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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）「平成 21 年９月期 決算短信(非連結)」の一部訂正について 

 

 

 平成 21 年 11 月 12 日に発表いたしました「平成 21 年９月期 決算短信（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。 

  

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. 21 年９月期の業績（平成 20 年 10 月１日～平成 21 年９月 30 日） 
 (1) 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９月期 37,532 △ 11.9 △ 57 ― 60 △ 88.9 △ 88 ― 

20 年９月期 42,603 6.0 356 29.4 551 △ 24.4 906 34.4
 

 
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９月期 △ 10.44 ― △ 1.3 0.3 △ 0.2

20年９月期 106.36 ― 13.8 2.2 0.8

（参考）持分法投資損益   21 年９月期 ―百万円   20 年９月期 ―百万円 

 

(2)財政状態 

 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９月期 22,575 6,389 28.3 750.14

20 年９月期 24,794 6,817 27.5 799.90

（参考） 自己資本  21 年９月期 6,389 百万円  20 年９月期 6,817 百万円 

～後略～ 

 

【訂正後】  
（百万円未満切捨て） 

1. 21 年９月期の業績（平成 20 年 10 月１日～平成 21 年９月 30 日） 
(1) 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９月期 37,375 △ 11.6 △ 78 ― 39 △ 92.3 △ 109 ― 

20 年９月期 42,274 5.6 340 26.4 516 △ 22.7 872 42.0
 

 
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９月期 △ 12.90 ― △ 1.7 0.2 △ 0.2

20年９月期 102.27 ― 13.5 2.1 0.8

（参考）持分法投資損益   21 年９月期 ―百万円   20 年９月期 ―百万円 

 

(2)財政状態 

 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９月期 22,436 6,270 27.9 736.15

20 年９月期 24,696 6,719 27.2 788.39

（参考） 自己資本  21 年９月期 6,270 百万円  20 年９月期 6,719 百万円 

～後略～ 
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（3 ページ） 

１．経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 

①業績全般の概況 

【訂正前】 

～前略～ 

しかしながら、総じて厳しい状況で推移したことにより、当事業年度の売上高は 37,532 百万円(前年

同期比 11.9％減)、利益につきましては、営業損失は 57 百万円(前年同期は営業利益 356 百万円)、経

常利益は 60 百万円(前年同期比 88.9％減)、当期純損失は 88 百万円(前年同期は当期純利益 906 百

万円)となりました。 

 

【訂正後】 

～前略～  

しかしながら、総じて厳しい状況で推移したことにより、当事業年度の売上高は 37,375 百万円(前年

同期比 11.6％減)、利益につきましては、営業損失は 78 百万円(前年同期は営業利益 340 百万円)、経

常利益は 39 百万円(前年同期比 92.3％減)、当期純損失は 109 百万円(前年同期は当期純利益 872

百万円)となりました。 

 

②部門別の概況 

[電子機器部門] 

【訂正前】 

～前略～ 

民需関係では、製造、流通業の中でも特に中堅企業の需要が低迷し、基幹システム更新に伴うシス

テム構築案件及びインフラ再構築商談などが減少するとともに、自動車販売店向けシステム展開が収

束し大幅に縮小したことから、当部門の売上高は 11,938 百万円(前年同期比 27.0％減)となりました。 

 

【訂正後】 

～前略～ 

民需関係では、製造、流通業の中でも特に中堅企業の需要が低迷し、基幹システム更新に伴うシス

テム構築案件及びインフラ再構築商談などが減少するとともに、自動車販売店向けシステム展開が収

束し大幅に縮小したことから、当部門の売上高は 11,781 百万円(前年同期比 26.8％減)となりました。 

 

[OA 機器部門] 

【訂正前】 

電力会社向けＰＨＳ端末が順調に推移したものの、大手製造業向けパソコンのロット販売などが景気

後退の影響により大幅に縮小したことから、当部門の売上高は 3,366 百万円(前年同期比 22.3％減)と

なりました。 

 

【訂正後】  

電力会社向けＰＨＳ端末が順調に推移したものの、大手製造業向けパソコンのロット販売などが景気

後退の影響により大幅に縮小したことから、当部門の売上高は 3,366 百万円(前年同期比 20.9％減)と

なりました。 
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（5ページ） 

 (2) 財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況  

【訂正前】 

当事業年度末における総資産は、前事業年度末に比べて、2,219 百万円減少し 22,575 百万円

となりました。これは、固定資産が 387 百万円増加する一方、流動資産が 2,607 百万円減少し

たことによるものです。流動資産の減少理由といたしましては、未収還付法人税等が 260 百万

円増加、繰延税金資産が 81 百万円増加する一方、売掛金が 1,113 百万円減少、仕掛品が 891 百

万円減少したことなどによるものです。固定資産の増加理由といたしましては、投資有価証券

が 202 百万円減少、破産・更正債権等が 49 百万円減少する一方、リース投資資産の取得により

682 百万円増加したことなどによるものです。 

負債につきましては、前事業年度末に比べて、1,791 百万円減少し 16,185 百万円となりまし

た。これは、流動負債が 2,075 百万円減少し、固定負債が 283 百万円増加したことによるもの

です。流動負債の減少理由といたしましては、未払金が 285 百万円増加、リース債務が 157 百

万円増加する一方、買掛金が 1,782 百万円減少、未払法人税等が 489 百万円減少したことなど

によるものです。固定負債の増加理由といたしましては、退職給付引当金が 258 百万円減少す

る一方、リース債務が 521 百万円増加したことなどによるものです。 

純資産につきましては、利益剰余金が 242 百万円減少およびその他有価証券評価差額金が 183

百万円減少したことなどにより、427 百万円の減少となりました。  

 

【訂正後】  

当事業年度末における総資産は、前事業年度末に比べて、2,260 百万円減少し 22,436 百万円

となりました。これは、固定資産が 387 百万円増加する一方、流動資産が 2,648 百万円減少し

たことによるものです。流動資産の減少理由といたしましては、未収還付法人税等が 260 百万

円増加、繰延税金資産が 81 百万円増加する一方、売掛金が 1,153 百万円減少、仕掛品が 891 百

万円減少したことなどによるものです。固定資産の増加理由といたしましては、投資有価証券

が 202 百万円減少、破産・更正債権等が 49 百万円減少する一方、リース投資資産の取得により

682 百万円増加したことなどによるものです。 

負債につきましては、前事業年度末に比べて、1,811 百万円減少し 16,166 百万円となりまし

た。これは、流動負債が 2,094 百万円減少し、固定負債が 283 百万円増加したことによるもの

です。流動負債の減少理由といたしましては、未払金が 285 百万円増加、リース債務が 157 百

万円増加する一方、買掛金が 1,880 百万円減少、未払法人税等が 489 百万円減少したことなど

によるものです。固定負債の増加理由といたしましては、退職給付引当金が 258 百万円減少す

る一方、リース債務が 521 百万円増加したことなどによるものです。 

純資産につきましては、利益剰余金が 263 百万円減少およびその他有価証券評価差額金が 183

百万円減少したことなどにより、449 百万円の減少となりました。  
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②キャッシュ・フローの状況  

