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平成 27年 11月 11日 

各 位 
会 社 名  株式会社セコニックホールディングス 

代表者名  代表取締役社長 馬場 芳彦 

（コード番号 7758 東証第 2部） 

問合せ先  取締役管理本部長 鈴木 章浩 

（TEL  03-5433-3611） 

 

 

（訂正）「平成 24年 3月期 決算短信[日本基準]（連結）」 

の一部訂正について 
 

 

当社が平成24年5月11日に公表いたしました「平成24年3月期 決算短信[日本基準]（連結）」につき

まして、下記の通り一部訂正すべき事項がありましたので、お知らせいたします。 

なお、訂正箇所は下線を付して表示しております。 
 

記 
 

 1．訂正内容と理由 

訂正内容と理由につきましては、平成 27 年 11 月 11 日付「社内調査委員会の調査結果の概要について」

にて開示しておりますのでご参照下さい。 

 

 

 2．訂正箇所 

サマリー情報   １．平成 24 年３月期の連結業績（平成 23年４月１日～平成 24 年３月 31 日） 

２、３ページ   １．経営成績（2）財政状態に関する分析 

６、７ページ   ４．連結財務諸表（１）連結貸借対照表 

１０、１１ページ ４．連結財務諸表（３）連結株主資本等変動計算書 

１４ページ    ４．連結財務諸表（６）連結財務諸表に関する注記事項 

以上 
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【訂正箇所】 

 [サマリー情報] 

 (百万円未満切捨て） 

１．平成24年３月期の連結業績（平成23年４月１日～平成24年３月31日） 

（１）連結経営成績 （％表示は対前期増減率） 

（訂正前）   

 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 ％ 

24年３月期 9,963 △19.0 △237 － △239 － △631 － 

23年３月期 12,293 11.3 202 － 168 － 71 － 
 
（注）包括利益 24年３月期 △746百万円 （－％）  23年３月期 △156百万円 （－％） 

 

 
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 ％ ％ ％ 

24年３月期 △37.56 － △11.8 △2.5 △2.4 

23年３月期 4.53 － 1.3 1.7 1.6 
 
（参考）持分法投資損益 24年３月期 － 百万円  23年３月期 － 百万円 

 

（訂正後）   

 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 ％ 

24年３月期 9,963 △19.0 △237 － △239 － △631 － 

23年３月期 12,293 11.3 202 － 168 － 71 － 
 
（注）包括利益 24年３月期 △746百万円 （－％）  23年３月期 △156百万円 （－％） 

 

 
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 ％ ％ ％ 

24年３月期 △37.56 － △11.9 △2.5 △2.4 

23年３月期 4.53 － 1.3 1.7 1.6 
 
（参考）持分法投資損益 24年３月期 － 百万円  23年３月期 － 百万円 

 

（２）連結財政状態 

（訂正前） 

 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 

24年３月期 9,267 5,123 55.1 285.37 

23年３月期 9,769 5,657 57.3 352.33 
 
（参考）自己資本 24年３月期 5,102百万円  23年３月期 5,595百万円 

 

（訂正後） 

 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 

24年３月期 9,223 5,079 54.8 282.90 

23年３月期 9,725 5,613 57.1 349.55 
 
（参考）自己資本 24年３月期 5,058百万円  23年３月期 5,551百万円 
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 [２、３ページ] 

１．経営成績 
（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） 

（資産) 

 流動資産は、前連結会計年度末に比べて、3.0％減少し、6,320百万円となりました。これは主として受取手形及び

売掛金が減少したためです。 

 固定資産は、前連結会計年度末に比べて、9.4％減少し、2,946百万円となりました。 

 この結果、総資産は前連結会計年度末に比べて5.1％減少し、9,267百万円となりました。 

 

（負債） 

 流動負債は、前連結会計年度末に比べて、4.5％増加し、3,516百万円となりました。これは主として短期借入金が

増加したためです。 

 固定負債は、前連結会計年度末に比べて16.1％減少し、627百万円となりました。 

 この結果、負債合計は前連結会計年度末に比べて0.8％増加し、4,144百万円となりました。 

 

（純資産） 

 純資産合計は、前連結会計年度末に比べて、9.4％減少し、5,123百万円となりました。なお、自己資本比率は、前

連結会計年度末の57.3％から55.1％になりました。 

 

