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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 24 年９月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について 

 

 

 平成 24 年５月 11 日に発表いたしました「平成 24 年９月期 第２四半期決算短信〔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。 

  

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 24 年９月期第２四半期の業績（平成 23 年 10 月１日～平成 24 年３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 

24 年９月期第２四半期 21,813 △0.2 869 160.1 848 162.4 449 ― 

23 年９月期第２四半期 21,859 10.4 334 87.0 323 45.2 17 △80.0
 

 

 
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

24 年９月期第２四半期 57.14 ― 

23 年９月期第２四半期 2.08 ― 

 

   (2) 財政状態 

 

 
総資産 純資産 自己資本比率 

 百万円 百万円 ％

24 年９月期第２四半期 26,696 5,993 22.4

23 年９月期 24,001 5,441 22.7

（参考）自己資本   24 年９月期第２四半期 5,993 百万円  23 年９月期 5,441 百万円 

   ～後略～ 

 

【訂正後】 

(百万円未満切捨て) 

1. 平成 24 年９月期第２四半期の業績（平成 23 年 10 月１日～平成 24 年３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 

24 年９月期第２四半期 21,669 0.1 854 170.9 816 182.4 417 ― 

23 年９月期第２四半期 21,649 9.8 315 98.9 289 42.7 △16 △124.3
 

 

 
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

24 年９月期第２四半期 53.05 ― 

23 年９月期第２四半期 △1.94 ― 

 

   (2) 財政状態 

 

 
総資産 純資産 自己資本比率 

 百万円 百万円 ％

24 年９月期第２四半期 26,358 5,727 21.7

23 年９月期 23,750 5,208 21.9

（参考）自己資本   24 年９月期第２四半期 5,727 百万円  23 年９月期 5,208 百万円 

   ～後略～ 
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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２四半期累計期間の業績は四半期業績の特性もあり、受注高 20,843 百万円(前年同

四半期比 113.0％)、売上高 21,813 百万円(前年同四半期比 99.8％)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たことから、営業利益 869 百万円(前年同四半期比

160.1％)、経常利益 848 百万円(前年同四半期比 162.4％)、四半期純利益 449 百万円(前年同四半期

純利益 17 百万円)となりました。 

 

当第２四半期累計期間の部門別売上高は、通信機器部門 10,189 百万円(前年同四半期比 99.9%)、

電子機器部門 5,958 百万円(前年同四半期比 101.8%)、ＯＡ機器部門 2,174 百万円(前年同四半期比

94.7%)、保守部門 3,490 百万円(前年同四半期比 99.6%)となりました。 

～後略～ 

 

【訂正後】 

～前略～ 

    この結果、当第２四半期累計期間の業績は四半期業績の特性もあり、受注高 20,748 百万円(前年同

四半期比 114.1％)、売上高 21,669 百万円(前年同四半期比 100.1％)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たことから、営業利益 854 百万円(前年同四半期比

170.9％)、経常利益 816 百万円(前年同四半期比 182.4％)、四半期純利益 417 百万円(前年同四半期

純損失 16 百万円)となりました。 

 

当第２四半期累計期間の部門別売上高は、通信機器部門 10,189 百万円(前年同四半期比 99.9%)、

電子機器部門 5,815 百万円(前年同四半期比 103.0%)、ＯＡ機器部門 2,174 百万円(前年同四半期比

94.7%)、保守部門 3,490 百万円(前年同四半期比 99.6%)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２四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べ 2,694 百万円増加し 26,696 百万

円となりました。主な増加理由といたしましては、受取手形及び売掛金が 3,555 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 2,143 百万円増加し、20,703 百万円となりました。主な増

加理由といたしましては、買掛金が 2,320 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、前事業年度末に比べ 551 百万円増加し、5,993 百万円となりました。主な増

加理由といたしましては、利益剰余金が 402 百万円増加したことなどによるものです。 
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【訂正後】 

当第２四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べ 2,607 百万円増加し 26,358 百万

円となりました。主な増加理由といたしましては、受取手形及び売掛金が 3,493 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 2,088 百万円増加し、20,630 百万円となりました。主な増

加理由といたしましては、買掛金が 2,307 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、前事業年度末に比べ 519 百万円増加し、5,727 百万円となりました。主な増

加理由といたしましては、利益剰余金が 369 百万円増加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 23 年９月 30 日) 

当第１四半期会計期間

(平成 24 年３月 31 日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 2,428,552 1,579,396