〔営業活動によるキャッシュ・フロー〕 

【訂正前】 

営業活動で使用した資金は 937 百万円(前年同期は得た資金 1,440 百万円)となりました。主な

要因は、当事業年度の税引前当期純利益が56百万円であったことと、売上債権が減少する一方、

仕入債務および貸倒引当金の減少、法人税等の支払などによるものです。 

 

【訂正後】  

営業活動で使用した資金は 937 百万円(前年同期は得た資金 1,440 百万円)となりました。主な

要因は、当事業年度の税引前当期純利益が35百万円であったことと、売上債権が減少する一方、

仕入債務および貸倒引当金の減少、法人税等の支払などによるものです。 

 

（6ページ） 

 (参考)キャッシュ・フロー関連指標の推移 

【訂正前】 

 平成 17 年９月期 平成 18 年９月期 平成 19 年９月期 平成 20 年９月期 平成 21 年９月期

自己資本比率  24.2 23.6 25.6 27.5 28.3

時価ベースの自己資本比率 16.8 17.1 16.1 11.8 12.9

キャッシュ・フロー対有利子 

負債比率 
5.3 ― ― ― ―

インタレスト・カバレッジ・ 

レシオ 
13.6 ― ― 196.6 ―

～注略～ 

 

【訂正後】  

 平成 17 年９月期 平成 18 年９月期 平成 19 年９月期 平成 20 年９月期 平成 21 年９月期

自己資本比率 24.2 23.6 25.4 27.2 27.9

時価ベースの自己資本比率 16.8 17.1 16.1 11.8 13.0

キャッシュ・フロー対有利子 

負債比率 
5.3 ― ― ― ―

インタレスト・カバレッジ・ 

レシオ 
13.6 ― ― 196.6 ―

～注略～ 
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 (4) 事業等のリスク 

①特定の取引先への依存度について 

【訂正前】 

当社は富士通株式会社とパートナー契約を締結しております。当社の富士通株式会社との取引

状況については、その売上高に占める割合は 1.1％、仕入高に占める割合は 44.1％であります。

その取引関係については安定したものとなっておりますが、何らかの理由で取引に支障が生じ

た場合には、当社の業績に大きな影響を与えるおそれがあります。 

 

【訂正後】 

当社は富士通株式会社とパートナー契約を締結しております。当社の富士通株式会社との取引

状況については、その売上高に占める割合は 1.2％、仕入高に占める割合は 45.3％であります。

その取引関係については安定したものとなっておりますが、何らかの理由で取引に支障が生じ

た場合には、当社の業績に大きな影響を与えるおそれがあります。 

 

③売上高の季節的変動について 

【訂正前】 

～前略～ 

平成２０年９月第１四半期 (10 月～12 月)    8,417 百万円  

平成２０年９月第２四半期 (1 月～3月)    15,244 百万円  

平成２０年９月第３四半期 (4 月～6月)     7,593 百万円  

平成２０年９月第４四半期 (7 月～9月)    11,348 百万円  

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

平成２１年９月第１四半期 (10 月～12 月)    7,950 百万円  

平成２１年９月第２四半期 (1 月～3月)        14,405 百万円  

平成２１年９月第３四半期 (4 月～6月)     5,770 百万円  

平成２１年９月第４四半期 (7 月～9月)     9,406 百万円 

 

【訂正後】 

～前略～  
平成２０年９月第１四半期 (10 月～12 月)    8,346 百万円  

平成２０年９月第２四半期 (1 月～3月)    15,126 百万円  

平成２０年９月第３四半期 (4 月～6月)     7,504 百万円  

平成２０年９月第４四半期 (7 月～9月)    11,297 百万円  

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

平成２１年９月第１四半期 (10 月～12 月)    7,848 百万円  

平成２１年９月第２四半期 (1 月～3月)        14,402 百万円  

平成２１年９月第３四半期 (4 月～6月)     5,764 百万円  

平成２１年９月第４四半期 (7 月～9月)     9,360 百万円 
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４．【財務諸表】 

(1)【賃借対照表】 

【訂正前】 

    (単位：千円)

  
前事業年度 

 (平成 20 年９月 30 日)

当事業年度 

 (平成 21 年９月 30 日)

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 ※1     1,766,137 ※1     1,331,160

受取手形 773,941  531,588

売掛金 7,836,846  6,723,678

有価証券 994,278  526,222

商品 12,296 72,148

仕掛品 2,152,105 1,260,891

前渡金 ― 96,600

前払費用 137,010 132,127

繰延税金資産 462,716 543,739

未収入金 24,824 23,759

未収還付法人税等 ― 260,959

その他 26,069 84,211

貸倒引当金 △50,757 △59,563

流動資産合計 14,135,469 11,527,524

固定資産 

有形固定資産 

建物 1,322,918 1,325,321

減価償却累計額 △718,389 △759,554

建物（純額） 604,528 565,766

構築物 22,295 22,295

減価償却累計額 △17,913 △18,507

構築物（純額） 4,381 3,788

車両運搬具 13,712 13,712

減価償却累計額 △1,906 △6,829

車両運搬具（純額） 11,806 6,883

工具、器具及び備品 462,117 459,773

減価償却累計額 △418,443 △418,088

工具、器具及び備品（純額） 43,673 41,685

土地 218,410 218,410

建設仮勘定 5,776 ―

有形固定資産合計 888,576 836,533

無形固定資産 

ソフトウエア 68,872 19,039

電話加入権 22,131 22,131

無形固定資産合計 91,004 41,170
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    (単位：千円)

 
前事業年度 

 (平成 20 年９月 30 日)

当事業年度 

 (平成 21 年９月 30 日)

