101

その他 45 －

特別利益合計 545 275

特別損失

固定資産除却損 ※4 10 ※4 14

投資有価証券評価損 219 383

減損損失 ※5 146 0

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 38

為替換算調整勘定整理損 － 149

その他 53 64

特別損失合計 429 651

税金等調整前当期純利益 1,396 3,363

法人税、住民税及び事業税 1,411 2,026

法人税等調整額 347 △509

法人税等合計 1,759 1,516
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（単位：百万円）

前連結会計年度
（自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日）

当連結会計年度
（自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日）

少数株主損益調整前当期純利益 － 1,846

少数株主損失（△） △43 △7

当期純利益又は当期純損失（△） △318 1,854

少数株主損失（△） － △7

少数株主損益調整前当期純利益 － 1,846

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 － △55

繰延ヘッジ損益 － △9

為替換算調整勘定 － △874

その他の包括利益合計 － △938

包括利益 － 908

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 － 921

少数株主に係る包括利益 － △13

16/36 ページ



（訂正後）

（単位：百万円）

前連結会計年度
（自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日）

当連結会計年度
（自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日）

売上高 239,391 237,811

売上原価 ※1 211,153 ※1 207,298

売上総利益 28,237 30,512

販売費及び一般管理費 ※1, 2 26,655 ※1, 2 27,089

営業利益 1,582 3,423

営業外収益

受取利息 66 70

受取配当金 86 67

受取手数料 137 208

負ののれん償却額 82 77

受取家賃 － 114

その他 342 337

営業外収益合計 714 876

営業外費用

支払利息 131 113

投資事業組合運用損 67 －

為替差損 574 488

持分法による投資損失 110 －

その他 132 99

営業外費用合計 1,016 701

経常利益 1,280 3,598

特別利益

固定資産売却益 ※3 18 ※3 21

投資有価証券売却益 481 12

受取補償金 － 140

子会社清算に伴う為替換算調整勘定整理益 － 101

その他 45 －

特別利益合計 545 275

特別損失

固定資産除却損 ※4 10 ※4 14

投資有価証券評価損 219 383

減損損失 ※5 146 0

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 38

為替換算調整勘定整理損 － 149

その他 53 64

特別損失合計 429 651

税金等調整前当期純利益 1,396 3,223

法人税、住民税及び事業税 1,411 2,026

法人税等調整額 347 △563

法人税等合計 1,759 1,462
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（単位：百万円）

前連結会計年度
（自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日）

当連結会計年度
（自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日）

少数株主損益調整前当期純利益 － 1,760

少数株主損失（△） △43 △7

当期純利益又は当期純損失（△） △318 1,768

少数株主損失（△） － △7

少数株主損益調整前当期純利益 － 1,760

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 － △55

繰延ヘッジ損益 － △9

為替換算調整勘定 － △874

その他の包括利益合計 － △938

包括利益 － 821

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 － 835

少数株主に係る包括利益 － △13
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（訂正前）

③【連結株主資本等変動計算書】

（単位：百万円）

前連結会計年度
（自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日）

当連結会計年度
（自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日）

株主資本

資本金

前期末残高 12,133 12,133

当期末残高 12,133 12,133

資本剰余金

前期末残高 13,912 13,912

当期変動額

自己株式の処分 0 △0

当期変動額合計 0 △0

当期末残高 13,912 13,912

利益剰余金

前期末残高 25,158 24,012

当期変動額

剰余金の配当 △827 △827

当期純利益又は当期純損失（△） △318 1,854

当期変動額合計 △1,146 1,026

当期末残高 24,012 25,038

自己株式

前期末残高 △1,331 △1,332

当期変動額

自己株式の取得 △1 △0

自己株式の処分 1 0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 △1,332 △1,332

株主資本合計

前期末残高 49,873 48,726

当期変動額

剰余金の配当 △827 △827

当期純利益又は当期純損失（△） △318 1,854

自己株式の取得 △1 △0

自己株式の処分 1 0

当期変動額合計 △1,146 1,025

当期末残高 48,726 49,752
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（単位：百万円）