受取手形及び売掛金 8,921,190  12,476,675

有価証券 159,780  99,960

商品 92,469 68,514

仕掛品 1,149,031 1,468,130

繰延税金資産 409,789 406,199

その他 653,423 678,001

貸倒引当金 △32,441 △59,874

流動資産合計 13,781,796 16,717,003

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物 1,156,229 1,161,748

減価償却累計額 △680,423 △697,594

建物及び構築物（純額） 475,806 464,154

土地 189,993 189,993

その他 1,616,439 1,636,768

減価償却累計額 △602,778 △627,962

その他（純額） 1,013,661 1,008,806

有形固定資産合計 1,679,461 1,662,953

無形固定資産 

ソフトウエア 45,109 49,284

その他 22,131 22,131

無形固定資産合計 67,241 71,415

投資その他の資産 

投資有価証券 4,585,991 4,846,638

リース投資資産 604,784 628,910

差入保証金 429,853 426,802

繰延税金資産 2,811,862 2,294,839

長期未収入金 65,840 127,066

その他 77,722 82,205

貸倒引当金 △103,133 △161,628

投資その他の資産合計 8,472,921 8,244,833

固定資産合計 10,219,623 9,979,203

資産合計 24,001,419 26,696,207
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    (単位：千円)

  

 

前事業年度 

(平成 23 年９月 30 日) 

当第１四半期会計期間

(平成 24 年３月 31 日) 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 8,082,223 10,402,310

短期借入金 500,000 ―

未払法人税等 60,796 42,745

前受金 268,596 257,836

賞与引当金 823,796 842,870

その他 1,215,385 1,411,497

流動負債合計 10,950,799 12,957,260

固定負債 

長期借入金 ― 500,000

   退職給付引当金 6,009,087 5,652,206

   役員退職慰労引当金 73,886 73,886

   リース債務 1,484,513 1,481,188

   その他 41,366 38,629

   固定負債合計 7,608,853 7,745,910

 負債合計 18,559,652 20,703,170

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 4,020,785 4,422,810

自己株式 △288,575 △288,900

株主資本合計 5,892,177 6,293,878

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △450,410 △300,841

評価・換算差額等合計 △450,410 △300,841

純資産合計 5,441,767 5,993,037

負債純資産合計 24,001,419 26,696,207
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【訂正後】 

    (単位：千円)

  
前事業年度 

(平成 23 年９月 30 日) 

当第１四半期会計期間

(平成 24 年３月 31 日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 2,428,552 1,579,396

受取手形及び売掛金 8,715,985  12,209,711

有価証券 159,780  99,960

商品 92,469 68,514

仕掛品 1,103,599 1,397,082

繰延税金資産 409,789 406,199

その他 653,423 678,001

貸倒引当金 △32,441 △59,874

流動資産合計 13,531,159 16,378,990

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物 1,156,229 1,161,748

減価償却累計額 △680,423 △697,594

建物及び構築物（純額） 475,806 464,154

土地 189,993 189,993

その他 1,616,439 1,636,768

減価償却累計額 △602,778 △627,962

その他（純額） 1,013,661 1,008,806

有形固定資産合計 1,679,461 1,662,953

無形固定資産 

ソフトウエア 45,109 49,284

その他 22,131 22,131

無形固定資産合計 67,241 71,415

投資その他の資産 

投資有価証券 4,585,991 4,846,638

リース投資資産 604,784 628,910

差入保証金 429,853 426,802

繰延税金資産 2,811,862 2,294,839

長期未収入金 65,840 127,066

その他 196,628 218,433

貸倒引当金 △222,039 △297,855

投資その他の資産合計 8,472,921 8,244,833

固定資産合計 10,219,623 9,979,203

資産合計 23,750,782 26,358,194
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    (単位：千円)

  

 

前事業年度 

(平成 23 年９月 30 日) 

当第１四半期会計期間

(平成 24 年３月 31 日) 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 7,879,033 10,186,506

短期借入金 500,000 ―

未払法人税等 60,796 42,745

前受金 268,596 257,836

賞与引当金 823,796 842,870

その他 1,401,254 1,554,727

流動負債合計 10,933,477 12,884,686

固定負債 

長期借入金 ― 500,000

   退職給付引当金 6,009,087 5,652,206

   役員退職慰労引当金 73,886 73,886

   リース債務 1,484,513 1,481,188

   その他 41,366 38,629

   固定負債合計 7,608,853 7,745,910

 負債合計 18,542,331 20,630,596

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 3,787,469 4,157,371

自己株式 △288,575 △288,900

株主資本合計 5,658,862 6,028,439

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △450,410 △300,841

評価・換算差額等合計 △450,410 △300,841

純資産合計 5,208,451 5,727,598

負債純資産合計 23,750,782 26,358,194
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(2) 四半期損益計算書 

第２四半期累計期間 

【訂正前】 

    (単位：千円)