投資その他の資産 

投資有価証券 6,220,879 6,018,707

関係会社株式 7,500 7,500

出資金 2,100 2,100

破産更正債権等 82,053 32,829

長期前払費用 22,101 4,628

繰延税金資産 2,956,735 2,977,144

機械及び装置 40,400 40,400

減価償却累計額 △38,783 △39,187

機械及び装置（純額） 1,616 1,212

リース投資資産 ― 682,055

差入保証金 457,209 467,908

保険積立金 1,939 1,939

その他 7,600 6,600

貸倒引当金 △79,791 △32,829

投資その他の資産合計 9,679,945 10,169,795

固定資産合計 10,659,526 11,047,500

資産合計 24,794,995 22,575,024

負債の部 

流動負債 

買掛金 ※1     8,153,168 ※1     6,370,245

未払金 237,260 523,244

未払費用 337,835 348,542

未払法人税等 489,243 ―

未払消費税等 106,359 78,750

前受金 802,266 587,534

預り金 83,578 84,732

前受収益 533 470

賞与引当金 898,186 885,357

リース債務 ― 157,103

その他 10,472 7,718

流動負債合計 11,118,906 9,043,698

固定負債 

退職給付引当金 6,695,872 6,437,735

役員退職慰労引当金 154,045 173,722

リース債務 ― 521,756

その他 8,836 8,766

固定負債合計 6,858,754 7,141,979

負債合計 17,977,660 16,185,678
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    (単位：千円)

 
前事業年度 

 (平成 20 年９月 30 日)

当事業年度 

 (平成 21 年９月 30 日)

純資産の部 

株主資本 

資本金 1,083,500 1,083,500

資本剰余金 

資本準備金 1,076,468 1,076,468

利益剰余金 

利益準備金 165,867 165,867

別途積立金 3,042,243 3,042,243

繰越利益剰余金 1,737,669 1,495,317

自己株式 △83,800 △85,550

株主資本合計 7,021,947 6,777,845

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △204,612 △388,499

評価・換算差額等合計 △204,612 △388,499

純資産合計 6,817,334 6,389,346

負債純資産合計 24,794,995 22,575,024
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【訂正後】 
    (単位：千円)

  
前事業年度 

 (平成 20 年９月 30 日)

当事業年度 

 (平成 21 年９月 30 日)

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 ※1     1,766,137 ※1     1,331,160

受取手形 773,941  531,588

売掛金 7,738,750  6,585,226

有価証券 994,278  526,222

商品 12,296 72,148

仕掛品 2,152,105 1,260,891

前渡金 ― 96,600

前払費用 137,010 132,127

繰延税金資産 462,716 543,739

未収入金 24,824 23,759

未収還付法人税等 ― 260,959

その他 26,069 84,211

貸倒引当金 △50,757 △59,563

流動資産合計 14,037,373 11,389,072

固定資産 

有形固定資産 

建物 1,322,918 1,325,321

減価償却累計額 △718,389 △759,554

建物（純額） 604,528 565,766

構築物 22,295 22,295

減価償却累計額 △17,913 △18,507

構築物（純額） 4,381 3,788

車両運搬具 13,712 13,712

減価償却累計額 △1,906 △6,829

車両運搬具（純額） 11,806 6,883

工具、器具及び備品 462,117 459,773

減価償却累計額 △418,443 △418,088

工具、器具及び備品（純額） 43,673 41,685

土地 218,410 218,410

建設仮勘定 5,776 ―

有形固定資産合計 888,576 836,533

無形固定資産 

ソフトウエア 68,872 19,039

電話加入権 22,131 22,131

無形固定資産合計 91,004 41,170
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    (単位：千円)

 
前事業年度 

 (平成 20 年９月 30 日)

当事業年度 

 (平成 21 年９月 30 日)

投資その他の資産 

投資有価証券 6,220,879 6,018,707

関係会社株式 7,500 7,500

出資金 2,100 2,100

破産更正債権等 154,974 105,750

長期前払費用 22,101 4,628

繰延税金資産 2,956,735 2,977,144

機械及び装置 40,400 40,400

減価償却累計額 △38,783 △39,187

機械及び装置（純額） 1,616 1,212

リース投資資産 ― 682,055

差入保証金 457,209 467,908

保険積立金 1,939 1,939

その他 7,600 6,600

貸倒引当金 △152,712 △105,750

投資その他の資産合計 9,679,945 10,169,795

固定資産合計 10,659,526 11,047,500

資産合計 24,696,899 22,436,572

負債の部 

流動負債 

買掛金 ※1     8,153,168 ※1     6,273,068

未払金 237,260 523,244

未払費用 337,835 348,542

未払法人税等 489,243 ―

未払消費税等 106,359 78,750

前受金 802,266 587,534

預り金 83,578 84,732

前受収益 533 470

賞与引当金 898,186 885,357

リース債務 ― 157,103

その他 10,472 85,570

流動負債合計 11,118,906 9,024,374

固定負債 

退職給付引当金 6,695,872 6,437,735

役員退職慰労引当金 154,045 173,722

リース債務 ― 521,756

その他 8,836 8,766

固定負債合計 6,858,754 7,141,979

負債合計 17,977,660 16,166,353
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    (単位：千円)

 
前事業年度 

 (平成 20 年９月 30 日)

当事業年度 

 (平成 21 年９月 30 日)

純資産の部 

株主資本 

資本金 1,083,500 1,083,500

資本剰余金 

資本準備金 1,076,468 1,076,468

利益剰余金 

利益準備金 165,867 165,867

別途積立金 3,042,243 3,042,243

繰越利益剰余金 1,639,573 1,376,190

自己株式 △83,800 △85,550

株主資本合計 6,923,852 6,658,718

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △204,612 △388,499

評価・換算差額等合計 △204,612 △388,499

純資産合計 6,719,239 6,270,218

負債純資産合計 24,696,899 22,436,572
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(2)【損益計算書】 

【訂正前】 

    (単位：千円)

  

前事業年度 

(自 平成 19 年 10 月１日

 至 平成 20 年９月 30 日)

 

当事業年度 

(自 平成 20 年 10 月１日

 至 平成 21 年９月 30 日)

