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１．平成18年３月期の連結業績（平成17年４月１日～平成18年３月31日）

(1)連結経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

 売上高 営業利益 経常利益

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年３月期 24,406 18.6 131 262.0 31 －

17年３月期 20,579 27.4 36 － △7 －

 当期純利益
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

株主資本

当期純利益率

総資本

経常利益率

売上高

経常利益率

 百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年３月期 24 63.5 1 79 1 77 0.3 0.2 0.1

17年３月期 14 △90.6 1 10 － － 0.2 △0.1 △0.0

（注）①持分法投資損益 18年３月期     －百万円 17年３月期     －百万円

 ②期中平均株式数（連結） 18年３月期 13,641,311株 17年３月期 13,562,871株

 ③会計処理の方法の変更 無

 ④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率であります。

(2)連結財政状態  

 総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

 百万円 百万円 ％ 円 銭

18年３月期 13,924 7,167 51.5 522 27

17年３月期 12,045 7,401 61.5 545 39

（注）期末発行済株式数（連結） 18年３月期 13,722,819株 17年３月期 13,571,899株

(3)連結キャッシュ・フローの状況  

 
営業活動による

キャッシュ・フロー

投資活動による

キャッシュ・フロー

財務活動による

キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物

期末残高

 百万円 百万円 百万円 百万円

18年３月期 △1,503 141 1,885 2,202

17年３月期 △2,502 781 466 1,718

(4)連結範囲及び持分法の適用に関する事項  

連結子会社数 ４社　持分法適用非連結子会社数 ０社　持分法適用関連会社数 ０社

(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況  

連結（新規）   ０社　（除外） １社　　 持分法（新規） ０社　（除外） ０社

２．平成19年３月期の連結業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日）  

 売上高 経常利益 当期純利益

  百万円   百万円   百万円  

中間期 13,200  160  90  

通　期 28,000  370  220  

（参考） １株当たり予想当期純利益（通期） 16円３銭  

※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで
おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。
なお、上記予想に関する事項は添付資料の８ページを参照して下さい。
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１．企業集団の状況

　当社グループ（当社および当社の関係会社）は、当社および子会社４社により構成されており、ＩＴ業界において日

本、米国ならびにアジアの技術的発展と各国の業界の動向、特色に着目し、これらの各国間での商品の輸出入販売を主

要業務としております。

　事業内容および当社と子会社の当該事業にかかわる位置づけならびに事業の種類別セグメントとの関連は、次のとお

りであります。

　なお、下表の「ＩＴソリューション・サービス事業」および「電子部品及び機器事業」という事業区分は事業の種類

別セグメントと同一であります。

事業区分 事業内容 主要な会社

ＩＴソリューショ

ン・サービス事業

システムソリューション
当社

　　　　　　　　　　　　　　　　 (会社総数　１社)

ネットワークソリューション
当社

　　　　　　　　　　　　　　　　 (会社総数　１社)

電子部品及び機器

事業
電子部品及び機器

当社、リケイ・コーポレーション・オブ・アメリカ、

リケイ・コーポレーション（Ｈ．Ｋ．）リミテッド、

リケイ・コーポレーション（シンガポール)Pte.Ltd.、

日本ログフォース（株）

　　　　　　　　　　　　　　　　 (会社総数　５社)

　以上の当社グループについての事業系統図は次のとおりであります。

連結子会社 
リケイ・コーポレーション 
（Ｈ.Ｋ.）リミテッド 

 

国 
 
 
  

内  
 
 
 

ユ 
  
 
 

ー 
 
 
 
 

ザ 
 
  
 

ー 

商 品 
 
連結子会社 
日本ログフォース株式会社 

株 
 
 
  

式  
 
 
 

会 
  
 
 

社 
 
 
 
 

理 
 
  
 

経 

商 品 

商 品 

 
連結子会社 
リケイ・コーポレーション・ 
オブ・アメリカ 

国 内 

海 
 
 
  

外  
 
 
 

ユ 
  
 
 

ー 
 
 
 
 

ザ 
 
  
 

ー 

商 品 

商 品 

商 品 

海外（北米） 

商 品 

商 品  
連結子会社 
リケイ・コーポレーション 
(シンガポール)Pte.Ltd. 

商 品 

商 品 

海外（中国） 

商 品 商 品 

商 品 

商 品 

海外（アジア） 

（注）理経電子貿易（上海）有限公司は、清算を結了しました。
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関係会社の状況

連結子会社

名　　　称 住　　所 資 本 金
主要な事業
の内容

議決権の
所有割合

関　係　内　容 摘　　　要

リケイ・コーポレー

ション・オブ・アメリ

カ

米国カリフォ

ルニア州

ＵＳ＄

150,000

電子部品及

び機器事業
100％

当社へ商品の販売

当社より商品の仕入

役員の兼任有り

 

リケイ・コーポレー

ション（Ｈ.Ｋ.）リミ

テッド

香港
ＨＫ＄

1,500,000

電子部品及

び機器事業
100％

当社より商品の仕入

役員の兼任有り
（注）２,３

リケイ・コーポレー

ション

（シンガポール）

Ｐｔｅ．Ｌｔｄ.

シンガポール
Ｓ＄

1,600,000

電子部品及

び機器事業
100％

当社より商品の仕入

役員の兼任有り
 

日本ログフォース株式

会社
東京都新宿区 １億円

電子部品及

び機器事業
100％

当社へ商品の販売

当社より商品の仕入

役員の兼任有り

 

（注）１．主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。

　　　２. 特定子会社に該当しております。

３．リケイ・コーポレーション（Ｈ.Ｋ.）リミテッドについては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）

の連結売上高に占める割合が100分の10を超えております。

名　　　称

主要な損益情報等

売上高
（千円）

経常利益
（千円）

当期純利益
（千円）

純資産額
（千円）

総資産額
（千円）

リケイ・コーポレーション

（Ｈ.Ｋ.）リミテッド
5,806,197 70,015 56,442 88,054 1,059,618
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２．経営方針