前連結会計年度
（自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日）

当連結会計年度
（自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日）

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

前期末残高 △364 △195

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 168 △51

当期変動額合計 168 △51

当期末残高 △195 △246

繰延ヘッジ損益

前期末残高 △0 8

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 9 △8

当期変動額合計 9 △8

当期末残高 8 0

為替換算調整勘定

前期末残高 △1,737 △1,697

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 40 △873

当期変動額合計 40 △873

当期末残高 △1,697 △2,571

その他の包括利益累計額合計

前期末残高 △2,103 △1,884

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 218 △933

当期変動額合計 218 △933

当期末残高 △1,884 △2,817

新株予約権

前期末残高 － －

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 0

当期変動額合計 － 0

当期末残高 － 0

少数株主持分

前期末残高 1,790 1,711

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △79 △47

当期変動額合計 △79 △47

当期末残高 1,711 1,664
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（単位：百万円）

前連結会計年度
（自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日）

当連結会計年度
（自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日）

純資産合計

前期末残高 49,560 48,553

当期変動額

剰余金の配当 △827 △827

当期純利益又は当期純損失（△） △318 1,854

自己株式の取得 △1 △0

自己株式の処分 1 0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 139 △980

当期変動額合計 △1,007 45

当期末残高 48,553 48,598
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（訂正後）

（単位：百万円）

前連結会計年度
（自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日）

当連結会計年度
（自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日）

株主資本

資本金

前期末残高 12,133 12,133

当期末残高 12,133 12,133

資本剰余金

前期末残高 13,912 13,912

当期変動額

自己株式の処分 0 △0

当期変動額合計 0 △0

当期末残高 13,912 13,912

利益剰余金

前期末残高 25,158 24,012

当期変動額

剰余金の配当 △827 △827

当期純利益又は当期純損失（△） △318 1,768

当期変動額合計 △1,146 940

当期末残高 24,012 24,952

自己株式

前期末残高 △1,331 △1,332

当期変動額

自己株式の取得 △1 △0

自己株式の処分 1 0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 △1,332 △1,332

株主資本合計

前期末残高 49,873 48,726

当期変動額

剰余金の配当 △827 △827

当期純利益又は当期純損失（△） △318 1,768

自己株式の取得 △1 △0

自己株式の処分 1 0

当期変動額合計 △1,146 939

当期末残高 48,726 49,665
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（単位：百万円）

前連結会計年度
（自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日）

当連結会計年度
（自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日）

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

前期末残高 △364 △195

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 168 △51

当期変動額合計 168 △51

当期末残高 △195 △246

繰延ヘッジ損益

前期末残高 △0 8

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 9 △8

当期変動額合計 9 △8

当期末残高 8 0

為替換算調整勘定

前期末残高 △1,737 △1,697

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 40 △873

当期変動額合計 40 △873

当期末残高 △1,697 △2,571

その他の包括利益累計額合計

前期末残高 △2,103 △1,884

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 218 △933

当期変動額合計 218 △933

当期末残高 △1,884 △2,817

新株予約権

前期末残高 － －

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 0

当期変動額合計 － 0

当期末残高 － 0

少数株主持分

前期末残高 1,790 1,711

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △79 △47

当期変動額合計 △79 △47

当期末残高 1,711 1,664
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（単位：百万円）

前連結会計年度
（自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日）

当連結会計年度
（自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日）

純資産合計

前期末残高 49,560 48,553

当期変動額

剰余金の配当 △827 △827

当期純利益又は当期純損失（△） △318 1,768

自己株式の取得 △1 △0

自己株式の処分 1 0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 139 △980

当期変動額合計 △1,007 △40

当期末残高 48,553 48,512

24/36 ページ



（訂正前）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

（単位：百万円）

前連結会計年度
（自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日）

当連結会計年度
（自 平成22年４月１日
至 平成23年３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 1,396 3,363

減価償却費 2,050 2,242

減損損失 146 0

のれん償却額 223 192

退職給付引当金の増減額（△は減少） 67 99

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 92 72

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 10 121

貸倒引当金の増減額（△は減少） 268 259

受取利息及び受取配当金 △152 △101

支払利息 131 115

有形固定資産売却損益（△は益） △16 △14

固定資産除却損 10 14

投資有価証券売却損益（△は益） △464 2

投資有価証券評価損益（△は益） 219 383

売上債権の増減額（△は増加） 2,303 4,762

たな卸資産の増減額（△は増加） 102 △1,378

仕入債務の増減額（△は減少） △1,270 △2,683

未収入金の増減額（△は増加） 1,203 262

未払費用の増減額（△は減少） △212 454

未収消費税等の増減額（△は増加） 187 △15

その他の流動資産の増減額（△は増加） 6 111

その他の流動負債の増減額（△は減少） 748 69

その他 213 △257

小計 7,265 8,076

前渡金の増減額（△は増加） △344 88

利息及び配当金の受取額 146 151

利息の支払額 △131 △121

法人税等の支払額 △1,343 △1,591

その他 135 △281

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,728 6,321
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（単位：百万円）