（訂正後） 

 流動資産は、前連結会計年度末に比べて、3.0％減少し、6,276百万円となりました。これは主として受取手形及び

売掛金が減少したためです。 

 固定資産は、前連結会計年度末に比べて、9.4％減少し、2,946百万円となりました。 

 この結果、総資産は前連結会計年度末に比べて5.2％減少し、9,223百万円となりました。 

 

（負債） 

 流動負債は、前連結会計年度末に比べて、4.5％増加し、3,516百万円となりました。これは主として短期借入金が

増加したためです。 

 固定負債は、前連結会計年度末に比べて16.1％減少し、627百万円となりました。 

 この結果、負債合計は前連結会計年度末に比べて0.8％増加し、4,144百万円となりました。 

 

（純資産） 

 純資産合計は、前連結会計年度末に比べて、9.5％減少し、5,079百万円となりました。なお、自己資本比率は、前

連結会計年度末の57.1％から54.8％になりました。 
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②キャッシュ・フローの状況 

（訂正前） 

 当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ193百万円

増加の2,055百万円となりました。 

 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は、15百万円となりました。 

 収入の主な内訳は、売上債権の減少317百万円、減価償却費260百万円、支出の主な内訳は、税金等調整前当期純損

失△587百万円、仕入債務の減少226百万円であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は、139百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出127百万

円、子会社株式の取得による支出60百万円によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果得られた資金は321百万円となりました。これは主に増資による収入212百万円および短期借入金の

増加176百万円によるものであります。 

 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期 平成23年３月期 平成24年３月期 

自己資本比率（％） 47.5 53.3 53.8 57.3 55.1 

時価ベースの自己資本比率

（％） 
31.0 19.6 17.5 19.9 21.2 

キャッシュ・フロー対有利

子負債比率（年） 
0.9 ─ 3.8 4.5 107.1 

インタレスト・カバレッ

ジ・レシオ（倍） 
51.6 ─ 14.3 15.5 0.6 

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利息の支払額 

（注１）いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

（注２）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

（注３）有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っているすべての負債を対象としており

ます。 

 

（訂正後） 

 当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ193百万円

増加の2,055百万円となりました。 

 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は、15百万円となりました。 

 収入の主な内訳は、売上債権の減少317百万円、減価償却費260百万円、支出の主な内訳は、税金等調整前当期純損

失△587百万円、仕入債務の減少226百万円であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は、139百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出127百万

円、子会社株式の取得による支出60百万円によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果得られた資金は321百万円となりました。これは主に増資による収入212百万円および短期借入金の

増加176百万円によるものであります。 

 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 
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 平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期 平成23年３月期 平成24年３月期 

自己資本比率（％） 47.5 53.3 53.8 57.1 54.8 

時価ベースの自己資本比率

（％） 
31.0 19.6 17.5 20.0 21.3 

キャッシュ・フロー対有利

子負債比率（年） 
0.9 ─ 3.8 4.5 107.1 

インタレスト・カバレッ

ジ・レシオ（倍） 
51.6 ─ 14.3 15.5 0.6 

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利息の支払額 

（注１）いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

（注２）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

（注３）有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っているすべての負債を対象としており

ます。 
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 [６、７ページ] 

４．連結財務諸表 

（１）連結貸借対照表 

（訂正前） 

（単位：百万円） 

        前連結会計年度 

(平成23年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成24年３月31日) 

資産の部     

  流動資産     

    現金及び預金 1,911 2,128 
    受取手形及び売掛金 ※3 2,753 ※3 2,445 
    商品及び製品 320 290 
    仕掛品 235 203 
    原材料及び貯蔵品 1,141 1,116 
    繰延税金資産 104 69 
    その他 50 73 
    貸倒引当金 △1 △6 
    流動資産合計 6,516 6,320 
  固定資産     

    有形固定資産     

      建物及び構築物（純額） 928 843 
      機械装置及び運搬具（純額） 406 178 
      土地 881 863 
      その他（純額） 107 220 
      有形固定資産合計 ※1, ※2 2,324 ※1, ※2 2,106 
    無形固定資産 126 113 
    投資その他の資産     