１．会社の経営の基本方針

　当社グループは、社会変革を先取りした発想と先端技術で、お客様のニーズに対応したソリューションを提供し、

高度情報化社会に貢献いたします。

　その活動にあたっては、法令遵守、経営資源の有効活用と収益性向上により企業価値を高め、株主、取引先、従業

員とともに繁栄し、豊かな社会づくりに貢献すること、ならびに地球環境保全に積極的に取り組むことを、経営の基

本方針としております。

２．会社の利益配分に関する基本方針

　当社の利益配分は、収益状況に応じた利益配分の実施と、将来の事業展開を考慮しての財務内容の充実をあわせ勘

案し、長期にわたり安定して株主の利益に報いることを基本方針としております。

　内部留保金につきましては、長期的展望に立った新規事業の開発活動および技術力の強化などの投資に活用し、企

業体質と企業競争力のさらなる強化に取り組んでまいります。

　当期においては、１株当たり年間配当金を10円（うち中間配当金５円）とする予定です。

３．目標とする経営指標

　経営指標としては、株主資本利益率（ＲＯＥ）を重視しており、以下の重点分野への集中投資ならびに収益性の向

上、財務体質の強化を図り、ＲＯＥ６％以上の達成を目指しております。

４．中長期的な会社の経営戦略

　当社グループは、これからのブロードバンド社会に対応した情報化技術（IT＝インフォメーション・テクノロジー）

を中心としたソリューション・プロバイダーを目指し、主として以下の重点分野に経営資源を集中いたします。

（1）システムソリューション

　サーバー、ストレージ、ネットワーク監視ソフトウェア等から成る災害時のITシステムバックアップを目的と

したディザスター・リカバリーソリューションを、通信、メディア、電力・ガス等公益分野を対象に拡販いたし

ます。

　また、官公庁および民間の研究分野において、スーパーコンピュータを含めた高速計算機環境を提供すべく、

HPC（ハイパフォーマンスコンピューティング）分野の拡販を強化いたします。より低価格かつ高性能なコン

ピューティング環境を求める顧客には、Infinibandをはじめとするクラスタ・統合基盤を提案するなど、多様な

ソリューションを紹介しております。

（2）J-ALERTプロジェクト

　J-ALERT（全国瞬時警報システム）プロジェクトにつき、IT業界において衛星通信関連のユニークなソリュー

ション提案力を有するベンダーとして、全国1800余りの市町村向けに受信端末の拡販を開始いたします。また、

単に送信機や受信端末等ハードウェアのみを販売するにとどまらず、制御ソフトウェア搭載端末システムを自社

で開発することにより、マルチキャスト系のトータルソリューション・ベンダーとして高機能端末環境を提供し、

付加価値を高めたビジネスを展開いたします。

（3）情報セキュリティソリューション

　「ウィニー」やウイルスによる企業からの情報流出事件の増加や経済環境の好転を機に、情報セキュリティ関

連の投資が増加しております。当社では昨年４月より施行された個人情報保護法を追い風に、企業および自治体

向けに顧客情報、住民情報などの情報資産の流出を防止する米国Verdasys社の情報漏洩防止ソフトウェアを始め、

世間で大きな問題となっているスパイウェア、スパムメールやフィッシングメール等の対策として、英国

Surfcontrol社の製品を販売するなど、情報セキュリティ分野のソリューションを拡充・強化しております。

（4）製品開発・設計ソリューション

　製造業向けCADシステムの販売強化を行ってまいります。米国PTC社製CADソフトを、PTCジャパン株式会社と提

携し拡販していくとともに、VAR（付加価値提供リセラー）として製造業における製品開発・設計上のソリュー

ション提供を強化してまいります。

（5）部品機器事業の強化

　新規ラインとして取り扱い始めた米国Leadis社製携帯電話用LCDドライバや、同じく米国Fastec Imaging社製

産業用高速度デジタルカメラの拡販を進めております。また、米国Inphi社製メモリーバッファや光通信モジュー

ル用部品の販売は軌道に乗り、利益に着実に貢献できる事業の柱の一つとなりつつあります。
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５．会社の対処すべき課題

