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平成 25 年５月 15 日 

各    位 
会 社 名 扶 桑 電 通 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長

児 玉 栄 次
    (コード：7505、東証第二部)
問合せ先 取締役常務執行役員管理本部長

星 野 博 直
(TEL. 03-3544-7211)

 
 
 

（訂正・数値データ訂正）「平成 25 年９月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について 

 

 

 平成 25 年２月 13 日に発表いたしました「平成 25 年９月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）」につ

きまして、一部訂正がありましたので、下記の通りお知らせいたします。 

なお、訂正箇所には下線＿を付して表示しております。 

 訂正理由につきましては、平成 25 年５月７日付「第三者調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」

及び平成 25 年５月１４日付「過年度有価証券報告書等の訂正に関するお知らせ」、並びに本日開示の「四半

期報告書及び過年度決算短信等の訂正に関するお知らせ」をご参照ください。 

 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も送信いたします。 

 

以 上 
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１．訂正内容 

訂正箇所には下線を付しております。 

 

（サマリー情報） 
 

【訂正前】 

(百万円未満切捨て) 

1. 平成 25 年９月期第 1 四半期の業績（平成 24 年 10 月１日～平成 24 年 12 月 31 日） 
 (1) 経営成績(累計)                                                    （％表示は、対前年同四半期増減率） 

 売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 

25 年９月期第１四半期 8,028 12.8 △216 ― △194 ― △155 ―

24 年９月期第１四半期 7,115 3.9 △303 ― △331 ― △469 ―
 

 

 
１株当たり四半期純利益 

潜在株式調整後１株当たり

四半期純利益 
 円 銭 円 銭

25 年９月期第１四半期 △ 19.72 ― 

24 年９月期第１四半期 △ 59.68 ― 

 

   (2) 財政状態 

 

 
総資産 純資産 自己資本比率 

 百万円 百万円 ％

25 年９月期第１四半期 21,555 5,188 24.1

24 年９月期 21,958 5,142 23.4

（参考）自己資本   25 年９月期第１四半期 5,188 百万円  24 年９月期 5,142 百万円 

   ～後略～ 

 

【訂正後】 

(百万円未満切捨て) 

1. 平成 25 年９月期第 1 四半期の業績（平成 24 年 10 月１日～平成 24 年 12 月 31 日） 
 (1) 経営成績(累計)                                                    （％表示は、対前年同四半期増減率） 

 売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 

25 年９月期第１四半期 7,943 12.4 △220 ― △254 ― △215 ―

24 年９月期第１四半期 7,066 3.5 △306 ― △351 ― △489 ―
 

 

 
１株当たり四半期純利益 

潜在株式調整後１株当たり

四半期純利益 
 円 銭 円 銭

25 年９月期第１四半期 △ 27.44 － 

24 年９月期第１四半期 △ 62.22 － 

 

   (2) 財政状態 

 

 
総資産 純資産 自己資本比率 

 百万円 百万円 ％

25 年９月期第１四半期 21,265 4,838 22.8

24 年９月期 21,694 4,852 22.4

（参考）自己資本   25 年９月期第１四半期 4,838 百万円  24 年９月期 4,852 百万円 

～後略～ 
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（2 ページ） 

１．当四半期決算に関する定性的情報 

(1)経営成績に関する定性的情報 

【訂正前】 

～前略～ 

    この結果、当第１四半期累計期間の業績は四半期業績の特性もあり、受注高 10,292 百万円(前年同

四半期比 106.5％)、売上高 8,028 百万円(前年同四半期比 112.8％)となりました。利益につきましては、

原価率の低減および販売管理費の削減につとめてまいりましたが、営業損失 216 百万円(前年同四半

期営業損失 303 百万円)、経常損失 194 百万円(前年同四半期経常損失 331 百万円)となりました。四

半期純損失は 155 百万円(前年同四半期純損失 469 百万円)となりました。 

 

当第１四半期累計期間の部門別売上高は、通信機器部門 2,825 百万円(前年同四半期比 84.2%)、

電子機器部門 2,153 百万円(前年同四半期比 171.7%)、ＯＡ機器部門 1,185 百万円(前年同四半期比

151.3%)、保守部門 1,864 百万円(前年同四半期比 108.2%)となりました。 

～後略～ 

 

【訂正後】 

～前略～ 

     この結果、当第１四半期累計期間の業績は四半期業績の特性もあり、受注高 10,256 百万円(前年

同四半期比 107.1％)、売上高 7,943 百万円(前年同四半期比 112.4％)となりました。利益につきまして

は、原価率の低減および販売管理費の削減につとめてまいりましたが、営業損失220百万円(前年同四

半期営業損失 306 百万円)、経常損失 254 百万円(前年同四半期経常損失 351 百万円)となりました。

四半期純損失は 215 百万円(前年同四半期純損失 489 百万円)となりました。 

 

当第１四半期累計期間の部門別売上高は、通信機器部門 2,825 百万円(前年同四半期比 84.2%)、

電子機器部門 2,068 百万円(前年同四半期比 171.7%)、ＯＡ機器部門 1,185 百万円(前年同四半期比

151.3%)、保守部門 1,864 百万円(前年同四半期比 108.2%)となりました。 

～後略～ 

 