      投資有価証券 ※2 751 ※2 614 
      関係会社株式 － 60 
      長期貸付金 4 4 
      その他 61 62 
      貸倒引当金 △14 △14 
      投資その他の資産合計 802 726 
    固定資産合計 3,253 2,946 
  資産合計 9,769 9,267 

負債の部     

  流動負債     

    支払手形及び買掛金 1,848 1,639 
    短期借入金 ※2 1,166 ※2 1,317 
    未払法人税等 12 11 
    未払費用 193 201 
    賞与引当金 － 93 
    その他 ※2 143 ※2 252 
    流動負債合計 3,364 3,516 
  固定負債     

    長期預り保証金 ※2 256 ※2 236 
    繰延税金負債 61 34 
    退職給付引当金 330 228 
    役員退職慰労引当金 5 4 
    その他 94 124 
    固定負債合計 747 627 
  負債合計 4,111 4,144 
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（単位：百万円） 

      前連結会計年度 

(平成23年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成24年３月31日) 

純資産の部     

  株主資本     

    資本金 1,503 1,609 
    資本剰余金 1,759 1,865 
    利益剰余金 2,381 1,750 
    自己株式 △165 △165 
    株主資本合計 5,479 5,060 
  その他の包括利益累計額     

    その他有価証券評価差額金 228 158 
    為替換算調整勘定 △112 △116 
    その他の包括利益累計額合計 116 42 
  少数株主持分 61 20 
  純資産合計 5,657 5,123 

負債純資産合計 9,769 9,267 
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（訂正後） 

（単位：百万円） 

        前連結会計年度 

(平成23年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成24年３月31日) 

資産の部     

  流動資産     

    現金及び預金 1,911 2,128 
    受取手形及び売掛金 ※3 2,753 ※3 2,445 
    商品及び製品 320 290 
    仕掛品 235 203 
    原材料及び貯蔵品 1,097 1,072 
    繰延税金資産 104 69 
    その他 50 73 
    貸倒引当金 △1 △6 
    流動資産合計 6,471 6,276 
  固定資産     

    有形固定資産     

      建物及び構築物（純額） 928 843 
      機械装置及び運搬具（純額） 406 178 
      土地 881 863 
      その他（純額） 107 220 
      有形固定資産合計 ※1, ※2 2,324 ※1, ※2 2,106 
    無形固定資産 126 113 
    投資その他の資産     

      投資有価証券 ※2 751 ※2 614 
      関係会社株式 － 60 
      長期貸付金 4 4 
      その他 61 62 
      貸倒引当金 △14 △14 
      投資その他の資産合計 802 726 
    固定資産合計 3,253 2,946 
  資産合計 9,725 9,223 

負債の部     

  流動負債     

    支払手形及び買掛金 1,848 1,639 
    短期借入金 ※2 1,166 ※2 1,317 
    未払法人税等 12 11 
    未払費用 193 201 
    賞与引当金 － 93 
    その他 ※2 143 ※2 252 
    流動負債合計 3,364 3,516 
  固定負債     

    長期預り保証金 ※2 256 ※2 236 
    繰延税金負債 61 34 
    退職給付引当金 330 228 
    役員退職慰労引当金 5 4 
    その他 94 124 
    固定負債合計 747 627 
  負債合計 4,111 4,144 
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（単位：百万円） 

      前連結会計年度 

(平成23年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成24年３月31日) 

純資産の部     

  株主資本     

    資本金 1,503 1,609 
    資本剰余金 1,759 1,865 
    利益剰余金 2,337 1,705 
    自己株式 △165 △165 
    株主資本合計 5,435 5,015 
  その他の包括利益累計額     

    その他有価証券評価差額金 228 158 
    為替換算調整勘定 △112 △116 
    その他の包括利益累計額合計 116 42 
  少数株主持分 61 20 
  純資産合計 5,613 5,079 

負債純資産合計 9,725 9,223 
          

  

 



－ 10 － 

 [１０、１１ページ] 