　以上の経営戦略を実行するにあたり、第50期より当社が対処していかねばならない課題には、次のような事項があ

ります。

（1）システムソリューション事業の高付加価値化

　当社の主要顧客層である文教分野においては、少子化の影響等により大学が統合されるなど、企業間競争は

益々厳しくなっております。システムソリューション事業においてはディザスター・リカバリー、HPC（ハイパ

フォーマンスコンピューティング）、Infinibandをはじめとするクラスタ・統合インフラソリューション、情報

漏洩対策ソリューションやユーザー認証、ディスクレスソリューション等を、主に民間企業向けに拡販すること

に注力し、利益率を向上させることが課題と考えております。 

（2）技術部門の体制強化

　エンジニアが部門および会社の収益に対する関心を高め、業績が向上するために自分はどう貢献することがベ

ストかを常に考える土壌を形成することが課題と考えております。そのために、技術部門の目標および成果につ

き計数化し、エンジニア個々人および組織としてのスキルアップと意識改革を図り、より質の高いサービス・サ

ポートを迅速に提供できる体制を整備いたします。

（3）新規製品ラインの開発

　当社グループの付加価値を増大させるには、絶えず製品のラインナップを刷新し、独自のソリューションによ

る新規事業を立ち上げていくことが必要です。電子部品および機器の分野を始め、システムおよびネットワーク

ソリューション分野における新規製品ラインの開拓を増強すべく「企画開発部」を設置し、新規製品ラインの拡

充および新規事業の立ち上げに専心してまいります。

（4）組織力の向上および人材育成

　事業統括本部を便宜的に４つに分割し、事業分野ごとに機動力のある運営を行います。また、執行役員を始め

とする管理職を増員し、組織基盤を強化いたしました。人材育成の面では、管理職や社員の階層別集合研修を定

期的に実施するとともに、若手社員の中から幹部候補生を選抜し、早期に経営参画や事業運営の教育の場を与え、

将来の経営を担う人材として意欲向上および意識改革を図ります。これらの諸策により、グローバル化、プロ

フェッショナル化する時代の流れに乗れる、自立した人材を育成することが急務と考えております。

６．親会社等に関する事項

当該事項はありません。

７．その他、会社の経営上の重要な事項

当該事項はありません。
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３．経営成績及び財政状態

１．当期の概況

　当期のわが国の経済は、輸出の伸び悩みや原油価格の高騰等が懸念されましたが、個人消費や設備投資の堅調さか

ら景気は回復基調で推移しました。

　当社グループを取り巻くIT業界におきましては、企業の情報セキュリティへの投資が益々増加するとともに、続発

する自然災害、特に津波や地震等の被害が企業に与える影響に鑑み、災害時のITシステム復旧対策や緊急連絡体制の

確立に対する関心が高まりました。

  このような環境下、当社グループは、引き続き日本アイ・ビー・エム株式会社（IBM社）と人事交流を継続し協業体

制を強化する一方、単に製品やシステムを販売するに留まらず、システム提案から開発、保守、運用等の一貫したサー

ビスを提供する、いわゆるアカウントサービス／サポートを主体としたソリューションプロバイダーとしての地位を

確立すべく、昨年４月にその中核となる組織として「システム技術部」を新設し、顧客サポートの体制強化を図りま

した。また、当社グループの付加価値を増大させるべく、顧客情報など社内の情報資産の流出を防止する企業向け情

報漏洩対策ソリューションや、災害時のITシステムバックアップを目的としたディザスター・リカバリーソリューショ

ン、緊急時の衛星通信連絡網等、独自ソリューションの拡販に注力してまいりました。

  この結果、当連結会計年度の業績はIBM社との協業による公共事業向けシステム製品販売が増加するとともに、中国

（香港）向け液晶の販売が好調に推移し、当期の売上高は244億6百万円（前年同期205億７千９百万円）と増加いたし

ました。

  損益面につきましては、売上高の増加に伴い、営業利益１億３千１百万円（前年同期営業利益３千６百万円）、経

常利益３千１百万円（前年同期経常損失７百万円）となり、当期純利益は２千４百万円（前年同期純利益１千４百万

円）となりました。

  事業別の状況は次のとおりです。

  ITソリューション・サービス事業におきましては、大学向けソリューションシステムおよび製造業向け３次元機械

CADシステムの販売が伸び悩みましたものの、前述のとおり、公共事業向けシステム製品販売が大幅に増加し、売上高

は158億１千５百万円（前年同期150億５百万円）と増加いたしましたが、公共事業向け案件は競争が厳しく、営業損

失は６千８百万円（前年同期営業損失１億９千万円）となりました。

 　一方、電子部品及び機器事業におきましては、国内における部品及び機器販売は伸び悩みましたが、中国（香港）

向け液晶の販売が増加し、売上高は85億９千１百万円（前年同期55億７千３百万円）、営業利益は２億４千５百万円

（前年同期営業利益２億２千７百万円）となりました。

  所在地別セグメントにつきましては以下のとおりです。

  日本においては、公共事業向けシステム製品販売が増加し、売上高は178億５千３百万円（前年同期174億９千３百

万円）、営業利益は４千７百万円（前年同期営業利益７百万円）となりました。

  中国においては、知育玩具用液晶およびPHS用半導体の販売が増加し、売上高は58億５百万円（前年同期24億７千６

百万円）、営業利益は７千６百万円（前年同期営業利益１千２百万円）となりました。

  アジアにおいては、業務端末用の電子部品販売が好調に推移し、売上高は６億５千１百万円（前年同期４億７千４

百万円）、営業利益は１千３百万円（前年同期営業損失１百万円）となりました。

  米国においては、光通信用部品の販売が低迷し、売上高は９千６百万円（前年同期１億３千５百万円）、営業損失

は１千４百万円（前年同期営業利益１千万円）となりました。
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２．財政状態

　当期の営業活動によるキャッシュ・フローについては、売上債権の減少、仕入債務の増加による収入増加があった

ものの、たな卸資産、仕入に関する前渡金の増加により15億３百万円の減少（前年同期25億２百万円の減少）となり

ました。

　投資活動によるキャッシュ・フローについては、主として投資有価証券の売却等による収入により、１億４千１百

万円の増加（前年同期７億８千１百万円の増加）となりました。

　財務活動によるキャッシュ・フローについては、配当金の支払があったものの借入金の増加により18億８千５百万

円の増加（前年同期４億６千６百万円の増加）となりました。

　この結果、現金及び現金同等物の当期末残高は、前期末に比べ４億８千３百万円増の22億２百万円となりました。

　なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

第46期
平成15年３月期

第47期
平成16年３月期

第48期
平成17年３月期

第49期
平成18年３月期

自己資本比率（％） 61.2 58.4 61.5 51.5

時価ベースの自己資本比率（％） 23.5 31.0 43.2 46.1

債務償還年数（年） 0.2 － － －

インタレスト・カバレッジ・レシオ 122.7 － － －

（注）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

債務償還年数：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／利払い

１．各指標は、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。

２．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数により計算しております。

３．営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用し

ております。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全ての負債

を対象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用

しております。

４．債務償還年数は、平成16年３月、平成17年３月および平成18年３月については、営業活動によるキャッ

シュ・フローがマイナスのため記載しておりません。

５．インタレスト・カバレッジ・レシオは、平成16年３月、平成17年３月および平成18年３月については、営

業活動によるキャッシュ・フローがマイナスのため記載しておりません。

３．事業等のリスク

（1）新製品の開発スケジュールの遅延または瑕疵

　当社グループは、海外の最先端商品を絶え間なく発掘し、新製品による需要喚起により市場開拓を推進しており

ますが、海外メーカー側において新製品開発のスケジュール遅延、または新製品の瑕疵が発生した場合は、当社グ

ループの損益に影響を及ぼす可能性があります。

（2）販売代理店契約終了

　当社グループは、国内外のメーカーと販売代理店契約を締結しておりますが、メーカー側の事情により同契約が

一方的に打ち切られる場合があります。当社グループとしては、売上げが特定メーカーに偏重することなく、新分

野の営業開拓を推進しておりますが、主力製品の販売代理店契約終了は、当社グループの業績に影響を与えます。

（3）価格競争

　当社グループが製品を販売・供給するIT業界は技術交代・技術革新のスピードが速く、競争は極めて厳しいもの

となっております。当社グループは常に国内外の最新情報を収集し、価格競争力のある最先端技術の製品投入に努

めておりますが、他メーカーの参入により、価格低減競争に至る場合があります。このような場合、当社グループ

の収益性は低下し、業績に影響を与えます。
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（4）人材確保および育成