前連結会計年度
（自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日）

当連結会計年度
（自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日）

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △120 △112

有形固定資産の取得による支出 △2,498 △4,875

有形固定資産の売却による収入 104 71

無形固定資産の取得による支出 △723 △1,013

投資有価証券の取得による支出 △888 △646

投資有価証券の売却による収入 1,550 281

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出

※3 △11 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

－ ※2 △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

※2 164 ※2 64

短期貸付けによる支出 △757 △143

短期貸付金の回収による収入 468 125

長期貸付けによる支出 △18 △5

保険積立金の積立による支出 △123 △107

保険積立金の解約による収入 1 35

差入保証金の差入による支出 △858 △23

差入保証金の回収による収入 698 150

その他の支出 △102 △79

その他の収入 74 137

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,040 △6,369

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少） 483 △1,154

長期借入れによる収入 － 4,011

長期借入金の返済による支出 △1,905 △1,463

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △827 △831

少数株主への配当金の支払額 △42 △34

その他 △16 △49

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,307 478

現金及び現金同等物に係る換算差額 49 △431

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 428 △1

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期末残高 ※1 11,797 ※1 11,796
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（訂正後）

（単位：百万円）

前連結会計年度
（自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日）

当連結会計年度
（自 平成22年４月１日
至 平成23年３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 1,396 3,223

減価償却費 2,050 2,242

減損損失 146 0

のれん償却額 223 192

退職給付引当金の増減額（△は減少） 67 99

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 92 72

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 10 121

貸倒引当金の増減額（△は減少） 268 259

受取利息及び受取配当金 △152 △101

支払利息 131 115

有形固定資産売却損益（△は益） △16 △14

固定資産除却損 10 14

投資有価証券売却損益（△は益） △464 2

投資有価証券評価損益（△は益） 219 383

売上債権の増減額（△は増加） 2,303 4,910

たな卸資産の増減額（△は増加） 102 △1,378

仕入債務の増減額（△は減少） △1,270 △2,683

未収入金の増減額（△は増加） 1,203 262

未払費用の増減額（△は減少） △212 454

未収消費税等の増減額（△は増加） 187 △15

その他の流動資産の増減額（△は増加） 6 104

その他の流動負債の増減額（△は減少） 748 69

その他 213 △257

小計 7,265 8,076

前渡金の増減額（△は増加） △344 88

利息及び配当金の受取額 146 151

利息の支払額 △131 △121

法人税等の支払額 △1,343 △1,591

その他 135 △281

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,728 6,321
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（単位：百万円）

前連結会計年度
（自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日）

当連結会計年度
（自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日）

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △120 △112

有形固定資産の取得による支出 △2,498 △4,875

有形固定資産の売却による収入 104 71

無形固定資産の取得による支出 △723 △1,013

投資有価証券の取得による支出 △888 △646

投資有価証券の売却による収入 1,550 281

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出

※3 △11 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

－ ※2 △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

※2 164 ※2 64

短期貸付けによる支出 △757 △143

短期貸付金の回収による収入 468 125

長期貸付けによる支出 △18 △5

保険積立金の積立による支出 △123 △107

保険積立金の解約による収入 1 35

差入保証金の差入による支出 △858 △23

差入保証金の回収による収入 698 150

その他の支出 △102 △79

その他の収入 74 137

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,040 △6,369

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少） 483 △1,154

長期借入れによる収入 － 4,011

長期借入金の返済による支出 △1,905 △1,463

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △827 △831

少数株主への配当金の支払額 △42 △34

その他 △16 △49

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,307 478

現金及び現金同等物に係る換算差額 49 △431

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 428 △1

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期末残高 ※1 11,797 ※1 11,796
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当連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日）

２．金融商品の時価等に関する事項

（訂正前）

平成23年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり

ます。

なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれていません（(注２)参照）。

 (単位：百万円）   

（*1) 負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。

（*2) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の

債務となる項目については（ ）で示しております。

(注１)（略）

(注２)（略）

   

(注３) 金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

(単位：百万円）

   

(注４) （略）

  