  

前第２四半期累計期間 

(自 平成 22 年 10 月１日

 至 平成 23 年３月 31 日)

 

当第２四半期累計期 

(自 平成 23 年 10 月１日 

 至 平成 24 年３月 31 日)

売上高   21,859,911  21,813,718

売上原価 18,304,726  17,737,565

売上総利益 3,555,184  4,076,153

販売費及び一般管理費 3,220,748  3,206,437

営業利益 334,435  869,715

営業外収益  

受取利息 2,538  661

受取配当金 13,251  23,103

仕入割引 5,917  4,614

貸倒引当金戻入額 ―  412

その他 25,840  38,173

営業外収益合計 47,547  66,965

営業外費用  

支払利息 25,469  25,312

投資有価証券評価損 5,954  ―

賃貸減価 1,362  ―

貸倒引当金繰入額 19,030  60,449

その他 6,634  2,025

営業外費用合計 58,450  87,786

経常利益 323,532  848,893

特別利益 

固定資産売却益 13,074 ―

投資有価証券売却益 2,850 10

貸倒引当金戻入額 583 ―

ゴルフ会員権売却益 ― 3,400

特別利益合計 16,508 3,410

特別損失 

投資有価証券評価損 211,959  ―

固定資産除却損 9,467  1,456

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 25,313  ―

特別損失合計 246,740  1,456

税引前四半期純利益 93,299 850,847

法人税、住民税及び事業税 23,994 23,576

法人税等調整額 51,594 378,072

法人税等合計 75,588 401,648

四半期純利益 17,711 449,199
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【訂正後】 

    (単位：千円)

  

前第２四半期累計期間 

(自 平成 22 年 10 月１日

 至 平成 23 年３月 31 日)

 

当第２四半期累計期 

(自 平成 23 年 10 月１日 

 至 平成 24 年３月 31 日)

売上高   21,649,326  21,669,820

売上原価 18,112,995  17,608,469

売上総利益 3,536,330  4,061,351

販売費及び一般管理費 3,220,748  3,206,437

営業利益 315,581  854,913

営業外収益  

受取利息 2,538  661

受取配当金 13,251  23,103

仕入割引 5,917  4,614

貸倒引当金戻入額 ―  412

その他 25,840  38,173

営業外収益合計 47,547  66,965

営業外費用  

支払利息 25,469  25,312

投資有価証券評価損 5,954  ―

賃貸減価 1,362  ―

貸倒引当金繰入額 34,446  77,770

その他 6,634  2,025

営業外費用合計 73,866  105,108

経常利益 289,261  816,770

特別利益 

固定資産売却益 13,074 ―

投資有価証券売却益 2,850 10

貸倒引当金戻入額 583 ―

ゴルフ会員権売却益 ― 3,400

特別利益合計 16,508 3,410

特別損失 

投資有価証券評価損 211,959  ―

固定資産除却損 9,467  1,456

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 25,313  ―

特別損失合計 246,740  1,456

税引前四半期純利益 59,029 818,723

法人税、住民税及び事業税 23,994 23,576

法人税等調整額 51,594 378,072

法人税等合計 75,588 401,648

四半期純利益又は四半期純損失(△) △16,559 417,075
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(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書 

【訂正前】 

  (単位：千円)

  

前第２四半期累計期間 

(自 平成 22 年 10 月１日 

 至 平成 23 年３月 31 日)

当第２四半期累計期間 

(自 平成 23 年 10 月１日 

 至 平成 24 年３月 31 日)