　当社グループの事業成長と収益拡大は有能な人材に依存します。交渉力・販売力のある営業員、技術力のあるエ

ンジニアやスペシャリストの確保と育成は、当社グループの重要な人的資産です。そのため、有能な人材の流出な

どがある場合には、当社グループの成長および業績に影響を与えます。

４．次期の見通し

　IT業界におきましては、民間企業向けに情報セキュリティ、災害時復旧対策等 危機管理のための投資が上向くとと

もに、2011年のデジタル放送完全移行に向けて、衛星・放送関連の設備投資が増加していくことが予想されます。

　しかしながら、大学官公庁等独立行政法人向けおよび公共事業向けシステム販売は競争の激化により、企業間の競

争は益々厳しいものとなることが予想されます。

　このような状況下、当社グループは、顧客のニーズを的確に把握し、常に満足頂けるソリューションを提供するベ

ンダーとして、グループ一丸となって業績回復に尽力を続けてまいります。

　次期の連結の業績につきましては、売上高280億円、経常利益３億７千万円、当期純利益２億２千万円を見込んでお

ります。

　また、個別の業績につきましては、売上高240億円、経常利益２億４千万円、当期純利益１億１千万円を見込んでお

ります。
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４．連結財務諸表等
(1) 連結貸借対照表

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
(千円)

（資産の部）  

Ⅰ．流動資産  

1.現金及び預金 2,278,566 2,762,280 483,714

2.受取手形及び売掛金 5,385,359 4,173,898 △1,211,461

3.たな卸資産 594,723 1,392,858 798,134

4.前渡金 639,962 2,943,508 2,303,546

5.繰延税金資産 151,847 87,376 △64,471

6.その他 112,332 104,653 △7,679

貸倒引当金 △1,882 △9,107 △7,224

流動資産合計 9,160,910 76.0 11,455,469 82.3 2,294,559

Ⅱ．固定資産  

1.有形固定資産 ※１  

(1）建物及び構築物 562,849 527,076 △35,772

(2）機械装置及び運搬具 5,871 16,354 10,483

(3）工具器具及び備品 119,930 97,205 △22,725

(4）土地 ※２ 501,348 486,589 △14,759

有形固定資産合計 1,190,000 9.9 1,127,226 8.1 △62,773

2.無形固定資産 146,855 1.2 112,277 0.8 △34,578

3.投資その他の資産  

(1）投資有価証券 581,079 254,112 △326,966

(2）長期差入保証金 333,806 328,665 △5,140

(3）保険積立金 537,311 513,285 △24,025

(4）繰延税金資産 31,603 73,363 41,760

(5）その他 63,833 60,508 △3,324

投資その他の資産合計 1,547,633 12.9 1,229,935 8.8 △317,698

固定資産合計 2,884,489 24.0 2,469,439 17.7 △415,050

資産合計 12,045,399 100.0 13,924,908 100.0 1,879,509
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前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
(千円)

（負債の部）  

Ⅰ．流動負債  

1.支払手形及び買掛金 3,212,781 3,399,269 186,488

2.短期借入金 600,000 2,600,000 2,000,000

3.未払法人税等 19,259 30,309 11,050

4.その他 532,555 407,868 △124,687

流動負債合計 4,364,595 36.2 6,437,447 46.2 2,072,851

Ⅱ．固定負債  

1.繰延税金負債 84 8,357 8,272

2.退職給付引当金 215,727 237,223 21,496

3.役員退職慰労引当金 63,025 74,875 11,850

固定負債合計 278,837 2.3 320,456 2.3 41,618

負債合計 4,643,433 38.5 6,757,903 48.5 2,114,470

 

（資本の部）  

Ⅰ．資本金 ※３ 3,241,696 26.9 3,241,696 23.3 －

Ⅱ．資本剰余金 3,033,771 25.2 3,053,345 21.9 19,574

Ⅲ．利益剰余金 1,488,764 12.4 1,367,007 9.8 △121,757

Ⅳ．土地再評価差額金 ※２ △459,434 △3.8 △448,995 △3.2 10,438

Ⅴ．その他有価証券評価差額
金

300,069 2.5 123,173 0.9 △176,895

Ⅵ．為替換算調整勘定 △46,987 △0.4 △15,197 △0.1 31,789

Ⅶ．自己株式 ※４ △155,913 △1.3 △154,024 △1.1 1,888

資本合計 7,401,966 61.5 7,167,004 51.5 △234,961

負債、少数株主持分及び
資本合計

12,045,399 100.0 13,924,908 100.0 1,879,509

10



(2) 連結損益計算書

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
(千円)

Ⅰ．売上高 20,579,069 100.0 24,406,785 100.0 3,827,715

Ⅱ．売上原価 17,856,578 86.8 21,556,456 88.3 3,699,877

売上総利益 2,722,491 13.2 2,850,329 11.7 127,838

Ⅲ．販売費及び一般管理費       

1.広告宣伝費 38,182 34,801  

2.役員報酬及び従業員給与
賞与

1,325,079 1,366,524  

3.退職給付引当金繰入額 90,447 79,292  

4.役員退職慰労引当金繰入
額

11,541 11,850  

5.福利厚生費 184,727 191,382  

6.旅費交通費 157,731 156,490  

7.通信費 63,273 58,899  

8.賃借料 297,441 276,754  

9.減価償却費 127,795 113,404  

10.貸倒引当金繰入額 － 8,051  

11.その他 389,812 2,686,033 13.1 420,895 2,718,348 11.2 32,315

営業利益 36,458 0.1 131,981 0.5 95,523

Ⅳ．営業外収益  

1.受取利息 2,858 6,246  

2.受取配当金 8,591 6,700  

3.保険配当金 1,734 1,869  

4.駐車場収入 2,099 2,306  

5.その他 6,718 22,002 0.1 3,669 20,792 0.1 △1,209

Ⅴ．営業外費用  

1.支払利息 8,566 16,370  

2.保険積立金契約変更損 44,427 43,178  

3.為替差損 － 58,554  

4.その他 12,940 65,935 0.2 3,613 121,716 0.5 55,781

経常利益（△損失） △7,474 △0.0 31,057 0.1 38,532
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前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
(千円)