【注記事項】

（金融商品関係）

連結貸借対照表計上額

（*）
時価（*） 差額

① 現金及び預金 11,926 11,926 －

② 受取手形及び売掛金 54,173 54,173 －

③ 有価証券 71 71 －

④ 投資有価証券 3,441 3,441 －

⑤ 差入保証金 1,165 907 △257

⑥ 支払手形及び買掛金 ( )40,790 ( )40,790 －

⑦ 短期借入金 ( )8,505 ( )8,505 －

⑧ 未払費用 ( )2,547 ( )2,547 －

⑨ 未払法人税等 ( )1,511 ( )1,511 －

⑩ 長期借入金 ( )4,636 ( )4,647 △11

⑪ デリバティブ取引 ( )17 ( )17 －

１年以内
１年超

５年以内

５年超

10年以内
10年超

現金及び預金 11,926 － － －

受取手形及び売掛金 54,173 － － －

投資有価証券

その他有価証券のうち満期があるもの 0 179 49 283

差入保証金 7 758 3 222

合計 66,107 938 52 505
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（訂正後）

平成23年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり

ます。

なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれていません（(注２)参照）。

 (単位：百万円）   

（*1) 負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。

（*2) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の

債務となる項目については（ ）で示しております。

(注１) （略）

(注２) （略）   

(注３) 金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

(単位：百万円）

   

(注４)（略）

連結貸借対照表計上額

（*）
時価（*） 差額

① 現金及び預金 11,926 11,926 －

② 受取手形及び売掛金 54,025 54,025 －

③ 有価証券 71 71 －

④ 投資有価証券 3,441 3,441 －

⑤ 差入保証金 1,165 907 △257

⑥ 支払手形及び買掛金 ( )40,790 ( )40,790 －

⑦ 短期借入金 ( )8,505 ( )8,505 －

⑧ 未払費用 ( )2,547 ( )2,547 －

⑨ 未払法人税等 ( )1,511 ( )1,511 －

⑩ 長期借入金 ( )4,636 ( )4,647 △11

⑪ デリバティブ取引 ( )17 ( )17 －

１年以内
１年超

５年以内

５年超

10年以内
10年超

現金及び預金 11,926 － － －

受取手形及び売掛金 54,025 － － －

投資有価証券

その他有価証券のうち満期があるもの 0 179 49 283

差入保証金 7 758 3 222

合計 65,958 938 52 505

30/36 ページ



(訂正前)

（税効果会計関係）

前連結会計年度
（平成22年３月31日）

当連結会計年度
（平成23年３月31日）

１．繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別

内訳

１．繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別

内訳

繰延税金資産     

役員退職慰労引当金繰入額 497 百万円

貸倒引当金繰入額 600  

賞与引当金繰入額 273  

退職給付費用 579  

連結子会社（清算手続中）

の欠損金

165

繰越欠損金 3,641  

有価証券評価差額金 135  

たな卸資産評価減 294  

減損損失否認 288  

その他 1,117  

繰延税金資産小計 7,595  

評価性引当額 △5,781  

繰延税金資産計 1,814  

繰延税金負債     

海外連結子会社の留保利益 △635  

固定資産評価差額 △201  

その他有価証券評価差額金 △17  

固定資産圧縮記帳 △348  

その他 △99  

繰延税金負債計 △1,302  

繰延税金資産の純額 511 百万円

繰延税金資産     

投資有価証券評価損 239 百万円

役員退職慰労引当金繰入額 527  

貸倒引当金繰入額 573  

賞与引当金繰入額 412  

退職給付費用 624

連結子会社（清算手続中）

の欠損金

450

繰越欠損金 3,556  

有価証券評価差額金 147  

たな卸資産評価減 151  

減損損失否認 242  

固定資産償却超過額 317

その他 907  

繰延税金資産小計 8,150  

評価性引当額 △5,666  

繰延税金資産計 2,484  

繰延税金負債     

海外連結子会社の留保利益 △576  

固定資産評価差額 △201  

その他有価証券評価差額金 △8  

固定資産圧縮記帳 △325  

その他 △129  

繰延税金負債計 △1,241  

繰延税金資産の純額 1,243 百万円

繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目

に含まれております。

繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目

に含まれております。

流動資産－繰延税金資産 866 百万円

固定資産－繰延税金資産 249 百万円

固定負債－繰延税金負債 △593 百万円

流動資産－繰延税金資産 975 百万円

固定資産－繰延税金資産 619 百万円

固定負債－繰延税金負債 △350 百万円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異原因

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異原因

 