売上高    

 商品売上高  4,333,061  3,366,009

 機器及び工事売上高 38,146,429  34,016,606

 手数料収入 123,751  149,940

売上高合計 42,603,241  37,532,556

売上原価  

 商品売上原価  

  商品期首たな卸高 22,486  12,296

  当期商品仕入高 3,844,767  3,015,798

  合計 3,867,253  3,028,094

  商品期末たな卸高 12,296  72,148

 機器及び工事売上原価 32,145,238  28,288,653

売上総利益 6,603,046  6,287,956

販売費及び一般管理費  

販売手数料 7,407  6,865

貸倒引当金繰入額 100,728  11,762

役員報酬 203,199  215,964

従業員給料及び手当 3,190,482  3,328,136

福利厚生費 546,822  579,484

賞与引当金繰入額 507,401  509,251

退職給付引当金繰入額 161,326  166,171

役員退職慰労引当金繰入額 30,032  30,627

旅費及び交通費 197,534  200,248

賃借料 442,159  451,164

減価償却費 119,282  116,380

その他 739,845  729,179

販売費及び一般管理費合計 6,246,223  6,345,237

営業利益又は営業損失（△） 356,822  △57,280

営業外収益  

受取利息 5,552  1,923

受取配当金  109,828  30,846

受取賃貸料 14,605  16,866

仕入割引 32,102  31,694

雑収入 48,264  54,550

営業外収益合計 210,353  135,881
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 (単位：千円)

  

前事業年度 

(自 平成 19 年 10 月１日

 至 平成 20 年９月 30 日)

当事業年度 

(自 平成 20 年 10 月１日

 至 平成 21 年９月 30 日)

営業外費用  

支払利息 7,347  1,823

賃貸原価 6,416  6,723

雑損失 2,296  9,121

営業外費用合計 16,060  17,668

経常利益 551,115  60,932

特別利益 

固定資産売却益 ※1     1,080,531 ※1             ―

投資有価証券売却益 165,434 ―

ゴルフ会員権売却益 1,000 ―

特別利益合計 1,246,965 ―

特別損失 

固定資産除却損 ※2          8,395  ※2            916

投資有価証券売却損 64,471  ―

投資有価証券評価損 2,065    2,337

ゴルフ会員権評価損 ―  1,000

本社移転関連損失 46,055  ―

創立 60 周年記念費用 43,877  ―

特別損失合計 164,866  4,253

税引前当期純利益  1,633,215 56,679

法人税、住民税及び事業税 683,920 120,849

法人税等調整額 42,433 24,777

法人税等合計 726,353 145,627

当期純利益又は当期純損失（△） 906,861 △88,948
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【訂正後】 
    (単位：千円)

  

前事業年度 

(自 平成 19 年 10 月１日

 至 平成 20 年９月 30 日)

 

当事業年度 

(自 平成 20 年 10 月１日

 至 平成 21 年９月 30 日)

売上高    

 商品売上高  4,333,061  3,366,009

 機器及び工事売上高 37,817,231  33,872,914

 手数料収入 123,751  136,655

売上高合計 42,274,043  37,375,579

売上原価  

 商品売上原価  

  商品期首たな卸高 22,486  12,296

  当期商品仕入高 3,796,835  3,015,798

  合計 3,819,322  3,028,094

  商品期末たな卸高 12,296  72,148

 機器及び工事売上原価 31,880,284  28,152,708

売上総利益 6,586,733  6,266,924

販売費及び一般管理費  

販売手数料 7,407  6,865

貸倒引当金繰入額 100,728  11,762

役員報酬 203,199  215,964

従業員給料及び手当 3,190,482  3,328,136

福利厚生費 546,822  579,484

賞与引当金繰入額 507,401  509,251

退職給付引当金繰入額 161,326  166,171

役員退職慰労引当金繰入額 30,032  30,627

旅費及び交通費 197,534  200,248

賃借料 442,159  451,164

減価償却費 119,282  116,380

その他 739,845  729,179

販売費及び一般管理費合計 6,246,223  6,345,237

営業利益又は営業損失（△） 340,509  △78,312

営業外収益  

受取利息 5,552  1,923

受取配当金  109,828  30,846

受取賃貸料 14,605  16,866

仕入割引 32,102  31,694

雑収入 48,264  54,550

営業外収益合計 210,353  135,881
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 (単位：千円)

  

前事業年度 

(自 平成 19 年 10 月１日

 至 平成 20 年９月 30 日)

当事業年度 

(自 平成 20 年 10 月１日

 至 平成 21 年９月 30 日)

営業外費用  

支払利息 7,347  1,823

賃貸原価 6,416  6,723

貸倒引当金繰入額 18,528  ―

雑損失 2,296  9,121

営業外費用合計 34,589  17,668

経常利益 516,274  39,900

特別利益 

固定資産売却益 ※1     1,080,531 ※1             ―

投資有価証券売却益 165,434 ―

ゴルフ会員権売却益 1,000 ―

特別利益合計 1,246,965 ―

特別損失 

固定資産除却損 ※2          8,395  ※2            916

投資有価証券売却損 64,471  ―

投資有価証券評価損 2,065    2,337

ゴルフ会員権評価損 ―  1,000

本社移転関連損失 46,055  ―

創立 60 周年記念費用 43,877  ―

特別損失合計 164,866  4,253

税引前当期純利益  1,598,373 35,647

法人税、住民税及び事業税 683,920 120,849

法人税等調整額 42,433 24,777

法人税等合計 726,353 145,627

当期純利益又は当期純損失（△） 872,020 △109,980
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(3)【株主資本等変動計算書】 

【訂正前】 

    (単位：千円)

  

前事業年度 

(自 平成 19 年 10 月１日

 至 平成20年９月30日)

当事業年度 

(自 平成 20 年 10 月１日

 至 平成 21年９月30日)

株主資本 

 資本金 

  前期末残高 1,083,500 1,083,500

  当期末残高 1,083,500 1,083,500

 資本剰余金 

  資本準備金 

   前期末残高 1,076,468 1,076,468

   当期末残高 1,076,468 1,076,468

  資本剰余金合計 

   前期末残高 1,076,468 1,076,468

   当期末残高 1,076,468 1,076,468

 利益剰余金 

  利益準備金 

   前期末残高 165,867 165,867

   当期末残高 165,867 165,867

  その他利益剰余金 

   別途積立金 

    前期末残高 3,042,243 3,042,243

    当期末残高 3,042,243 3,042,243

   繰越利益剰余金 

    前期末残高 933,145 1,737,669

    当期変動額 

     剰余金の配当 △102,337 △153,403

     当期純利益又は当期純損失（△） 906,861 △88,948

     当期変動額合計 804,523 △242,351

    当期末残高 1,737,669 1,495,317

  利益剰余金合計 

   前期末残高 4,141,255 4,945,780

   当期変動額 

    剰余金の配当 △102,337 △153,403

    当期純利益又は当期純損失（△） 906,861 △88,948

    当期変動額合計 804,523 △242,351

   当期末残高 4,945,780 4,703,428

 自己株式 

  前期末残高 △80,969 △83,800

  当期変動額 

   自己株式の取得 △2,830 △1,750

   当期変動額合計 △2,830 △1,750

  当期末残高 △83,800 △85,550
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    (単位：千円)