Ⅵ．特別利益  

1.貸倒引当金戻入益 2,944 124  

2.投資有価証券売却益 570,657 205,064  

3.その他 260 573,861 2.7 3,881 209,071 0.9 △364,790

Ⅶ．特別損失  

1.固定資産除却損 ※１ 6,084 250  

2.役員退職慰労引当金繰入
額

25,741 －  

3.役員退職慰労金 461,535 －  

4.投資有価証券評価損 － 27,950  

5.減損損失 ※２ － 14,759  

6.その他 8,051 501,413 2.4 1,561 44,522 0.2 △456,890

税金等調整前当期純利
益

64,974 0.3 195,606 0.8 130,632

法人税、住民税及び事
業税

18,961 18,554  

過年度法人税、住民税
及び事業税

23,175 －  

法人税等調整額 7,877 50,015 0.2 152,596 171,150 0.7 121,135

当期純利益 14,959 0.1 24,455 0.1 9,496
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(3) 連結剰余金計算書

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減
(千円)

（資本剰余金の部）  

Ⅰ．資本剰余金期首残高 3,032,709 3,033,771 1,061

Ⅱ．資本剰余金増加高    

 1. 資本準備金減少差益 －  2,222,285   

 2. 自己株式処分差益 1,061 1,061 19,574 2,241,860 2,240,798

Ⅲ．資本剰余金減少高

 1. 資本準備金取崩額 － － 2,222,285 2,222,285 2,222,285

Ⅳ．資本剰余金期末残高 3,033,771 3,053,345 19,574

（利益剰余金の部）

Ⅰ．利益剰余金期首残高 1,609,408 1,488,764 △120,644

Ⅱ．利益剰余金増加高

 1．当期純利益 14,959 14,959 24,455 24,455 9,496

Ⅲ．利益剰余金減少高

 1．配当金 135,603 135,774   

 2．土地再評価差額金取崩額 － 135,603 10,438 146,212 10,609

Ⅳ．利益剰余金期末残高 1,488,764 1,367,007 △121,757
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(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減
(千円)

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 

税金等調整前当期純利益 64,974 195,606 130,632

減価償却費 128,227 113,518 △14,708

貸倒引当金の増減額 △2,944 6,451 9,396

退職給付引当金の増加額 42,507 21,496 △21,010

役員退職慰労引当金の
増減額

△549,854 11,850 561,704

受取利息及び受取配当金 △11,449 △12,946 △1,497

支払利息 8,566 16,370 7,803

保険積立金契約変更損 44,427 43,178 △1,249

固定資産除却損 6,084 250 △5,833

投資有価証券売却益 △570,657 △205,064 365,592

投資有価証券評価損 － 27,950 27,950

減損損失 － 14,759 14,759

売上債権の増減額 △1,021,382 1,287,629 2,309,012

たな卸資産の増減額 773,288 △747,228 △1,520,516

前渡金の増加額 △419,139 △2,300,670 △1,881,531

その他流動資産の増減額 △42,921 25,332 68,254

仕入債務の増減額 △606,152 130,074 736,226

未払消費税等の増減額 90,555 △70,195 △160,751

未収消費税等の減少額 7,708 － △7,708

その他流動負債の減少額 △139,902 △48,162 91,739

その他 4,326 △3,151 △7,477

小計 △2,193,737 △1,492,952 700,784

利息及び配当金の受取額 10,921 12,568 1,646

利息の支払額 △8,455 △18,163 △9,707

法人税等の支払額 △310,906 △4,473 306,433

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

△2,502,177 △1,503,020 999,156
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前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減
(千円)

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

△30,000 △4 29,995

有形固定資産の取得によ
る支出

△21,437 △26,743 △5,305

無形固定資産の取得によ
る支出

△33,577 △9,250 24,327

投資有価証券の取得によ
る支出

△18,876 － 18,876

投資有価証券の売却によ
る収入

873,001 186,972 △686,029

長期前払費用の支出 △3,719 － 3,719

保険積立金支出 △40,870 △34,440 6,429

保険積立金解約収入 49,684 16,809 △32,875

差入保証金解約による
収入

9,361 8,058 △1,303

その他 △2,515 573 3,088

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

781,051 141,975 △639,076

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

短期借入金の純増額 600,000 2,000,000 1,400,000

自己株式の純増額 2,581 21,463 18,881

配当金の支払額 △136,102 △135,689 413

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

466,478 1,885,773 1,419,294

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る
換算差額

11,826 △41,017 △52,843

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減
額

△1,242,820 483,710 1,726,530

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首
残高

2,961,386 1,718,566 △1,242,820

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末
残高

※ 1,718,566 2,202,276 483,710
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社の数及び連結子会社名

　５　社

連結子会社の数及び連結子会社名

　４　社

　リケイ・コーポレーション・オブ・

アメリカ

　リケイ・コーポレーション（Ｈ.

Ｋ.）リミテッド

　リケイ・コーポレーション（シンガ

ポール）Ｐｔｅ.Ｌｔｄ.

　日本ログフォース株式会社

　理経電子貿易(上海)有限公司

　リケイ・コーポレーション・オブ・

アメリカ

　リケイ・コーポレーション（Ｈ.

Ｋ.）リミテッド

　リケイ・コーポレーション（シンガ

ポール）Ｐｔｅ.Ｌｔｄ.

