
  

  

  

（訂正・数値データ訂正あり） 

「平成23年３月期第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について 

  

  平成22年７月29日に公表いたしました「平成23年３月期第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」

の記載内容の一部に訂正がありましたのでお知らせいたします。 

  

記 

  

１．訂正理由 

 時価のない投資有価証券の評価に係る処理を見直した結果、連結貸借対照表上の投資有価証券及

び連結損益計算書上の投資有価証券評価損に訂正の必要が生じたことによるものであります。 

  

２．訂正箇所 

  訂正前と訂正後を添付し、それぞれ訂正箇所は＿線を付しております。 

  

サマリー情報 

１.平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日） 

（１）連結経営成績（累計） 

（２）連結財政状態 

添付資料 

１.当四半期の連結業績等に関する定性的情報 

（１）連結経営成績に関する定性的情報（Ｐ２） 

（２）連結財政状態に関する定性的情報（Ｐ２） 

３.四半期連結財務諸表 

（１）四半期連結貸借対照表（Ｐ４～Ｐ５） 

（２）四半期連結損益計算書（Ｐ６） 

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書（Ｐ７） 

  

以 上

  

平成22年８月12日

各 位  

会 社 名 日信電子サービス株式会社   

代表者名 代表取締役社長  山手 哲治  

（コード番号 4713 東証第二部） 

問合せ先 執行役員業務推進統括部長 小森谷 賢二

ＴＥＬ ０３－３８６４－３５００ 
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（訂正前） 

（百万円未満切捨て）

１．平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月1日～平成22年６月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

  

（訂正後）  

１．平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月1日～平成22年６月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

（１）連結経営成績（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 ％ 

23年３月期第１四半期       3,123     5.0      41       －       69    220.4  △9  －

22年３月期第１四半期      2,974    △10.5      △13       －     21    △52.5       4  △73.3

  
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 

23年３月期第１四半期  △1  63  －  －

22年３月期第１四半期  0  81  －  －

  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 

23年３月期第１四半期  11,084  9,180  82.8  1,531  98

22年３月期  11,832  9,259  78.3  1,544  99

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 9,180百万円 22年３月期     9,259百万円

  （百万円未満切捨て）

（１）連結経営成績（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 ％ 

23年３月期第１四半期       3,123     5.0      41       －       69    220.4  18  274.1

22年３月期第１四半期      2,974    △10.5      △13       －     21    △52.5       4  △73.3

  
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 

23年３月期第１四半期  3 05  －  －

22年３月期第１四半期  0  81  －  －

  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 

23年３月期第１四半期  11,135  9,208  82.7  1,536  65

22年３月期  11,832  9,259  78.3  1,544  99

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 9,208百万円 22年３月期     9,259百万円
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 （訂正前）  

当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、政府の経済対策の効果や新興国向けの輸出拡大などに支え

られて、一部景気に持ち直しの動きが見られましたが、雇用・所得環境に依然改善が見られず、個人消費におきま

しても緩やかなデフレ状態が続くなど、低調な景況感で推移いたしました。 

このような情勢のもと、当社グループといたしましては、「交通サービス事業」におきましては、鉄道事業者

による駅ホーム柵や新鉄道信号システム等の据付作業・工事の確実な受注に注力し、また、「ＩＴサービス事業」

におきましては、ネットワーク及びセキュリティ関連事業における効率的な営業活動の展開並びに需要回復後の事

業展開を見据えた基幹要員の育成を図りました。さらに、駐車場機器販売の営業体制を強化し、積極的に営業活動

を展開いたしました。 

これらの結果、当第１四半期の当社グループの連結業績は、売上高3,123百万円（前年同四半期比5.0％増）、

経常利益69百万円（前年同四半期比220.4％増）となりました。また、四半期純損益は、投資有価証券評価損の計

上等により、9百万円の損失となりました。 

（省略）  

  

（訂正後）   

当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、政府の経済対策の効果や新興国向けの輸出拡大などに支え