  

前事業年度 

(自 平成 19 年 10 月１日

 至 平成20年９月30日)

当事業年度 

(自 平成 20 年 10 月１日

 至 平成 21年９月30日)

 株主資本合計 

  前期末残高 6,220,254 7,021,947

  当期変動額 

   剰余金の配当 △102,337 △153,403

   当期純利益又は当期純損失（△） 906,861 △88,948

   自己株式の取得 △2,830 △1,750

   当期変動額合計 801,693 △244,101

  当期末残高 7,021,947 6,777,845

評価・換算差額等 

 その他有価証券評価差額金 

  前期末残高 67,887 △204,612

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △272,500 △183,886

   当期変動額合計 △272,500 △183,886

  当期末残高 △204,612 △388,499

 評価・換算差額等合計 

  前期末残高 67,887 △204,612

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △272,500 △183,886

   当期変動額合計 △272,500 △183,886

  当期末残高 △204,612 △388,499

純資産合計 

 前期末残高 6,288,141 6,817,334

 当期変動額 

  剰余金の配当 △102,337 △153,403

  当期純利益又は当期純損失（△） 906,861 △88,948

  自己株式の取得 △2,830 △1,750

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △272,500 △183,886

  当期変動額合計 529,193 △427,988

 当期末残高 6,817,334 6,389,346
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【訂正後】  

    (単位：千円)

  

前事業年度 

(自 平成 19 年 10 月１日

 至 平成20年９月30日)

当事業年度 

(自 平成 20 年 10 月１日

 至 平成 21年９月30日)

株主資本 

 資本金 

  前期末残高 1,083,500 1,083,500

  当期末残高 1,083,500 1,083,500

 資本剰余金 

  資本準備金 

   前期末残高 1,076,468 1,076,468

   当期末残高 1,076,468 1,076,468

  資本剰余金合計 

   前期末残高 1,076,468 1,076,468

   当期末残高 1,076,468 1,076,468

 利益剰余金 

  利益準備金 

   前期末残高 165,867 165,867

   当期末残高 165,867 165,867

  その他利益剰余金 

   別途積立金 

    前期末残高 3,042,243 3,042,243

    当期末残高 3,042,243 3,042,243

   繰越利益剰余金 

    前期末残高 869,891 1,639,573

    当期変動額 

     剰余金の配当 △102,337 △153,403

     当期純利益又は当期純損失（△） 872,020 △109,980

     当期変動額合計 769,682 △263,383

    当期末残高 1,639,573 1,376,190

  利益剰余金合計 

   前期末残高 4,078,002 4,847,684

   当期変動額 

    剰余金の配当 △102,337 △153,403

    当期純利益又は当期純損失（△） 872,020 △109,980

    当期変動額合計 769,682 △263,383

   当期末残高 4,847,684 4,584,301

 自己株式 

  前期末残高 △80,969 △83,800

  当期変動額 

   自己株式の取得 △2,830 △1,750

   当期変動額合計 △2,830 △1,750

  当期末残高 △83,800 △85,550
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    (単位：千円)

  

前事業年度 

(自 平成 19 年 10 月１日

 至 平成20年９月30日)

当事業年度 

(自 平成 20 年 10 月１日

 至 平成 21年９月30日)

 株主資本合計 

  前期末残高 6,157,000 6,923,852

  当期変動額 

   剰余金の配当 △102,337 △153,403

   当期純利益又は当期純損失（△） 872,020 △109,980

   自己株式の取得 △2,830 △1,750

   当期変動額合計 766,851 △265,133

  当期末残高 6,923,852 6,658,718

評価・換算差額等 

 その他有価証券評価差額金 

  前期末残高 67,887 △204,612

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △272,500 △183,886

   当期変動額合計 △272,500 △183,886

  当期末残高 △204,612 △388,499

 評価・換算差額等合計 

  前期末残高 67,887 △204,612

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △272,500 △183,886

   当期変動額合計 △272,500 △183,886

  当期末残高 △204,612 △388,499

純資産合計 

 前期末残高 6,224,887 6,719,239

 当期変動額 

  剰余金の配当 △102,337 △153,403

  当期純利益又は当期純損失（△） 872,020 △109,980

  自己株式の取得 △2,830 △1,750

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △272,500 △183,886

  当期変動額合計 494,351 △449,020

 当期末残高 6,719,239 6,270,218
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(4) キャッシュ・フロー計算書 

【訂正前】 

  (単位：千円)

  

前事業年度 

(自 平成 19 年 10 月１日 

 至 平成 20 年９月 30 日)

当事業年度 

(自 平成 20 年 10 月１日 

 至 平成 21 年９月 30 日)

営業活動によるキャッシュ・フロー 

 税引前当期純利益 1,633,215 56,679

 減価償却費 123,613 118,424

 固定資産除却損 8,395 916

 固定資産売却損益（△は益） △1,080,531 ―

 投資有価証券評価損益（△は益） 2,065 2,337

 投資有価証券売却損益（△は益） △100,962 ―

 本社移転関連損失 33,018 ―

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 14,002 △38,154

 賞与引当金の増減額（△は減少） 73,302 △12,829

 退職給付引当金の増減額（△は減少） △222,021 △258,137

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 30,032 19,676

 受取利息及び受取配当金 △115,380 △32,769

 支払利息 7,347 1,823

 売上債権の増減額（△は増加） 1,186,579 1,140,787

 たな卸資産の増減額（△は増加） 56,614 831,361

 仕入債務の増減額（△は減少） 291,537 △1,879,523

 未払消費税等の増減額（△は減少） △7,946 △27,609

 その他 28,968 △31,577

 小計 1,961,851 △108,596

 利息及び配当金の受取額 115,324 32,779

 利息の支払額 △7,347 △1,823

 法人税等の支払額 △629,569 △859,560

 営業活動によるキャッシュ・フロー 1,440,258 △937,200

投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資有価証券の取得による支出 △3,259,281 △219,461