　日本ログフォース株式会社

　

  理経電子貿易（上海）有限公司は、

清算結了により、連結の範囲から除外

しております。

２．連結子会社の事業年度等

に関する事項

　連結子会社のうち、理経電子貿易

(上海)有限公司の決算日は12月31日で

あります。

　連結財務諸表の作成に当たっては、

連結決算日現在で実施した仮決算に基

づく財務諸表を使用しております。

　すべての連結子会社の事業年度の

末日は、連結決算日と一致しており

ます。

３．会計処理基準に関する事項 (1）重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

その他有価証券 その他有価証券

時価のあるもの

　期末決算月の平均市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部資本直入法

により処理し、売却原価は移動平均法

により算定）

時価のあるもの

同　　左

時価のないもの

　移動平均法による原価法

時価のないもの

同　　左

②　たな卸資産 ②　たな卸資産

当社および国内連結子会社

　個別法（ただし、一部の商品につい

ては移動平均法）による原価法

当社および国内連結子会社

同　　左

在外連結子会社

　主に個別法または先入先出法による

低価法

在外連結子会社

　個別法または先入先出法による低価

法

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 (2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

①　有形固定資産 ①　有形固定資産

当社および国内連結子会

社
定率法

在外連結子会社 定額法

同　　左

　なお、主な耐用年数は次のとおりで

あります。

建物及び構築物 15～40年

機械装置及び運搬具 ５～６年

工具器具及び備品 ４～15年
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項目
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

②　無形固定資産 ②　無形固定資産

　定額法 同　　左

　なお、ソフトウェアの減価償却の方

法は次のとおりであります。

　市場販売目的のソフトウェアについ

ては、見込販売期間(３年以内)におけ

る見込販売数量に基づく償却額と販売

可能な残存販売期間に基づく均等配分

額を比較し、いずれか大きい額を計上

する方法によっております。自社利用

のソフトウェアについては、社内にお

ける利用可能期間(５年)に基づく定額

法によっております。

(3）重要な引当金の計上基準 (3）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金 ①　貸倒引当金

　当社および国内連結子会社は、債権

の貸倒れによる損失に備えるため、一

般債権については貸倒実績率等に基づ

き、貸倒懸念債権等特定の債権につい

ては個別に回収可能性を検討し、回収

不能見込額を計上しております。

　在外連結子会社は、主として特定の

債権についてその回収可能性を勘案し

た所要見積額を計上しております。

同　　左

②　退職給付引当金 ②　退職給付引当金

　当社において従業員の退職給付に備

えるため、当連結会計年度末における

退職給付債務および年金資産の見込額

に基づき計上しております。

　なお、会計基準変更時差異（299,775

千円）については、15年による按分額

を費用処理しております。

　数理計算上の差異は、その発生時の

従業員の平均残存勤務期間以内の一定

年数(８年)による定額法により按分し

た額を、それぞれ発生の翌連結会計年

度から費用処理することとしておりま

す。

　当社において従業員の退職給付に備

えるため、当連結会計年度末における

退職給付債務および年金資産の見込額

に基づき計上しております。

　なお、会計基準変更時差異（299,775

千円）については、15年による按分額

を費用処理しております。

　過去勤務債務は、その発生時におけ

る従業員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（８年）による定額法により

按分した額を費用処理しております。

　数理計算上の差異は、その発生時の

従業員の平均残存勤務期間以内の一定

年数(８年)による定額法により按分し

た額を、それぞれ発生の翌連結会計年

度から費用処理することとしておりま

す。

（追加情報）

　当社は、平成17年５月に退職金規程

をポイント制退職金制度に改正いたし

ました。この改正により、退職給付債

務が2,355千円減少（過去勤務債務の

発生）しております。
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項目
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

③　役員退職慰労引当金 ③　役員退職慰労引当金

　役員の退職に伴い支給する役員退職

慰労金に備え、当社は内規に基づく期

末要支給額の100％相当額を計上して

おります。

　（会計処理の変更）

　当社において従来、役員退職慰労引

当金の計上方法は、内規に基づく期末

要支給額の50％相当額を計上しており

ましたが、当連結会計年度から期末要

支給額の100％相当額を計上する方法

に変更いたしました。　

　この変更は、役員構成の変化および

在任役員の平均任期年数等の減少によ

る支払の発生を勘案し、期間損益の一

層の適正化と財務体質の健全化を図る

ためであります。

　なお、この変更により、当連結会計

年度の発生額5,770千円を販売費及び

一般管理費に計上し、過年度期間対応

分の全額25,741千円を特別損失に計上

しております。

　この結果、従来の方法によった場合

と比較し、営業利益は5,770千円少な

く、経常損失は5,770千円多く、税金

等調整前当期純利益は31,512千円少な

く計上されております。

同　　左

 

 

 

　　　　──────

 

(4）重要なリース取引の処理方法 (4）重要なリース取引の処理方法

　リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。

同　　左

(5）重要なヘッジ会計の方法 (5）重要なヘッジ会計の方法

　外貨建債権債務ならびに将来の外貨

建取引契約に対して、為替レートの変

動から生じるリスクをヘッジする目的

で、為替予約を利用しております。こ

の取引については、金融商品に係る会

計基準におけるヘッジ会計を適用して

おります。

　なお、為替予約については振当処理

を適用しておりますが、同一通貨建に

よる同一期日の為替予約に限定してお

り、その後の為替相場の変動による相

関関係が確保されているため有効性の

評価を省略しております。

同　　左
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項目
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(6）その他連結財務諸表作成のための基本