(2)財政状態に関する定性的情報 

【訂正前】 

当第１四半期会計期間末の総資産は、21,555 百万円となり前事業年度末に比べ 402 百万円の減少

となりました。主な減少理由といたしましては、受取手形及び売掛金が1,762百万円減少したことなどに

よるものです。 

負債につきましては、16,366 百万円となり、前事業年度末に比べ 449 百万円の減少となりました。負

債の主な減少理由といたしましては、賞与引当金が442百万円、支払手形及び買掛金が126百万円減

少したことなどによるものです。 

純資産につきましては、5,188 百万円となり、前事業年度末に比べ 46 百万円の増加となりました。純

資産の主な増加理由といたしましては、その他有価証券評価差額金の借方残高が 248 百万円減少し

たことなどによるものです。 
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【訂正後】 

当第１四半期会計期間末の総資産は、21,265 百万円となり前事業年度末に比べ 428 百万円の減少

となりました。主な減少理由といたしましては、受取手形及び売掛金が1,787百万円減少したことなどに

よるものです。 

負債につきましては、16,427 百万円となり、前事業年度末に比べ 414 百万円の減少となりました。負

債の主な減少理由といたしましては、賞与引当金が 442 百万円、支払手形及び買掛金が 34 百万円減

少したことなどによるものです。 

純資産につきましては、4,838 百万円となり、前事業年度末に比べ 14 百万円の減少となりました。純

資産の主な減少理由といたしましては、その他有価証券評価差額金の借方残高が 248 百万円減少し

た一方、四半期純損失 155 百万円を計上したこと等により利益剰余金が 262 百万円減少したことなどに

よるものです。 

（4 ページ） 

３．四半期財務諸表 

(1) 四半期賃借対照表 

【訂正前】 

    (単位：千円)

  
前事業年度 

(平成 24 年９月 30 日) 

当第１四半期会計期間

(平成 24 年 12 月 31 日)

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 1,891,278 1,882,950

受取手形及び売掛金 7,459,502   5,697,447

商品 55,911 56,969

仕掛品 2,266,412 3,120,642

繰延税金資産 380,935 529,636

その他 495,410 642,051

貸倒引当金 △158,528 △28,214

流動資産合計 12,390,922 11,901,483

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物 1,164,155 1,164,965

減価償却累計額 △716,226 △724,090

建物及び構築物（純額） 447,929 440,875

土地 189,993 189,993

その他 1,639,640 1,643,327

減価償却累計額 △706,729 △750,838

その他（純額） 932,910 892,488

有形固定資産合計 1,570,833 1,523,357

無形固定資産 

ソフトウエア 75,195 71,772

その他 22,131 22,131

無形固定資産合計 97,327 93,903

投資その他の資産 

投資有価証券 4,564,928 4,908,172

リース投資資産 644,665 625,331

差入保証金 414,886 409,612

繰延税金資産 2,253,457 2,022,451

その他 535,765 725,799

貸倒引当金 △514,689 △654,882

投資その他の資産合計 7,899,013 8,036,485

固定資産合計 9,567,174 9,653,746

資産合計 21,958,096 21,555,229
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    (単位：千円)

  

 

前事業年度 

(平成 24 年９月 30 日) 

当第１四半期会計期間

(平成 24 年 12 月 31 日)

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 6,826,335 6,700,189

未払法人税等 66,147 18,732

前受金 416,808 506,452

賞与引当金 834,441 391,581

受注損失引当金 ― 36,400

その他 1,205,548 1,532,653

流動負債合計 9,349,281 9,186,009

固定負債 

長期借入金 500,000 500,000

退職給付引当金 5,426,538 5,208,254

役員退職慰労引当金 73,886 60,850

リース債務 1,430,369 1,377,108

その他 35,892 34,523

固定負債合計 7,466,686 7,180,736

負債合計 16,815,967 16,366,746

純資産の部 

株主資本 

資本金 1,083,500 1,083,500

資本剰余金 1,076,468 1,076,468

利益剰余金 3,698,204 3,496,019

自己株式 △289,251 △289,605

株主資本合計 5,568,921 5,366,381

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △426,792 △177,898

評価・換算差額等合計 △426,792 △177,898

純資産合計 5,142,129 5,188,482

負債純資産合計 21,958,096 21,555,229
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【訂正後】 

    (単位：千円)

  
前事業年度 

(平成 24 年９月 30 日) 

当第１四半期会計期間

(平成 24 年 12 月 31 日)

