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「平成21年 9月期 第２四半期決算短信」の一部訂正について 

 

 

 平成21年5月29日に発表いたしました「平成21年9月期 第２四半期決算短信」の記載内容の一部に

誤りがございましたので、下記のとおり訂正いたします。 

 

記 

 

【訂正箇所】 

訂正箇所につきましては、下線を付して表示しております。 

 

10ページ (4) 継続企業の前提に関する注記 

 

【訂正前】 

 

  当社グループは当第２四半期連結累計期間におきまして、営業損失527百万円、経常損失541百万円、

四半期純損失974百万円を計上し、第１四半期より連続して営業損失を計上しております。 

 また、当第２四半期におきまして、たな卸資産評価損（△296 百万円）及び生産計画の見直しに係る

固定資産の減損損失（△88百万円）並びに株式会社アスモの工場閉鎖に伴う撤退費用（△26百万円）等

を計上した結果、連結会計期間末における連結純資産は44百万円と著しく低下しております。 

 重要な後発事象に記載の通り、当社の子会社である株式会社アスモは平成21年３月末及び４月末を最

終期限とする金融機関からの借入金の返済を一部延滞せざるを得ない状況が発生しており、金融機関と

の返済期限延長を含めた契約変更の交渉を行っております。 

 当社グループはこうした状況を解消し将来に向けた経営基盤の再構築するため再建計画を策定し、情

報通信機器製造事業においては製造業務の外部委託、人員削減等の固定費削減を実施するなど一層の経

費削減に努めるとともに、厚木事業所を閉鎖し、製造に係る資産、不要の部材等の売却を早急に進め、

有利子負債を圧縮してまいります。情報通信機器販売事業においては直営店の営業社員を増員し、ＦＣ

加盟店、代理店への支援を強化するなど積極的な営業展開を図っているところであります。なお、金融

機関との返済期限延長を含めた契約変更につきましては、平成21年５月29日段階では最終合意が得ら

れておらず、現在も合意に向けて交渉継続中でありますが、同時に第三者割当増資の検討および取引先

金融機関以外からの運転資金の支援交渉を進めており、資金的な支援が得られる予定であります。 

 当該第２四半期連結財務諸表は、再建計画が達成可能という前提のもと、継続企業を前提として作成

されており、このような重要な疑義の影響を当第２四半期連結財務諸表には反映しておりません。 

 



【訂正後】 

 

当社グループは当第２四半期連結累計期間におきまして、営業損失527百万円、経常損失541百万円、

四半期純損失974百万円を計上し、第１四半期より連続して営業損失を計上しております。 

 また、当第２四半期におきまして、たな卸資産評価損（△296 百万円）及び生産計画の見直しに係る

固定資産の減損損失（△88百万円）並びに株式会社アスモの工場閉鎖に伴う撤退費用（△26百万円）等

を計上した結果、連結会計期間末における連結純資産は44百万円と著しく低下しております。 

 重要な後発事象に記載の通り、当社の子会社である株式会社アスモは平成21年３月末及び４月末を最

終期限とする金融機関からの借入金の返済を一部延滞せざるを得ない状況が発生しており、金融機関と

の返済期限延長を含めた契約変更の交渉を行っております。 

 当社グループはこうした状況を解消し将来に向けた経営基盤の再構築するため再建計画を策定し、情

報通信機器製造事業においては製造業務の外部委託、人員削減等の固定費削減を実施するなど一層の経

費削減に努めるとともに、厚木事業所を閉鎖し、製造に係る資産、不要の部材等の売却を早急に進め、

有利子負債を圧縮してまいります。情報通信機器販売事業においては直営店の営業社員を増員し、ＦＣ

加盟店、代理店への支援を強化するなど積極的な営業展開を図っているところであります。なお、金融

機関との返済期限延長を含めた契約変更につきましては、主要行からの同意が得られており、現在、全

行との同意に向けて交渉継続中であります。同時に第三者割当増資の検討および取引先金融機関以外か

らの運転資金の支援交渉を進めており、資金的な支援が得られる予定であります。 

 当該第２四半期連結財務諸表は、再建計画が達成可能という前提のもと、継続企業を前提として作成

されており、このような重要な疑義の影響を当第２四半期連結財務諸表には反映しておりません。 

 

11ページ (7) 重要な後発事象 

 

【訂正前】 

 

（借入金の延滞） 

  当社の連結子会社である株式会社アスモは、平成21年5月29日現在、平成21年3月末及び4月末を

最終期限とする一部金融機関からの借入金の返済が延滞しているため、下記①の借入金残高のある全て

の金融機関へ返済期間の延長を含めた返済計画を提出し、契約変更の交渉を行っております。 

  なお、原契約と異なる借入金返済計画は、平成21年5月29日現在では金融機関との合意に至ってお

らず、現在も合意に向け交渉継続中であります。 

  

①借入金のある金融機関と平成21年5月29日現在の借入金残高 

  りそな銀行 九段支店      717,500千円 

  三井住友銀行 新宿西口支店   585,000千円 

  横浜銀行 横浜駅前支店     140,500千円 

  みずほ銀行 六本木支店      66,130千円 

  合計             1,509,130千円 

②延滞となった借入金の借入先及び平成21年5月29日現在の延滞金額 

  りそな銀行 九段支店       27,500千円 

  三井住友銀行 新宿西口支店    300,000千円 

  横浜銀行 横浜駅前支店       22,800千円  

  みずほ銀行 六本木支店        55,000千円  

 

 

  

 

 



【訂正後】 

 