となる重要な事項

(6）その他連結財務諸表作成のための基本

となる重要な事項

　　消費税等の会計処理方法 　　消費税等の会計処理方法

　消費税等の会計処理は、税抜方式に

よっております。

同　　左

４．利益処分項目等の取扱い

に関する事項

　利益処分又は損失処理については、

連結会計年度に確定した額を連結剰余

金計算書に計上しております。

同　　左

５．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金

および容易に換金可能であり、かつ、

価値の変動について僅少なリスクしか

負わない取得日から３ヶ月以内に償還

期限の到来する短期投資からなってお

ります。

同　　左

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

────── （固定資産の減損に係る会計基準）

　当連結会計年度より、固定資産の減損に係る会計基

準（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する

意見書」（企業会計審議会　平成14年８月９日））及

び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企

業会計基準適用指針第６号　平成15年10月31日）を適

用しております。

　この結果、従来の方法によった場合と比較し、減損

損失14,759千円を特別損失に計上したことにより、税

金等調整前当期純利益は同額減少しております。

　なお、減損損失累計額については、改正後の連結財

務諸表規則に基づき各資産の金額から直接控除してお

ります。
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表示方法の変更

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

（連結貸借対照表） （連結貸借対照表）

　前連結会計年度まで流動資産の「その他」に含めて表示

しておりました「前渡金」は、当連結会計年度において、

資産の総額の５/100を超えたため独立掲記しております。

　なお、前連結会計年度の「前渡金」は220,532千円であ

ります。

──────

（連結損益計算書） （連結損益計算書）

　前連結会計年度まで特別損失に独立掲記しておりました

「特別退職金」は特別損失の総額の10/100以下となったた

め、「その他」に含めて表示しております。

　なお、当連結会計年度の「特別退職金」は1,556千円で

あります。

　前連結会計年度まで営業外費用の「その他」に含めてお

りました「為替差損」は営業外費用の10/100を超えたため、

独立掲記しております。

　なお、前連結会計年度の「為替差損」は3,852千円であ

ります。

（連結キャッシュ・フロー計算書） （連結キャッシュ・フロー計算書）

　前連結会計年度において営業活動によるキャッシュ・フ

ローの「その他流動資産の増加額」に含めて表示しており

ました「前渡金の増加額」は、当連結会計年度において、

重要性が増したため独立掲記しております。

　なお、前連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フ

ローの「その他」に含めておりました「前渡金の増加額」

は△99,380千円であります。

──────
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

※１．有形固定資産から直接控除した ※１．有形固定資産から直接控除した

減価償却累計額の合計額 1,253,698千円 減価償却累計額の合計額 1,277,011千円

※２．土地の再評価 ※２．土地の再評価

　「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日

公布法律第34号）および「土地の再評価に関する法律

の一部を改正する法律」（平成13年３月31日公布法律

第19号）に基づき、事業用の土地の再評価を行い、再

評価差額については「土地再評価差額金」として資本

の部に全額を計上しております。

　「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日

公布法律第34号）および「土地の再評価に関する法律

の一部を改正する法律」（平成13年３月31日公布法律

第19号）に基づき、事業用の土地の再評価を行い、再

評価差額については「土地再評価差額金」として資本

の部に全額を計上しております。

再評価の方法 再評価の方法

　「土地の再評価に関する法律施行令」（平成10年

３月31日公布政令第119号）第２条第４号に定める

地価税法第16条に規定する地価税の課税価格の計算

の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長

官が定めて公表した方法により算定した価額に合理

的な調整を行って算定する方法によっております。

　「土地の再評価に関する法律施行令」（平成10年

３月31日公布政令第119号）第２条第４号に定める

地価税法第16条に規定する地価税の課税価格の計算

の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長

官が定めて公表した方法により算定した価額に合理

的な調整を行って算定する方法によっております。

再評価を行った年月日 平成14年３月31日

再評価を行った土地の期末

における時価と再評価後の

帳簿価額との差額

△124,628千円

再評価を行った年月日 平成14年３月31日

再評価を行った土地の期末

における時価と再評価およ

び減損損失計上後の帳簿価

額との差額

△125,363千円

※３．当社の発行済株式総数 ※３．　　　　　　　 同　　左

普通株式 14,254,721株

※４．当社が保有する自己株式数 ※４．当社が保有する自己株式数

普通株式 682,822株 普通株式 531,902株
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１．　固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。 ※１．　固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。

建物 1,579千円

工具器具及び備品 4,504千円

　計 6,084千円

建物及び構築物 52千円

工具器具及び備品 198千円

　計 250千円

※２．　　　　　　　────── ※２.　減損損失

　当連結会計年度において、当社グループは以下の資

産グループについて減損損失を計上しております。

（減損損失を認識した資産の概要）

場所 用途 種類

 群馬県　　

 長野原町
遊休資産 土地

 長野県

 軽井沢町
遊休資産 土地

（グルーピングの方法）

　当社グループは原則として管理会計上の区分を基準

にグルーピングを行い、賃貸資産および遊休資産につ

いては各物件単位でグルーピングしております。

（減損損失を認識するに至った経緯）

　遊休資産の土地の価額が下落していることにより、

帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減

損損失（14,759千円）として特別損失に計上しており

ます。

（減損損失の金額）

土地 14,759千円

（回収可能価額の算定方法）

　回収可能価額は正味売却価額より測定しており、不

動産鑑定評価基準に基づいた不動産鑑定士からの評価

額を基準としております。

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日

至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

※　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

（平成17年３月31日現在） （平成18年３月31日現在）

現金及び預金勘定 2,278,566千円

預入期間が３ヶ月を超える定期

預金
△560,000千円

現金及び現金同等物 1,718,566千円

現金及び預金勘定 2,762,280千円

預入期間が３ヶ月を超える定期

預金
△560,004千円

現金及び現金同等物 2,202,276千円

（リース取引関係）

　ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。
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（有価証券関係）

前連結会計年度（平成17年３月31日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額
（千円）

差額（千円）

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えるも

の

(1）株式 1,816 507,749 505,933

(2）債券 － － －

① 国債・地方債等 － － －

② 社債 － － －

③ その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 1,816 507,749 505,933

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えない

もの

(1）株式 － － －

(2）債券 － － －

① 国債・地方債等 － － －

② 社債 － － －

③ その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 － － －

合計 1,816 507,749 505,933

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自　平成16年４月１日　至　平成17年３月31日）

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

573,609 570,657 －

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 73,329
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当連結会計年度（平成18年３月31日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額
（千円）