（３）連結株主資本等変動計算書 

（訂正前） 

（単位：百万円） 

        
前連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

株主資本     

  資本金     

    当期首残高 1,503 1,503 
    当期変動額     

      新株の発行 － 106 
      当期変動額合計 － 106 
    当期末残高 1,503 1,609 
  資本剰余金     

    当期首残高 1,759 1,759 
    当期変動額     

      新株の発行 － 106 
      当期変動額合計 － 106 
    当期末残高 1,759 1,865 
  利益剰余金     

    当期首残高 2,309 2,381 
    当期変動額     

      当期純利益又は当期純損失（△） 71 △631 
      当期変動額合計 71 △631 
    当期末残高 2,381 1,750 
  自己株式     

    当期首残高 △164 △165 
    当期変動額     

      自己株式の取得 △0 △0 
      当期変動額合計 △0 △0 
    当期末残高 △165 △165 
  株主資本合計     

    当期首残高 5,407 5,479 
    当期変動額     

      新株の発行 － 212 
      自己株式の取得 △0 △0 
      当期純利益又は当期純損失（△） 71 △631 
      当期変動額合計 71 △419 
    当期末残高 5,479 5,060 
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（単位：百万円） 

        
前連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成23年４月１日 

 至 平成24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     

    当期首残高 399 228 
    当期変動額     

      株主資本以外の項目の当期変動額（純

額） 
△171 △69 

      当期変動額合計 △171 △69 
    当期末残高 228 158 
  為替換算調整勘定     

    当期首残高 △48 △112 
    当期変動額     

      株主資本以外の項目の当期変動額（純

額） 
△63 △4 

      当期変動額合計 △63 △4 
    当期末残高 △112 △116 
  その他の包括利益累計額合計     

    当期首残高 350 116 
    当期変動額     

      株主資本以外の項目の当期変動額（純

額） 
△234 △73 

      当期変動額合計 △234 △73 
    当期末残高 116 42 

少数株主持分     

  当期首残高 71 61 
  当期変動額     

    株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △10 △40 
    当期変動額合計 △10 △40 
  当期末残高 61 20 

純資産合計     

  当期首残高 5,830 5,657 
  当期変動額     

    自己株式の取得 △0 △0 
    新株の発行 － 212 
    当期純利益又は当期純損失（△） 71 △631 
    株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △244 △114 
    当期変動額合計 △172 △534 
  当期末残高 5,657 5,123 
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（訂正後） 

（単位：百万円） 

        
前連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

株主資本     

  資本金     

    当期首残高 1,503 1,503 
    当期変動額     

      新株の発行 － 106 
      当期変動額合計 － 106 
    当期末残高 1,503 1,609 
  資本剰余金     

    当期首残高 1,759 1,759 
    当期変動額     

      新株の発行 － 106 
      当期変動額合計 － 106 
    当期末残高 1,759 1,865 
  利益剰余金     

    当期首残高 2,309 2,337 
  誤謬の訂正による累積的影響額 △44 － 
  誤謬の訂正を反映した当期首残高 2,265 2,337 
    当期変動額     

      当期純利益又は当期純損失（△） 71 △631 
      当期変動額合計 71 △631 
    当期末残高 2,337 1,705 
  自己株式     

    当期首残高 △164 △165 
    当期変動額     

      自己株式の取得 △0 △0 
      当期変動額合計 △0 △0 
    当期末残高 △165 △165 
  株主資本合計     

    当期首残高 5,407 5,435 
  誤謬の訂正による累積的影響額 △44 － 
  誤謬の訂正を反映した当期首残高 5,363 5,435 
    当期変動額     

      新株の発行 － 212 
      自己株式の取得 △0 △0 
      当期純利益又は当期純損失（△） 71 △631 
      当期変動額合計 71 △419 
    当期末残高 5,435 5,015 
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（単位：百万円） 

        
前連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成23年４月１日 

 至 平成24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     

    当期首残高 399 228 
    当期変動額     

      株主資本以外の項目の当期変動額（純

額） 
△171 △69 

      当期変動額合計 △171 △69 
    当期末残高 228 158 
  為替換算調整勘定     

    当期首残高 △48 △112 
    当期変動額     

      株主資本以外の項目の当期変動額（純

額） 
△63 △4 

      当期変動額合計 △63 △4 
    当期末残高 △112 △116 
  その他の包括利益累計額合計     

    当期首残高 350 116 
    当期変動額     

      株主資本以外の項目の当期変動額（純

額） 
△234 △73 

      当期変動額合計 △234 △73 
    当期末残高 116 42 

少数株主持分     

  当期首残高 71 61 
  当期変動額     

    株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △10 △40 
    当期変動額合計 △10 △40 
  当期末残高 61 20 