られて、一部景気に持ち直しの動きが見られましたが、雇用・所得環境に依然改善が見られず、個人消費におきま

しても緩やかなデフレ状態が続くなど、低調な景況感で推移いたしました。 

このような情勢のもと、当社グループといたしましては、「交通サービス事業」におきましては、鉄道事業者

による駅ホーム柵や新鉄道信号システム等の据付作業・工事の確実な受注に注力し、また、「ＩＴサービス事業」

におきましては、ネットワーク及びセキュリティ関連事業における効率的な営業活動の展開並びに需要回復後の事

業展開を見据えた基幹要員の育成を図りました。さらに、駐車場機器販売の営業体制を強化し、積極的に営業活動

を展開いたしました。 

これらの結果、当第１四半期の当社グループの連結業績は、売上高3,123百万円（前年同四半期比5.0％増）、

経常利益69百万円（前年同四半期比220.4％増）、四半期純利益は、18百万円（前年同四半期比274.1％増）となり

ました。 

（省略）  

  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況  

（訂正前）  

当第１四半期連結会計期間末の資産合計は、売掛金の減少等により、前連結会計年度末に比べ747百万円減少

し、11,084百万円となりました。 

  負債合計は、買掛金及び未払法人税等、賞与引当金等の減少により、前連結会計年度末に比べ669百万円減少

し、1,903百万円となりました。 

  純資産合計は、利益剰余金等の減少により、前連結会計年度末に比べ78百万円減少し、9,180百万円となりま

した。 

 （省略）  

  

（訂正後）  

当第１四半期連結会計期間末の資産合計は、売掛金の減少等により、前連結会計年度末に比べ696百万円減少

し、11,135百万円となりました。 

  負債合計は、買掛金及び未払法人税等、賞与引当金等の減少により、前連結会計年度末に比べ646百万円減少

し、1,926百万円となりました。 

  純資産合計は、利益剰余金等の減少により、前連結会計年度末に比べ50百万円減少し、9,208百万円となりま

した。 

（省略） 

   

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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  （訂正前） 

３．四半期連結財務諸表 

（１）四半期連結貸借対照表 

  

（単位：千円）

     当第１四半期連結会計期間末
（平成22年６月30日） 

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表 
（平成22年３月31日） 

資産の部 

 流動資産 

  現金及び預金 1,542,453 1,464,094

  受取手形及び売掛金 2,576,649 3,376,145

  商品 15,730 10,934

  貯蔵品 483,301 485,466

  繰延税金資産 381,688 381,688

  預け金 3,560,000 3,560,000

  その他 179,567 143,114

  貸倒引当金 △403 △3,525

  流動資産合計 8,738,987 9,417,918

 固定資産 

  有形固定資産 806,657 809,567

  無形固定資産 309,538 299,801

  投資その他の資産 

   投資有価証券 296,308 361,940

   その他 942,835 957,056

   貸倒引当金 △10,150 △14,275

   投資その他の資産合計 1,228,993 1,304,722

  固定資産合計 2,345,189 2,414,090

 資産合計 11,084,176 11,832,009

負債の部 

 流動負債 

  買掛金 384,145 606,105

  未払法人税等 32,124 350,968

  前受金 311,604 256,088

  賞与引当金 309,725 655,778

  役員賞与引当金 4,500 14,500

  その他 634,152 445,690

  流動負債合計 1,676,251 2,329,131

 固定負債 

  繰延税金負債 188,852 199,316

  退職給付引当金 18,022 17,320

  その他 20,112 27,222

  固定負債合計 226,987 243,858

 負債合計 1,903,239 2,572,989
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（単位：千円）

   当第１四半期連結会計期間末
（平成22年６月30日） 

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表 
（平成22年３月31日） 

純資産の部 

 株主資本 

  資本金 833,200 833,200

  資本剰余金 727,800 727,800

  利益剰余金 7,624,460 7,694,141

  自己株式 △7,911 △7,852

  株主資本合計 9,177,549 9,247,289

 評価・換算差額等 

  その他有価証券評価差額金 3,388 11,729

  評価・換算差額等合計 3,388 11,729

 純資産合計 9,180,937 9,259,019

負債純資産合計 11,084,176 11,832,009
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  （訂正後） 