（借入金の延滞） 

  当社の連結子会社である株式会社アスモは、平成21年5月29日現在、平成21年3月末及び4月末を

最終期限とする一部金融機関からの借入金の返済が延滞しているため、下記①の借入金残高のある全て

の金融機関へ返済期間の延長を含めた返済計画を提出し、契約変更の交渉を行っております。 

   なお、金融機関との返済期限延長を含めた契約変更につきましては、主要行からの同意が得られてお

り、現在、全行との同意に向けて交渉継続中であります。 

 

  ①借入金のある金融機関と平成21年5月29日現在の借入金残高 

    りそな銀行 九段支店      717,500千円 

     三井住友銀行 新宿西口支店   585,000千円 

     横浜銀行 横浜駅前支店     140,500千円 

     みずほ銀行 六本木支店      66,130千円 

     合計             1,509,130千円 

  ②延滞となった借入金の借入先及び平成21年5月29日現在の延滞金額 

     りそな銀行 九段支店       27,500千円 

     三井住友銀行 新宿西口支店    585,000千円 

     横浜銀行 横浜駅前支店       22,800千円  

     みずほ銀行 六本木支店        55,000千円  

 

 

【追加】 

 

12ページ以降に、「参考」として前年同四半期に係る財務諸表等を追加いたします。 

 

   



  

 
  

「参考」

前年同四半期に係る財務諸表等

(1) (要約)前中間連結損益計算書

科目

前中間連結会計期間 

(自 平成19年10月１日 

  至 平成20年３月31日)

金額(千円)

Ⅰ 売上高 5,640,107

Ⅱ 売上原価 4,054,122

   売上総利益 1,585,985

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,468,033

   営業利益 117,951

Ⅳ 営業外収益 8,449

Ⅴ 営業外費用 12,882

   経常利益 113,518

Ⅵ 特別利益 28,456

Ⅶ 特別損失 38,451

   税金等調整前中間 

   純利益
103,523

   法人税、住民税及び 

   事業税
57,598

   法人税等調整額 △14,387

   少数株主利益 9,444

   中間純利益 50,867



 
  

(2) 前中間連結キャッシュフロー計算書

前中間連結会計期間 

(自 平成19年10月１日 

  至 平成20年３月31日)

区分 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

  税金等調整前中間純利益 103,523

  減価償却費 54,710

  のれん償却額 17,306

  権利金償却額 1,308

  貸倒引当金の増加額（△減少額） 2,067

  製品保証引当金の増加額（△減少額） 13,552

  受取利息 △ 1,126

  法人税等還付加算金 △ 7

  支払利息 11,122

  株式交付費 216

  為替差損益 994

  固定資産除却損 363

  事業譲渡益 △ 28,456

  店舗閉鎖損失 2,551

  売上債権の増価額 △ 679,238

  たな卸資産の減少額（△増加額） 225,932

  その他流動資産の減少額（△増加額） 10,150

  保証金の減少額 3,913

  仕入債務の増加額（△減少額） △ 193,460

  未払消費税等の増加額（△減少額） △ 22,253

  その他流動負債の増加額（△減少額） 43,402

  その他固定負債の減少額 △ 258

  その他 △ 678

  小計 △ 434,363

  利息及び配当金の受取額 1,192

  利息の支払額 △ 12,240

  法人税等の支払額 △ 75,561

  営業活動によるキャッシュ・フロー △ 520,972

Ⅱ 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 △ 6,000

  定期預金の払戻による収入 62,000

  貸付金の回収による収入 1,096

  店舗閉鎖による支出 △ 5,020

  有形固定資産の取得による支出 △ 45,816

  無形固定資産の取得による支出 △ 221

  有形固定資産の売却による収入 11,546

  敷金等の増減額 2,324

  事業譲渡による収入 28,456

  投資活動によるキャッシュ・フロー 48,365

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

  短期借入金の増加額 548,367

  長期借入金の返済による支出 △ 131,716

  配当金支払額 △ 74

  財務活動によるキャッシュ・フロー 416,576

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 2,304

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △ 58,334

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,014,278

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高
955,943



  

ａ．事業の種類別セグメント情報 

  前中間連結会計期間 (自 平成19年10月１日 至 平成20年３月31日) 

 
（注）１. 事業区分の方法 

    事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２. 各区分に属する主要な商材 

 
３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は314,971千円だあり、その主なものは 

当社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。 

  

ｂ．所在地別セグメント情報 

  前中間連結会計期間 (自 平成19年10月１日 至 平成20年３月31日) 

  本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略

しております。 

  

ｃ．海外売上高 

  前中間連結会計期間 (自 平成19年10月１日 至 平成20年３月31日) 

  海外売上高は、いずれも連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

 

  

                                                                                    以上 

(3) セグメント情報

情報通信機 

器販売事業 

(千円)

情報通信機 

器製造事業 

(千円)

その他事業 

(千円)

計 

(千円)

消去又は全社 

(千円)

連結 

(千円)

 売上高

 (1）外部顧客に対する売上高 2,778,530 2,689,298 172,278 5,640,107 ― 5,640,107

 (2）セグメント間の内部売上高 

   又は振替高
― 900 31,711 32,611 （32,611） ―

計 2,778,530 2,690,198 203,989 5,672,718 （32,611） 5,640,107

 営業費用 2,562,547 2,504,761 139,875 5,207,184 314,971 5,522,155

 営業利益 215,983 185,437 64,114 465,534 （347,582） 117,951

事業区分 主要商材

 情報通信機器販売事業  ビジネスホン、ＭＦＰ、その他ＯＡ機器の販売

 情報通信機器製造事業  ビジネスホン端末の製造

 その他事業  インタネット関連サービス等、各種回線取次ぎ、ＤＭＣ事業（大連）等