純資産合計     

  当期首残高 5,830 5,613 
 誤謬の訂正による累積的影響額 △44 － 
 誤謬の訂正を反映した当期首残高 5,785 5,613 
  当期変動額     

    自己株式の取得 △0 △0 
    新株の発行 － 212 
    当期純利益又は当期純損失（△） 71 △631 
    株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △244 △114 
    当期変動額合計 △172 △534 
  当期末残高 5,613 5,079 
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 [１４ページ] 

(6)連結財務諸表に関する注記事項 

（セグメント情報等） 

セグメント情報 

３．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 

（訂正前） 

前連結会計年度（自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日） 

（単位：百万円） 

  事務機器 
光学電子 
情報機器 

電装機材 不動産賃貸 計 
調整額 
（注）1 

連結財務諸
表計上額 
（注）2 

売上高        

外部顧客への売上高 4,731 4,500 2,858 204 12,293 － 12,293 

セグメント間の内部売

上高又は振替高 
－ － － － － － － 

計 4,731 4,500 2,858 204 12,293 － 12,293 

セグメント利益又は損

失（△） 
△11 720 △160 167 715 △512 202 

セグメント資産 1,958 2,659 2,023 634 7,275 2,494 9,769 

その他の項目        

減価償却費 31 114 114 15 275 9 285 

のれんの償却額 － 12 － － 12 － 12 

有形固定資産及び無

形固定資産の増加額 
19 40 30 － 91 9 100 

(注）1.調整額は以下のとおりであります。 

（1）セグメント利益又は損失（△）の調整額△512百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用

△512百万円であります。全社費用は、報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

（2）セグメント資産の調整額2,494百万円は、報告セグメントに配分していない全社資産2,494百万円であり

ます。全社資産は、報告セグメントに帰属しない本社預金等であります。 

（3）有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額9百万円は、本社ネットワーク関連等の設備投資額で

あります。 

2．セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

 

当連結会計年度（自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日） 

（単位：百万円） 

 事務機器 
光学電子 
情報機器 

電装機材 不動産賃貸 計 
調整額 
（注）1 

連結財務諸
表計上額 
（注）2 

売上高        

外部顧客への売上高 4,392 2,976 2,390 204 9,963 － 9,963 

セグメント間の内部売

上高又は振替高 
－ － － － － － － 

計 4,392 2,976 2,390 204 9,963 － 9,963 

セグメント利益又は損

失（△） 
△24 234 △117 167 261 △498 △237 

セグメント資産 2,201 2,096 1,746 625 6,669 2,597 9,267 

その他の項目        
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減価償却費 25 102 97 14 239 9 249 

のれんの償却額 － 12 － － 12 － 12 

有形固定資産及び無

形固定資産の増加額 
4 61 82 － 147 16 164 

(注）1.調整額は以下のとおりであります。 

（1）セグメント利益又は損失（△）の調整額△498百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用

△498百万円であります。全社費用は、報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

（2）セグメント資産の調整額2,597百万円は、報告セグメントに配分していない全社資産2,597百万円であり

ます。全社資産は、報告セグメントに帰属しない本社預金等であります。 

（3）有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額16百万円は、本社ソフトウェア等の設備投資額であり

ます。 

2．セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

 

（訂正後） 

前連結会計年度（自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日） 

（単位：百万円） 

  事務機器 
光学電子 
情報機器 

電装機材 不動産賃貸 計 
調整額 
（注）1 

連結財務諸
表計上額 
（注）2 

売上高        

外部顧客への売上高 4,731 4,500 2,858 204 12,293 － 12,293 

セグメント間の内部売

上高又は振替高 
－ － － － － － － 

計 4,731 4,500 2,858 204 12,293 － 12,293 

セグメント利益又は損

失（△） 
△11 720 △160 167 715 △512 202 

セグメント資産 1,958 2,659 1,979 634 7,231 2,494 9,725 

その他の項目        

減価償却費 31 114 114 15 275 9 285 

のれんの償却額 － 12 － － 12 － 12 

有形固定資産及び無

形固定資産の増加額 
19 40 30 － 91 9 100 

(注）1.調整額は以下のとおりであります。 

（1）セグメント利益又は損失（△）の調整額△512百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用

△512百万円であります。全社費用は、報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

（2）セグメント資産の調整額2,494百万円は、報告セグメントに配分していない全社資産2,494百万円であり

ます。全社資産は、報告セグメントに帰属しない本社預金等であります。 

（3）有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額9百万円は、本社ネットワーク関連等の設備投資額で