投資有価証券の売却による収入 1,843,740 ―

投資有価証券の償還による収入 44,066 409,202

有形固定資産の取得による支出 △66,487 △21,076

有形固定資産の売却による収入 1,293,600 ―

無形固定資産の取得による支出 △5,818 ―

敷金の差入による支出 △111,928 △13,511

敷金の回収による収入 171,045 1,812

その他 16,985 32,144

投資活動によるキャッシュ・フロー △74,076 189,109

財務活動によるキャッシュ・フロー 

 短期借入れによる収入 1,100,000 2,350,000

 短期借入金の返済による支出 △1,100,000 △2,350,000

 長期借入金の返済による支出 △500,000 ―

 自己株式の取得による支出 △2,830 △1,750

 配当金の支払額 △102,380 △153,190

 財務活動によるキャッシュ・フロー △605,211 △154,941

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 760,970 △903,032

現金及び現金同等物の期首残高 1,997,445 2,758,415

現金及び現金同等物の期末残高 2,758,415 1,855,383
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【訂正後】 

  (単位：千円)

  

前事業年度 

(自 平成 19 年 10 月１日 

 至 平成 20 年９月 30 日)

当事業年度 

(自 平成 20 年 10 月１日 

 至 平成 21 年９月 30 日)

営業活動によるキャッシュ・フロー 

 税引前当期純利益 1,598,373 35,647

 減価償却費 123,613 118,424

 固定資産除却損 8,395 916

 固定資産売却損益（△は益） △1,080,531 ―

 投資有価証券評価損益（△は益） 2,065 2,337

 投資有価証券売却損益（△は益） △100,962 ―

 本社移転関連損失 33,018 ―

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 32,530 △38,154

 賞与引当金の増減額（△は減少） 73,302 △12,829

 退職給付引当金の増減額（△は減少） △222,021 △258,137

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 30,032 19,676

 受取利息及び受取配当金 △115,380 △32,769

 支払利息 7,347 1,823

 売上債権の増減額（△は増加） 1,221,170 1,181,144

 たな卸資産の増減額（△は増加） 56,614 831,361

 仕入債務の増減額（△は減少） 291,787 △1,976,699

 未払消費税等の増減額（△は減少） △7,946 △27,609

 その他 10,440 46,274

 小計 1,961,851 △108,596

 利息及び配当金の受取額 115,324 32,779

 利息の支払額 △7,347 △1,823

 法人税等の支払額 △629,569 △859,560

 営業活動によるキャッシュ・フロー 1,440,258 △937,200

投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資有価証券の取得による支出 △3,259,281 △219,461

投資有価証券の売却による収入 1,843,740 ―

投資有価証券の償還による収入 44,066 409,202

有形固定資産の取得による支出 △66,487 △21,076

有形固定資産の売却による収入 1,293,600 ―

無形固定資産の取得による支出 △5,818 ―

敷金の差入による支出 △111,928 △13,511

敷金の回収による収入 171,045 1,812

その他 16,985 32,144

投資活動によるキャッシュ・フロー △74,076 189,109

財務活動によるキャッシュ・フロー 

 短期借入れによる収入 1,100,000 2,350,000

 短期借入金の返済による支出 △1,100,000 △2,350,000

 長期借入金の返済による支出 △500,000 ―

 自己株式の取得による支出 △2,830 △1,750

 配当金の支払額 △102,380 △153,190

 財務活動によるキャッシュ・フロー △605,211 △154,941

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 760,970 △903,032

現金及び現金同等物の期首残高 1,997,445 2,758,415

現金及び現金同等物の期末残高 2,758,415 1,855,383
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（31 ページ） 

 （税効果会計関係） 

【訂正前】 

前事業年度 
(自 平成 19 年 10 月１日 
至 平成 20 年９月 30 日) 

当事業年度 
(自 平成 20 年 10 月１日 
至 平成 21 年９月 30 日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
内訳 

 (1) 流動資産の部 
   繰延税金資産 

賞与引当金 365,561 千円

未払事業税等  39,296 千円

未払社会保険料 36,556 千円

その他 21,301 千円

繰延税金資産小計 462,716 千円

 
         
 
 
 
 
 (2) 固定資産の部  
   繰延税金資産 

 退職給付引当金 2,725,220 千円

 役員退職慰労引当金 62,696 千円

 投資有価証券評価損 13,391 千円

  貸倒引当金 22,246 千円

  その他有価証券評価差額金   140,434 千円

 その他 5,979 千円

 繰延税金資産小計 2,969,968 千円

 評価性引当額 △13,232 千円

 繰延税金資産合計 2,956,735 千円
  

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
内訳 

 (1) 流動資産の部 
   繰延税金資産 

賞与引当金 360,340 千円

未払社会保険料 36,034 千円

繰越欠損金 145,399 千円

その他 13,782 千円

繰延税金資産小計 555,556 千円

   繰延税金負債 

未収還付事業税 11,817 千円

繰延税金負債小計 11,817 千円

繰延税金資産純額 543,739 千円

 

 (2) 固定資産の部  
   繰延税金資産 

 退職給付引当金 2,620,158 千円

 役員退職慰労引当金 70,704 千円

 投資有価証券評価損 13,391 千円

 貸倒引当金 11,671 千円

 その他有価証券評価差額金 266,643 千円

 その他 7,807 千円

 繰延税金資産小計 2,990,376 千円

 評価性引当額 △13,232 千円

 繰延税金資産合計 2,977,144 千円 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原
因となった主要な項目別の内訳 

 ％

法定実効税率 40.7 

(調整) ％
交際費等永久に損金に算入され
ない項目 

1.2 

住民税均等割 2.9 

その他 △0.3 

税効果会計適用後の法人税等の
負担率 

44.5 

  

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原
因となった主要な項目別の内訳 

 ％

法定実効税率 40.7 

(調整) ％
交際費等永久に損金に算入されな
い項目 

42.7 

住民税均等割 84.6 

過年度法人税等の更正による影響 88.7 

その他 0.2 

税効果会計適用後の法人税等の負
担率 

256.9 
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【訂正後】  

前事業年度 
(自 平成 19 年 10 月１日 
至 平成 20 年９月 30 日) 

当事業年度 
(自 平成 20 年 10 月１日 
至 平成 21 年９月 30 日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
内訳 

 (1) 流動資産の部 
   繰延税金資産 

賞与引当金 365,561 千円

未払事業税等  39,296 千円

未払社会保険料 36,556 千円

その他 21,301 千円

繰延税金資産小計 462,716 千円

 
         
 
 
 
 