３．四半期連結財務諸表 

（１）四半期連結貸借対照表 

  

（単位：千円）

     当第１四半期連結会計期間末
（平成22年６月30日） 

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表 
（平成22年３月31日） 

資産の部 

 流動資産 

  現金及び預金 1,542,453 1,464,094

  受取手形及び売掛金 2,576,649 3,376,145

  商品 15,730 10,934

  貯蔵品 483,301 485,466

  繰延税金資産 381,688 381,688

  預け金 3,560,000 3,560,000

  その他 179,567 143,114

  貸倒引当金 △403 △3,525

  流動資産合計 8,738,987 9,417,918

 固定資産 

  有形固定資産 806,657 809,567

  無形固定資産 309,538 299,801

  投資その他の資産 

   投資有価証券 347,873 361,940

   その他 942,835 957,056

   貸倒引当金 △10,150 △14,275

   投資その他の資産合計 1,280,558 1,304,722

  固定資産合計 2,396,754 2,414,090

 資産合計 11,135,741 11,832,009

負債の部 

 流動負債 

  買掛金 384,145 606,105

  未払法人税等 55,689 350,968

  前受金 311,604 256,088

  賞与引当金 309,725 655,778

  役員賞与引当金 4,500 14,500

  その他 634,152 445,690

  流動負債合計 1,699,816 2,329,131

 固定負債 

  繰延税金負債 188,852 199,316

  退職給付引当金 18,022 17,320

  その他 20,112 27,222

  固定負債合計 226,987 243,858

 負債合計 1,926,804 2,572,989
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（単位：千円）

   当第１四半期連結会計期間末
（平成22年６月30日） 

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表 
（平成22年３月31日） 

純資産の部 

 株主資本 

  資本金 833,200 833,200

  資本剰余金 727,800 727,800

  利益剰余金 7,652,460 7,694,141

  自己株式 △7,911 △7,852

  株主資本合計 9,205,549 9,247,289

 評価・換算差額等 

  その他有価証券評価差額金 3,388 11,729

  評価・換算差額等合計 3,388 11,729

 純資産合計 9,208,937 9,259,019

負債純資産合計 11,135,741 11,832,009
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  （訂正前） 

（２）四半期連結損益計算書 

（第１四半期連結累計期間） 

  

（単位：千円）

  
前第１四半期連結累計期間
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30日） 

売上高 2,974,004 3,123,697

売上原価 2,728,329 2,855,545

売上総利益 245,675 268,151

販売費及び一般管理費 259,655 227,059

営業利益又は営業損失（△） △13,980 41,092

営業外収益 

 受取利息 7,308 6,243

 受取配当金 3,733 3,681

 不動産賃貸料 538 627

 保険配当金 22,555 16,386

 その他 2,071 2,208

 営業外収益合計 36,206 29,147

営業外費用 

 不動産賃貸費用 469 559

 その他 9 4

 営業外費用合計 479 563

経常利益 21,747 69,675

特別利益 

 貸倒引当金戻入額 114 7,120

 特別利益合計 114 7,120

特別損失 

 固定資産除却損 274 663

 投資有価証券評価損 － 51,565

 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 10,600

 特別損失合計 274 62,829

税金等調整前四半期純利益 21,586 13,966

法人税等 16,708 23,718

四半期純利益又は四半期純損失（△） 4,878 △9,751
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  （訂正後） 

（２）四半期連結損益計算書 

（第１四半期連結累計期間） 

  