法定実効税率 40.6 (％)

（調整）       

交際費損金不算入 9.4  

連結子会社の繰越欠損金 30.9  

海外子会社の税率差異 △9.2  

スケジューリングの見直しによる繰

延税金資産の影響額

12.5  

海外子会社からの受取配当金と留保

金課税

12.9  

のれんの償却の影響額 8.1

その他  20.4  

小計 85.2  

税効果会計適用後の法人税等の負担率 125.9  

 

法定実効税率 40.6 (％)

（調整）       

交際費損金不算入 4.1  

連結子会社の繰越欠損金 △0.8  

海外子会社の税率差異 △2.9  

評価性引当額の増減 △1.7

海外子会社からの受取配当金と留保

金課税

2.5  

のれんの償却の影響額 1.5

役員賞与引当金否認 1.6

その他 △0.0  

小計 4.4  

税効果会計適用後の法人税等の負担率 45.0  
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(訂正後)

前連結会計年度
（平成22年３月31日）

当連結会計年度
（平成23年３月31日）

１．繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別

内訳

１．繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別

内訳

繰延税金資産     

役員退職慰労引当金繰入額 497 百万円

貸倒引当金繰入額 600  

賞与引当金繰入額 273  

退職給付費用 579  

連結子会社（清算手続中）

の欠損金

165

繰越欠損金 3,641  

有価証券評価差額金 135  

たな卸資産評価減 294  

減損損失否認 288  

その他 1,117  

繰延税金資産小計 7,595  

評価性引当額 △5,781  

繰延税金資産計 1,814  

繰延税金負債     

海外連結子会社の留保利益 △635  

固定資産評価差額 △201  

その他有価証券評価差額金 △17  

固定資産圧縮記帳 △348  

その他 △99  

繰延税金負債計 △1,302  

繰延税金資産の純額 511 百万円

繰延税金資産     

投資有価証券評価損 239 百万円

役員退職慰労引当金繰入額 527  

貸倒引当金繰入額 573  

賞与引当金繰入額 412  

退職給付費用 624

連結子会社（清算手続中）

の欠損金

450

繰越欠損金 3,556  

有価証券評価差額金 147  

たな卸資産評価減 151  

減損損失否認 242  

固定資産償却超過額 317

その他 964  

繰延税金資産小計 8,208  

評価性引当額 △5,666  

繰延税金資産計 2,541  

繰延税金負債     

海外連結子会社の留保利益 △576  

固定資産評価差額 △201  

その他有価証券評価差額金 △8  

固定資産圧縮記帳 △325  

その他 △132  

繰延税金負債計 △1,244  

繰延税金資産の純額 1,297 百万円

繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目

に含まれております。

繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目

に含まれております。

流動資産－繰延税金資産 866 百万円

固定資産－繰延税金資産 249 百万円

固定負債－繰延税金負債 △593 百万円

流動資産－繰延税金資産 1,029 百万円

固定資産－繰延税金資産 619 百万円

固定負債－繰延税金負債 △350 百万円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異原因

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異原因

 

法定実効税率 40.6 (％)

（調整）       

交際費損金不算入 9.4  

連結子会社の繰越欠損金 30.9  

海外子会社の税率差異 △9.2  

スケジューリングの見直しによる繰

延税金資産の影響額

12.5  

海外子会社からの受取配当金と留保

金課税

12.9  

のれんの償却の影響額 8.1

その他  20.4  

小計 85.2  

税効果会計適用後の法人税等の負担率 125.9  
 

法定実効税率 40.6 (％)

（調整）       

交際費損金不算入 4.3  

連結子会社の繰越欠損金 △0.8  

海外子会社の税率差異 △3.0  

評価性引当額の増減 △1.7

海外子会社からの受取配当金と留保

金課税

2.6  

のれんの償却の影響額 1.6

役員賞与引当金否認 1.7

その他 △0.0  

小計 4.5  

税効果会計適用後の法人税等の負担率 45.3  
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(訂正前）

当連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日）

（単位：百万円）

(注) （略）  

    

(訂正後）

当連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日）

（単位：百万円）

(注) （略）

（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.