 (2) 固定資産の部  
   繰延税金資産 

 退職給付引当金 2,725,220 千円

 役員退職慰労引当金 62,696 千円

 投資有価証券評価損 13,391 千円

  貸倒引当金 51,924 千円

  その他有価証券評価差額金   140,434 千円

 その他 16,225 千円

 繰延税金資産小計 3,009,892 千円

 評価性引当額 △53,156 千円

 繰延税金資産合計 2,956,735 千円
  

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
内訳 

 (1) 流動資産の部 
   繰延税金資産 

賞与引当金 360,340 千円

未払社会保険料 36,034 千円

繰越欠損金 145,399 千円

その他 13,782 千円

繰延税金資産小計 555,556 千円

   繰延税金負債 

未収還付事業税 11,817 千円

繰延税金負債小計 11,817 千円

繰延税金資産純額 543,739 千円

 

 (2) 固定資産の部  
   繰延税金資産 

 退職給付引当金 2,620,158 千円

 役員退職慰労引当金 70,704 千円

 投資有価証券評価損 13,391 千円

 貸倒引当金 41,350 千円

 その他有価証券評価差額金 266,643 千円

 その他 26,613 千円

 繰延税金資産小計 3,038,861 千円

 評価性引当額 △61,716 千円

 繰延税金資産合計 2,977,144 千円 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原
因となった主要な項目別の内訳 

 ％

法定実効税率 40.7 

(調整) ％
交際費等永久に損金に算入され
ない項目 

1.2 

住民税均等割 2.9 

その他 △0.6 

税効果会計適用後の法人税等の
負担率 

45.4 

  

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原
因となった主要な項目別の内訳 

 ％

法定実効税率 40.7 

(調整) ％
交際費等永久に損金に算入されな
い項目 

68.0 

住民税均等割 134.6 

過年度法人税等の更正による影響 141.1 

評価性引当額 24.0 

その他 0.1 

税効果会計適用後の法人税等の負
担率 

408.5 
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 （１株当たり情報） 

【訂正前】 

前事業年度 
(自 平成 19 年 10 月１日 
至 平成 20 年９月 30 日) 

当事業年度 
(自 平成 20 年 10 月１日 
至 平成 21 年９月 30 日) 

１株当たり純資産額 799 円 90 銭
 

１株当たり純資産額 750 円 14 銭
 

１株当たり当期純利益 106 円 36 銭
 

１株当たり当期純損失(△) △10 円 44 銭
 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益額について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

 
 算定上の基礎  

１ １株当たり純資産額 

  貸借対照表の純資産合計額  6,817,334 千円

  普通株式に係る純資産額 6,817,334 千円

  貸借対照表の純資産合計額と１株当 

  たり純資産額の算定に用いられた普 

   通株式に係る事業年度の純資産額 

  との差額の主な内訳 

   該当事項はありません。 

   普通株式の発行済株式数 8,701,228 株

   普通株式の自己株式数 178,526 株

  １株当たり純資産額の算定に用いら 

  れた普通株式数 
8,522,702 株

 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益額について

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。 
 算定上の基礎  

１ １株当たり純資産額 

  貸借対照表の純資産合計額  6,389,346 千円

  普通株式に係る純資産額 6,389,346 千円

  貸借対照表の純資産合計額と１株当 

  たり純資産額の算定に用いられた普 

   通株式に係る事業年度の純資産額 

  との差額の主な内訳 

   該当事項はありません。 

   普通株式の発行済株式数 8,701,228 株

   普通株式の自己株式数 183,714 株

  １株当たり純資産額の算定に用いら 

  れた普通株式数 
8,517,514 株

 
２ １株当たり当期純利益 

  損益計算書上の当期純利益 906,861 千円

  普通株式に係る当期純利益 906,861 千円

   普通株主に帰属しない金額の主な内訳 

   該当事項はありません。 

  普通株式の期中平均株式数 8,526,343 株 

２ １株当たり当期純損失 

  損益計算書上の当期純損失(△) △88,948 千円

  普通株式に係る当期純損失(△) △88,948 千円

   普通株主に帰属しない金額の主な内訳 

   該当事項はありません。 

  普通株式の期中平均株式数 8,521,069 株 
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【訂正後】 

前事業年度 
(自 平成 19 年 10 月１日 
至 平成 20 年９月 30 日) 

当事業年度 
(自 平成 20 年 10 月１日 
至 平成 21 年９月 30 日) 

１株当たり純資産額 788 円 39 銭
 

１株当たり純資産額 736 円 15 銭
 

１株当たり当期純利益 102 円 27 銭
 

１株当たり当期純損失(△) △12 円 90 銭
 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益額について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

 
 算定上の基礎  

１ １株当たり純資産額 

  貸借対照表の純資産合計額  6,719,239 千円

  普通株式に係る純資産額 6,719,239 千円

  貸借対照表の純資産合計額と１株当 

  たり純資産額の算定に用いられた普 

   通株式に係る事業年度の純資産額 

  との差額の主な内訳 

   該当事項はありません。 

   普通株式の発行済株式数 8,701,228 株

   普通株式の自己株式数 178,526 株

  １株当たり純資産額の算定に用いら 

  れた普通株式数 
8,522,702 株

 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益額について

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。 
 算定上の基礎  

１ １株当たり純資産額 

  貸借対照表の純資産合計額  6,270,218 千円

  普通株式に係る純資産額 6,270,218 千円

  貸借対照表の純資産合計額と１株当 

  たり純資産額の算定に用いられた普 

   通株式に係る事業年度の純資産額 

  との差額の主な内訳 

   該当事項はありません。 

   普通株式の発行済株式数 8,701,228 株

   普通株式の自己株式数 183,714 株

  １株当たり純資産額の算定に用いら 

  れた普通株式数 
8,517,514 株

 
２ １株当たり当期純利益 

  損益計算書上の当期純利益 872,020 千円

  普通株式に係る当期純利益 872,020 千円

   普通株主に帰属しない金額の主な内訳 

   該当事項はありません。 

  普通株式の期中平均株式数 8,526,343 株 

２ １株当たり当期純損失 

  損益計算書上の当期純損失(△) △109,980 千円

  普通株式に係る当期純損失(△) △109,980 千円

   普通株主に帰属しない金額の主な内訳 

   該当事項はありません。 

  普通株式の期中平均株式数 8,521,069 株 
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（35 ページ） 

(2) その他 

 （受注及び販売状況） 

①受注実績 

【訂正前】                                             (単位：千円) 

前事業年度 

(自 平成 19 年 10 月１日

 至 平成20年９月30日)

当事業年度 

(自 平成 20 年 10 月１日

 至 平成21年９月30日)
対 前 期 比 

  