（単位：千円）

  
前第１四半期連結累計期間
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30日） 

売上高 2,974,004 3,123,697

売上原価 2,728,329 2,855,545

売上総利益 245,675 268,151

販売費及び一般管理費 259,655 227,059

営業利益又は営業損失（△） △13,980 41,092

営業外収益 

 受取利息 7,308 6,243

 受取配当金 3,733 3,681

 不動産賃貸料 538 627

 保険配当金 22,555 16,386

 その他 2,071 2,208

 営業外収益合計 36,206 29,147

営業外費用 

 不動産賃貸費用 469 559

 その他 9 4

 営業外費用合計 479 563

経常利益 21,747 69,675

特別利益 

 貸倒引当金戻入額 114 7,120

 特別利益合計 114 7,120

特別損失 

 固定資産除却損 274 663

 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 10,600

 特別損失合計 274 11,264

税金等調整前四半期純利益 21,586 65,531

法人税等 16,708 47,283

四半期純利益 4,878 18,248
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  （訂正前） 

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

  

（単位：千円）

  
前第１四半期連結累計期間
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30日） 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

 税金等調整前四半期純利益 21,586 13,966

 減価償却費 40,975 41,112

 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 10,600

 のれん償却額 － 3,267

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △156 △7,246

 賞与引当金の増減額（△は減少） △383,942 △346,053

 役員賞与引当金の増減額（△は減少） △14,700 △10,000

 退職給付引当金の増減額（△は減少） 620 702

 前払年金費用の増減額（△は増加） 10,151 △8,297

 投資有価証券評価損益（△は益） － 51,565

 受取利息及び受取配当金 △11,042 △9,924

 売上債権の増減額（△は増加） 1,121,693 859,137

 たな卸資産の増減額（△は増加） △17,299 △2,631

 仕入債務の増減額（△は減少） △332,281 △221,360

 その他 120,936 129,510

 小計 556,542 504,349

 利息及び配当金の受取額 11,042 9,924

 法人税等の支払額 △275,181 △331,877

 営業活動によるキャッシュ・フロー 292,403 182,396

投資活動によるキャッシュ・フロー 

 預け金の増減額（△は増加） 500,000 －

 有形固定資産の取得による支出 △19,804 △31,126

 無形固定資産の取得による支出 △1,178 △19,845

 その他 △743 2,205

 投資活動によるキャッシュ・フロー 478,274 △48,766

財務活動によるキャッシュ・フロー 

 自己株式の取得による支出 △148 △59

 配当金の支払額 △76,456 △55,212

 財務活動によるキャッシュ・フロー △76,604 △55,271

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 694,072 78,358

現金及び現金同等物の期首残高 1,330,317 1,464,094

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,024,390 1,542,453
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  （訂正後） 

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

  

（単位：千円）

  
前第１四半期連結累計期間
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30日） 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

 税金等調整前四半期純利益 21,586 65,531

 減価償却費 40,975 41,112

 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 10,600

 のれん償却額 － 3,267

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △156 △7,246

 賞与引当金の増減額（△は減少） △383,942 △346,053

 役員賞与引当金の増減額（△は減少） △14,700 △10,000

 退職給付引当金の増減額（△は減少） 620 702

 前払年金費用の増減額（△は増加） 10,151 △8,297

 受取利息及び受取配当金 △11,042 △9,924

 売上債権の増減額（△は増加） 1,121,693 859,137

 たな卸資産の増減額（△は増加） △17,299 △2,631

 仕入債務の増減額（△は減少） △332,281 △221,360

 その他 120,936 129,510

 小計 556,542 504,349

 利息及び配当金の受取額 11,042 9,924

 法人税等の支払額 △275,181 △331,877

 営業活動によるキャッシュ・フロー 292,403 182,396

投資活動によるキャッシュ・フロー 

 預け金の増減額（△は増加） 500,000 －

 有形固定資産の取得による支出 △19,804 △31,126

 無形固定資産の取得による支出 △1,178 △19,845

 その他 △743 2,205

 投資活動によるキャッシュ・フロー 478,274 △48,766

財務活動によるキャッシュ・フロー 

 自己株式の取得による支出 △148 △59

 配当金の支払額 △76,456 △55,212

 財務活動によるキャッシュ・フロー △76,604 △55,271

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 694,072 78,358

現金及び現金同等物の期首残高 1,330,317 1,464,094

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,024,390 1,542,453
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