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 1,891,278 1,882,950

受取手形及び売掛金 7,195,548   5,408,008

商品 55,911 56,969

仕掛品 2,266,412 3,120,642

繰延税金資産 380,935 529,636

その他 495,410 642,051

貸倒引当金 △158,528 △28,214

流動資産合計 12,126,968 11,612,044

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物 1,164,155 1,164,965

減価償却累計額 △716,226 △724,090

建物及び構築物（純額） 447,929 440,875

土地 189,993 189,993

その他 1,639,640 1,643,327

減価償却累計額 △706,729 △750,838

その他（純額） 932,910 892,488

有形固定資産合計 1,570,833 1,523,357

無形固定資産 

ソフトウエア 75,195 71,772

その他 22,131 22,131

無形固定資産合計 97,327 93,903

投資その他の資産 

投資有価証券 4,564,928 4,908,172

リース投資資産 644,665 625,331

差入保証金 414,886 409,612

繰延税金資産 2,253,457 2,022,451

その他 671,993 917,815

貸倒引当金 △650,916 △846,898

投資その他の資産合計 7,899,013 8,036,485

固定資産合計 9,567,174 9,653,746

資産合計 21,694,142 21,265,790
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    (単位：千円)

  

 

前事業年度 

(平成 24 年９月 30 日) 

当第１四半期会計期間

(平成 24 年 12 月 31 日)

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 6,732,739 6,698,089

未払法人税等 66,147 18,732

前受金 416,808 506,452

賞与引当金 834,441 391,581

受注損失引当金 ― 36,400

その他 1,324,972 1,595,720

流動負債合計 9,375,109 9,246,976

固定負債 

長期借入金 500,000 500,000

退職給付引当金 5,426,538 5,208,254

役員退職慰労引当金 73,886 60,850

リース債務 1,430,369 1,377,108

その他 35,892 34,523

固定負債合計 7,466,686 7,180,736

負債合計 16,841,796 16,427,713

純資産の部 

株主資本 

資本金 1,083,500 1,083,500

資本剰余金 1,076,468 1,076,468

利益剰余金 3,408,422 3,145,613

自己株式 △289,251 △289,605

株主資本合計 5,279,139 5,015,976

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △426,792 △177,898

評価・換算差額等合計 △426,792 △177,898

純資産合計 4,852,346 4,838,077

負債純資産合計 21,694,142 21,265,790
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（6 ページ） 

(2) 四半期損益計算書 

第 1 四半期累計期間 

【訂正前】 

    (単位：千円)

  

前第１四半期累計期間 

(自 平成 23 年 10 月１日

 至 平成 23 年 12 月 31 日)

 

当第１四半期累計期 

(自 平成 24 年 10 月１日 

 至 平成 24 年 12 月 31 日)

売上高   7,115,841  8,028,518

売上原価 5,821,154  6,627,529

売上総利益 1,294,686  1,400,988

販売費及び一般管理費 1,598,426  1,617,037

営業損失（△） △303,740  △216,048

営業外収益  

受取利息 289  246

受取配当金 4,804  7,488

仕入割引 2,796  1,909

貸倒引当金戻入額 5,918  4,631

その他 19,329  20,789

営業外収益合計 33,139  35,066

営業外費用  

支払利息 11,752  12,222

投資有価証券評価損 1,190  ―

貸倒引当金繰入額 47,054  ―

その他 1,312  822

営業外費用合計 61,309  13,045

経常損失（△） △331,910  △194,027

特別利益 

投資有価証券売却益 10 ―

ゴルフ会員権売却益 3,400 ―

特別利益合計 3,410 ―

特別損失 

投資有価証券評価損 24,050  ―

固定資産除却損 73  ―

特別損失合計 24,123  ―

税引前四半期純損失（△） △352,624 △194,027

法人税、住民税及び事業税 12,250 11,760

法人税等調整額 104,323 △50,765

法人税等合計 116,573 △39,004

四半期純損失（△） △469,198 △155,023
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【訂正後】 

    (単位：千円)

  

前第１四半期累計期間 

(自 平成 23 年 10 月１日

 至 平成 23 年 12 月 31 日)

 

当第１四半期累計期 

(自 平成 24 年 10 月１日 

 至 平成 24 年 12 月 31 日)

売上高   7,066,754  7,943,953

売上原価 5,774,722  6,547,500

売上総利益 1,292,031  1,396,452

販売費及び一般管理費 1,598,426  1,617,037

営業損失（△） △306,395  △220,584

営業外収益  

受取利息 289  246

受取配当金 4,804  7,488

仕入割引 2,796  1,611

貸倒引当金戻入額 5,918  4,631

その他 19,329  20,789

営業外収益合計 33,139  34,767

営業外費用  

支払利息 11,752  12,222

投資有価証券評価損 1,190  ―

貸倒引当金繰入額 64,375  55,788

その他 1,312  822

営業外費用合計 78,631  68,834

経常損失（△） △351,887  △254,650

特別利益 

投資有価証券売却益 10 ―

ゴルフ会員権売却益 3,400 ―

特別利益合計 3,410 ―

特別損失 

投資有価証券評価損 24,050  ―

固定資産除却損 73  ―

特別損失合計 24,123  ―

税引前四半期純損失（△） △372,601 △254,650

法人税、住民税及び事業税 12,250 11,760

法人税等調整額 104,323 △50,765

法人税等合計 116,573 △39,004

四半期純損失（△） △489,174 △215,646

 

 

 

 