金 額 構成比％ 金 額 構成比％ 増減金額 増減率％

通信機器設備 15,465,584 37.2 16,419,605 44.0 954,020 6.2

販売手数料 95,175 0.2 36,185 0.1 △ 58,990 △ 62.0

通
信
機
器 小  計 15,560,760 37.4 16,455,791 44.1 895,030 5.8

電算機 13,021,251 31.3 8,483,085 22.7 △ 4,538,166 △ 34.9

システムソフト開発 2,336,081 5.6 2,091,474 5.6 △ 244,607 △ 10.5

販売手数料 29,647 0.1 112,652 0.3 83,005 280.0

電
子
機
器 

小  計 15,386,980 37.0 10,687,212 28.6 △ 4,699,768 △ 30.5

ＯＡ機器 3,508,117 8.4 2,912,315 7.8 △ 595,801 △ 17.0

サプライ用品 541,813 1.3 533,950 1.4 △7,862 △ 1.5

Ｏ
Ａ
機
器

小  計 4,049,930 9.7 3,446,265 9.2 △ 603,664 △ 14.9

通信機器設備保守 1,333,220 3.2 1,393,086 3.8 59,865 4.5

電算機・ＯＡ機器保守 5,277,664 12.7 5,335,721 14.3 58,056 1.1
保
守 

小  計 6,610,885 15.9 6,728,807 18.1 117,922 1.8

合    計  41,608,557 100.0 37,318,077 100.0 △ 4,290,479 △ 10.3

～注略～ 
 

【訂正後】                                       (単位：千円) 

前事業年度 

(自 平成 19 年 10 月１日

 至 平成20年９月30日)

当事業年度 

(自 平成 20 年 10 月１日

 至 平成21年９月30日)
対 前 期 比 

  

金 額 構成比％ 金 額 構成比％ 増減金額 増減率％

通信機器設備 15,465,584 37.4 16,419,605 44.2 954,020 6.2

販売手数料 95,175 0.2 36,185 0.1 △ 58,990 △ 62.0

通
信
機
器

小  計 15,560,760 37.6 16,455,791 44.3 895,030 5.8

電算機 12,766,326 30.9 8,339,393 22.4 △ 4,426,932 △ 34.7

システムソフト開発 2,336,081 5.7 2,091,474 5.6 △ 244,607 △ 10.5

販売手数料 31,314 0.1 99,367 0.3 68,053 217.3

電
子
機
器 

小  計 15,133,722 36.7 10,530,235 28.3 △ 4,603,486 △ 30.4

ＯＡ機器 3,466,277 8.4 2,912,315 7.9 △ 553,962 △ 16.0

サプライ用品 541,813 1.3 533,950 1.4 △7,862 △ 1.5

Ｏ
Ａ
機
器

小  計 4,008,091 9.7 3,446,265 9.3 △ 561,825 △ 14.0

通信機器設備保守 1,333,220 3.2 1,393,086 3.7 59,865 4.5

電算機・ＯＡ機器保守 5,277,664 12.8 5,335,721 14.4 58,056 1.1
保
守 

小  計 6,610,885 16.0 6,728,807 18.1 117,922 1.8

合    計  41,313,458 100.0 37,161,100 100.0 △ 4,152,358 △ 10.1

～注略～ 
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②販売実績 

【訂正前】                                                   (単位：千円) 

前事業年度 

(自 平成 19 年 10 月１日

 至 平成20年９月30日)

当事業年度 

(自 平成 20 年 10 月１日

 至 平成21年９月30日)
対 前 期 比 

  

金 額 構成比％ 金 額 構成比％ 増減金額 増減率％

通信機器設備 15,212,493 35.7 15,461,271 41.2 248,778 1.6

販売手数料 94,103 0.2 37,288 0.1 △ 56,815 △ 60.4

通
信
機
器 小  計 15,306,596 35.9 15,498,559 41.3 191,963 1.3

電算機 13,726,608 32.2 9,742,431 26.0 △ 3,984,176 △ 29.0

システムソフト開発 2,597,513 6.1 2,083,028 5.5 △ 514,485 △ 19.8

販売手数料 29,647 0.1 112,652 0.3 83,005 280.0

電
子
機
器 

小  計 16,353,769 38.4 11,938,112 31.8 △ 4,415,657 △ 27.0

ＯＡ機器 3,792,206 8.9 2,835,634 7.6 △ 956,572 △ 25.2

サプライ用品 540,854 1.3 530,375 1.4 △ 10,479 △ 1.9

Ｏ
Ａ
機
器

小  計 4,333,061 10.2 3,366,009 9.0 △ 967,051 △ 22.3

通信機器設備保守 1,333,220 3.1 1,393,086 3.7 59,865 4.5

電算機・ＯＡ機器保守 5,276,593 12.4 5,336,788 14.2 60,194 1.1
保
守 

小  計 6,609,814 15.5 6,729,874 17.9 120,060 1.8

合    計  42,603,241 100.0 37,532,556 100.0 △ 5,070,685 △ 11.9

～注略～ 

 

【訂正後】                                                       (単位：千円) 

前事業年度 

(自 平成 19 年 10 月１日

 至 平成20年９月30日)

当事業年度 

(自 平成 20 年 10 月１日

 至 平成21年９月30日)
対 前 期 比 

  

金 額 構成比％ 金 額 構成比％ 増減金額 増減率％

通信機器設備 15,212,493 36.0 15,461,271 41.4 248,778 1.6

販売手数料 94,103 0.2 37,288 0.1 △ 56,815 △ 60.4

通
信
機
器

小  計 15,306,596 36.2 15,498,559 41.5 191,963 1.3

電算機 13,471,682 31.9 9,598,739 25.7 △ 3,872,942 △ 28.7

システムソフト開発 2,597,513 6.1 2,083,028 5.6 △ 514,485 △ 19.8

販売手数料 31,314 0.1 99,367 0.2 68,053 217.3

電
子
機
器 

小  計 16,100,510 38.1 11,781,135 31.5 △ 4,319,375 △ 26.8

ＯＡ機器 3,716,267 8.8 2,835,634 7.6 △ 880,632 △ 23.7

サプライ用品 540,854 1.3 530,375 1.4 △ 10,479 △ 1.9

Ｏ
Ａ
機
器

小  計 4,257,122 10.1 3,366,009 9.0 △ 891,112 △ 20.9

通信機器設備保守 1,333,220 3.1 1,393,086 3.7 59,865 4.5

電算機・ＯＡ機器保守 5,276,593 12.5 5,336,788 14.3 60,194 1.1
保
守 

小  計 6,609,814 15.6 6,729,874 18.0 120,060 1.8

合    計  42,274,043 100.0 37,375,579 100.0 △ 4,898,464 △ 11.6

～注略～ 