営業活動によるキャッシュ・フロー 

 税引前四半期純利益 93,299 850,847

 減価償却費 104,137 110,580

 固定資産除却損 9,467 1,456

 固定資産売却損益（△は益） △13,074 ―

 投資有価証券評価損益（△は益） 217,913 ―

 投資有価証券売却損益（△は益） △2,850 △9

 投資有価証券償還損益（△は益） ― △1,559

 ゴルフ会員権売却損益（△は益） ― △3,400

 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 25,313 ―

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 42,378 85,927

 賞与引当金の増減額（△は減少） △53,839 19,073

 受注損失引当金の増減額（△は減少） △1,870 ―

 退職給付引当金の増減額（△は減少） △113,644 △356,881

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △71,226 ―

 受取利息及び受取配当金 △15,789 △23,764

 支払利息 25,469 25,312

 売上債権の増減額（△は増加） △4,350,782 △3,566,244

 たな卸資産の増減額（△は増加） 58,694 △295,144

 仕入債務の増減額（△は減少） 3,215,555 2,277,735

 長期未収入金の増減額（△は増加） △19,030 △60,449

 その他 303,085 130,183

 小計 △546,791 △806,336

 利息及び配当金の受取額 18,353 23,949

 利息の支払額 △25,913 △24,862

 法人税等の還付額 11,685 3,082

 法人税等の支払額 △48,562 △50,820

 営業活動によるキャッシュ・フロー △591,228 △854,988

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 △8,722 △990

 投資有価証券の売却による収入 10,000 590

 投資有価証券の償還による収入 397,164 93,254

 有形固定資産の取得による支出 △47,021 △24,814

 有形固定資産の売却による収入 87,558 ―

 無形固定資産の取得による支出 △6,238 △12,499

 敷金の差入による支出 △12,358 △6,149

 敷金の回収による収入 15,948 11,106

 ゴルフ会員権の売却による収入 ― 4,500

 ゴルフ会員権の取得による支出 ― △3,000

 その他 △7,048 △5,437

 投資活動によるキャッシュ・フロー 429,281 56,560
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  (単位：千円)

  

前第２四半期累計期間 

(自 平成 22 年 10 月１日 

 至 平成 23年３月 31日)

当第２四半期累計期間 

(自 平成 23 年 10 月１日 

 至 平成 24年３月 31日)

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 1,150,000 500,000

 短期借入金の返済による支出 △350,000 △1,000,000

 長期借入れによる収入 ― 500,000

 自己株式の取得による支出 △200 △324

 配当金の支払額 △51,029 △47,384

 その他 ― △3,018

 財務活動によるキャッシュ・フロー 748,769 △50,728

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 586,828 △849,155

現金及び現金同等物の期首残高 1,703,793 2,428,552

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,290,617 1,579,396
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【訂正後】 

  (単位：千円)

  

前第２四半期累計期間 

(自 平成 22 年 10 月１日 

 至 平成 23 年３月 31 日)

当第２四半期累計期間 

(自 平成 23 年 10 月１日 

 至 平成 24 年３月 31 日)

営業活動によるキャッシュ・フロー 

 税引前四半期純利益 59,029 818,723

 減価償却費 104,137 110,580

 固定資産除却損 9,467 1,456

 固定資産売却損益（△は益） △13,074 ―

 投資有価証券評価損益（△は益） 217,913 ―

 投資有価証券売却損益（△は益） △2,850 △9

 投資有価証券償還損益（△は益） ― △1,559

 ゴルフ会員権売却損益（△は益） ― △3,400

 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 25,313 ―

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 57,794 103,248

 賞与引当金の増減額（△は減少） △53,839 19,073

 受注損失引当金の増減額（△は減少） △1,870 ―

 退職給付引当金の増減額（△は減少） △113,644 △356,881

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △71,226 ―

 受取利息及び受取配当金 △15,789 △23,764

 支払利息 25,469 25,312

 売上債権の増減額（△は増加） △4,344,380 △3,504,485

 たな卸資産の増減額（△は増加） 92,702 △269,527

 仕入債務の増減額（△は減少） 3,008,300 2,265,120

 長期未収入金の増減額（△は増加） △19,030 △60,449

 その他 488,785 70,223

 小計 △546,791 △806,336

 利息及び配当金の受取額 18,353 23,949

 利息の支払額 △25,913 △24,862

 法人税等の還付額 11,685 3,082

 法人税等の支払額 △48,562 △50,820

 営業活動によるキャッシュ・フロー △591,228 △854,988

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 △8,722 △990

 投資有価証券の売却による収入 10,000 590

 投資有価証券の償還による収入 397,164 93,254

 有形固定資産の取得による支出 △47,021 △24,814

 有形固定資産の売却による収入 87,558 ―

 無形固定資産の取得による支出 △6,238 △12,499

 敷金の差入による支出 △12,358 △6,149

 敷金の回収による収入 15,948 11,106

 ゴルフ会員権の売却による収入 ― 4,500

 ゴルフ会員権の取得による支出 ― △3,000

 その他 △7,048 △5,437

 投資活動によるキャッシュ・フロー 429,281 56,560
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  (単位：千円)

  

前第２四半期累計期間 

(自 平成 22 年 10 月１日 

 至 平成 23年３月 31日)

当第２四半期累計期間 

(自 平成 23 年 10 月１日 

 至 平成 24年３月 31日)

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 1,150,000 500,000

 短期借入金の返済による支出 △350,000 △1,000,000

 長期借入れによる収入 ― 500,000

 自己株式の取得による支出 △200 △324

 配当金の支払額 △51,029 △47,384

 その他 ― △3,018

 財務活動によるキャッシュ・フロー 748,769 △50,728

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 586,823 △849,155

現金及び現金同等物の期首残高 1,703,793 2,428,552

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,290,617 1,579,396

 