あります。 

2．セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

 

当連結会計年度（自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日） 

（単位：百万円） 

 事務機器 
光学電子 
情報機器 

電装機材 不動産賃貸 計 
調整額 
（注）1 

連結財務諸
表計上額 
（注）2 

売上高        

外部顧客への売上高 4,392 2,976 2,390 204 9,963 － 9,963 
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セグメント間の内部売

上高又は振替高 
－ － － － － － － 

計 4,392 2,976 2,390 204 9,963 － 9,963 

セグメント利益又は損

失（△） 
△24 234 △117 167 261 △498 △237 

セグメント資産 2,201 2,096 1,702 625 6,625 2,597 9,223 

その他の項目        

減価償却費 25 102 97 14 239 9 249 

のれんの償却額 － 12 － － 12 － 12 

有形固定資産及び無

形固定資産の増加額 
4 61 82 － 147 16 164 

(注）1.調整額は以下のとおりであります。 

（1）セグメント利益又は損失（△）の調整額△498百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用

△498百万円であります。全社費用は、報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

（2）セグメント資産の調整額2,597百万円は、報告セグメントに配分していない全社資産2,597百万円であり

ます。全社資産は、報告セグメントに帰属しない本社預金等であります。 

（3）有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額16百万円は、本社ソフトウェア等の設備投資額であり

ます。 

2．セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 
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（１株当たり情報） 

（訂正前） 

項目 
前連結会計年度 

（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

１株当たり純資産額 352円33銭 285円37銭 

１株当たり当期純利益又は当期純損失（△） 4円53銭 △37円56銭 

 なお、潜在株式調整後１株当た

り当期純利益については、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

り当期純利益については、潜在

株式が存在しないため、記載し

ておりません。 

（注） 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

項目 
前連結会計年度末 

（平成23年３月31日） 
当連結会計年度末 

（平成24年３月31日） 

連結貸借対照表の純資産の部の合計額（百万円） 5,657 5,123 

普通株式に係る純資産額（百万円） 5,595 5,102 

差額の主な内訳（百万円） 

少数株主持分 
61 20 

普通株式の発行済株式数（株） 16,800,000 18,800,000 

普通株式の自己株式数（株） 917,832 919,622 

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の

数（株） 
15,882,168 17,880,378 

 

２ １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△） 

項目 
前連結会計年度 

（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

当期純利益又は当期純損失（△）（百万円） 71 △631 

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） 
71 △631 

普通株式の期中平均株式数（株） 15,883,058 16,804,370 
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（訂正後） 

項目 
前連結会計年度 

（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

１株当たり純資産額 349円55銭 282円90銭 

１株当たり当期純利益又は当期純損失（△） 4円53銭 △37円56銭 

 なお、潜在株式調整後１株当た

り当期純利益については、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

り当期純利益については、潜在

株式が存在しないため、記載し

ておりません。 

（注） 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

項目 
前連結会計年度末 

（平成23年３月31日） 
当連結会計年度末 

（平成24年３月31日） 

連結貸借対照表の純資産の部の合計額（百万円） 5,613 5,079 

普通株式に係る純資産額（百万円） 5,551 5,058 

差額の主な内訳（百万円） 

少数株主持分 
61 20 

普通株式の発行済株式数（株） 16,800,000 18,800,000 

普通株式の自己株式数（株） 917,832 919,622 

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の

数（株） 
15,882,168 17,880,378 

 

２ １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△） 

項目 
前連結会計年度 

（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

当期純利益又は当期純損失（△）（百万円） 71 △631 

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） 
71 △631 

普通株式の期中平均株式数（株） 15,883,058 16,804,370 

 