連結財務諸

表計上額

（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
171,576 50,885 5,687 228,149 9,801 237,951 － 237,951

  セグメント間の

内部売上高又は

振替高

1,342 778 2,418 4,539 3,159 7,698 △7,698 －

計 172,919 51,664 8,105 232,688 12,961 245,650 △7,698 237,951

セグメント利益 2,901 72 487 3,462 230 3,692 △128 3,563

セグメント資産 97,210 15,754 6,043 119,008 5,390 124,399 △9,713 114,686

その他の項目

  減価償却費  970  142 407 1,520 43 1,563 △8 1,554

  有形固定資産及

び無形固定資産

の増加額

4,336 192 636 5,165 724 5,889 － 5,889

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.
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
171,576 50,745 5,687 228,009 9,801 237,811 － 237,811

  セグメント間の

内部売上高又は

振替高

1,342 778 2,418 4,539 3,159 7,698 △7,698 －

計 172,919 51,523 8,105 232,548 12,961 245,509 △7,698 237,811

セグメント利益又

は損失
2,901 △67 487 3,321 230 3,551 △128 3,423

セグメント資産 97,210 15,668 6,043 118,922 5,390 124,312 △9,713 114,599

その他の項目

  減価償却費  970  142 407 1,520 43 1,563 △8 1,554

  有形固定資産及

び無形固定資産

の増加額

4,336 192 636 5,165 724 5,889 － 5,889
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当連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

２．地域ごとの情報

(1）売上高

（訂正前）

（単位：百万円）

（訂正後） （単位：百万円）

  

【関連情報】

日本 北米 欧州 東アジア 合計

171,138 2,182 5,293 59,336 237,951

日本 北米 欧州 東アジア 合計

170,998 2,182 5,293 59,336 237,811
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（訂正前）

（注）１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失の算定上の基礎は、次のとおりであります。

（訂正後）

（注）１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失の算定上の基礎は、次のとおりであります。

  

（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日）

当連結会計年度
（自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日）

１株当たり純資産額 円 銭1,697 27 １株当たり純資産額 円 銭1,700 68

１株当たり当期純損失金額 円 銭11 55 １株当たり当期純利益金額 円 銭67 20

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、１株当たり当期純損失であり、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株当たり当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。

  
前連結会計年度

(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当期純利益又は当期純損失（△）（百万円） △318 1,854

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失（△）（百

万円）
△318 1,854

期中平均株式数（株） 27,596,924 27,597,906

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当た

り当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要

－ 連結子会社の新株予約権４

種類

（新株予約権の数4,060個）

前連結会計年度
（自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日）

当連結会計年度
（自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日）

１株当たり純資産額 円 銭1,697 27 １株当たり純資産額 円 銭1,697 55

１株当たり当期純損失金額 円 銭11 55 １株当たり当期純利益金額 円 銭64 07

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、１株当たり当期純損失であり、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株当たり当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。

  
前連結会計年度

(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当期純利益又は当期純損失（△）（百万円） △318 1,768

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失（△）（百

万円）
△318 1,768

期中平均株式数（株） 27,596,924 27,597,906

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当た

り当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要

－ 連結子会社の新株予約権４

種類

（新株予約権の数4,060個）
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当連結会計年度における四半期情報

（訂正前）

（訂正後）

（２）【その他】

  

第１四半期

自 平成22年４月１日

至 平成22年６月30日

第２四半期

自 平成22年７月１日

至 平成22年９月30日

第３四半期

自 平成22年10月１日

至 平成22年12月31日

第４四半期

自 平成23年１月１日

至 平成23年３月31日

売上高（百万円）         59,692         60,778         57,064         60,415

税金等調整前四半期純

利益金額（百万円）
      1,083      1,537      284      458

四半期純利益金額

（百万円）
      552       859      18      423

１株当たり四半期純

利益金額（円）
        20.02         31.16       0.68        15.34

  

第１四半期

自 平成22年４月１日

至 平成22年６月30日

第２四半期

自 平成22年７月１日

至 平成22年９月30日

第３四半期

自 平成22年10月１日

至 平成22年12月31日

第４四半期

自 平成23年１月１日

至 平成23年３月31日

売上高（百万円）         59,692         60,778         56,980         60,360

税金等調整前四半期純

利益金額（百万円）
      1,083      1,537      199      402

四半期純利益又は四

半期純損失金額

（△）（百万円）

      552       859      △33      389

１株当たり四半期純

利益金額又は純損失

金額（△）（円）

        20.02         31.16       △1.22        14.11
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