差額（千円）

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えるも

の

(1）株式 1,055 208,339 207,283

(2）債券 － － －

① 国債・地方債等 － － －

② 社債 － － －

③ その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 1,055 208,339 207,283

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えない

もの

(1）株式 － － －

(2）債券 － － －

① 国債・地方債等 － － －

② 社債 － － －

③ その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 － － －

合計 1,055 208,339 207,283

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

205,825 205,064 －

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 45,772

（注）その他有価証券で時価評価されていない株式について減損処理を行い、投資有価証券評価損27,950千円を計上し

ております。

　　　なお、当該株式の減損にあたっては、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除き、実質価額が簿

価に比べて50％以上下落しているものにつき減損処理を行っております。

（デリバティブ取引関係）

　ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。
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（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として、適格退職年金制度および退職一時金制度を設けております。

　勤続10年以上の従業員に対しては外部拠出した適格退職年金から、退職金（一時金または年金）が支払われます。

２．退職給付債務に関する事項

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

イ．退職給付債務（千円） △585,261 △525,523

ロ．年金資産（千円） 139,772 122,071

ハ．未積立退職給付債務（イ＋ロ）（千円） △445,488 △403,451

ニ．会計基準変更時差異の未処理額（千円） 199,850 179,865

ホ．未認識数理計算上の差異（千円） 29,911 △11,551

ヘ．未認識過去勤務債務（債務の減額）

（千円）
－ △2,085

ト．連結貸借対照表計上額純額

（ハ＋ニ＋ホ＋ヘ）（千円）
△215,727 △237,223

チ．前払年金費用（千円） － －

リ．退職給付引当金（ト－チ）（千円） △215,727 △237,223

３．退職給付費用に関する事項

前連結会計年度
（自平成16年４月１日
至平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自平成17年４月１日
至平成18年３月31日）

イ．勤務費用（千円） 45,074 37,920

ロ．利息費用（千円） 17,180 14,631

ハ．期待運用収益（千円） △5,555 △3,494

ニ．会計基準変更時差異の費用処理額（千円） 19,985 19,985

ホ．数理計算上の差異の費用処理額（千円） 13,763 10,230

ヘ．過去勤務債務の費用処理額（千円） － △269

ト．退職給付費用（イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ）

（千円） 90,447 79,002

（注）臨時に支払った割増退職金（千円） 1,556 290

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 期間定額基準

割引率（％） 2.5 2.5

期待運用収益率（％） 2.5 2.5

過去勤務債務の額の処理年数（年） － ８

数理計算上の差異の処理年数（年） ８ ８

会計基準変更時差異の処理年数（年） 15 15
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（注）１．過去勤務債務は、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により按分

した額を費用処理しております。

２．数理計算上の差異は、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により

按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしております。

（税効果会計関係）

前連結会計年度
(平成17年３月31日)

当連結会計年度
(平成18年３月31日)

①繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

①繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

(繰延税金資産) (単位：千円)

会員権 15,277

未払賞与 23,193

退職給付引当金 87,779

役員退職慰労引当金 25,644

税務上の繰越欠損金 228,262

外国税額控除 51,585

その他 25,391

繰延税金資産小計 457,133

評価性引当額 △67,817

繰延税金資産合計 389,315

(繰延税金負債)

その他有価証券評価差額金 △205,864

その他 △84

繰延税金負債合計 △205,949

繰延税金資産の純額 183,366

(繰延税金資産) (単位：千円)

会員権 10,475

未払賞与 24,414

退職給付引当金 96,526

役員退職慰労引当金 30,466

投資有価証券評価損 11,372

関係会社株式評価損 21,632

減損損失 6,005

税務上の繰越欠損金 57,557

その他 31,348

繰延税金資産小計 289,799

評価性引当額 44,554

繰延税金資産合計 245,244

(繰延税金負債)

その他有価証券評価差額金 △84,503

その他 △8,357

繰延税金負債合計 △92,861

繰延税金資産の純額 152,382

（注）当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連

結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

（注）当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連

結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

流動資産 ― 繰延税金資産 151,847千円

固定資産 ― 繰延税金資産 31,603千円

固定負債 ― 繰延税金負債 △84千円

流動資産 ― 繰延税金資産 87,376千円

固定資産 ― 繰延税金資産 73,363千円

固定負債 ― 繰延税金負債 △8,357千円

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

の差異の原因となった主要な項目別の内訳

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

の差異の原因となった主要な項目別の内訳

（単位：％）

法定実効税率 40.69

（ 調　整 ）

交際費等損金不算入 21.05

住民税均等割 20.40

評価性引当額の増減 △30.86

税効果を認識しない子会社

欠損金
7.28

過年度法人税等 31.31

過年度更正分認容額 △11.86

子会社税率差異 △5.16

その他 4.13

税効果会計適用後の法人税の

負担率
76.98

（単位：％）

法定実効税率 40.69

（ 調　整 ）

交際費等損金不算入 37.46

住民税均等割 7.43

評価性引当額の増減 4.24

税効果を認識しない子会社

欠損金
2.61

子会社税率差異 △6.81

その他 1.88

税効果会計適用後の法人税の

負担率
87.50
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

前連結会計年度（自　平成16年４月１日　至　平成17年３月31日） （単位：千円） 

ＩＴソリュー
ション・サービ
ス事業

電子部品及び機
器事業

計 消去又は全社 連結

Ⅰ．売上高及び営業損益

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 15,005,974 5,573,095 20,579,069 － 20,579,069

(2）セグメント間の内部売上高又は振替高 4,199 12,825 17,025 (17,025) －

計 15,010,174 5,585,921 20,596,095 (17,025) 20,579,069

営業費用 15,200,792 5,358,862 20,559,655 (17,043) 20,542,611

営業利益（又は営業損失） △190,618 227,058 36,440 17 36,458

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本的支出

資産 8,343,499 2,329,725 10,673,225 1,372,174 12,045,399

減価償却費 110,353 17,873 128,227 － 128,227

資本的支出 35,970 13,844 49,814 － 49,814

　（注）１．事業区分の方法および各区分に属する主要な商品の名称

　事業区分は商品の使用目的の類似性により区分しております。

事業区分 事業内容 品目

ＩＴソリューショ

ン・サービス

事業

システム

ソリューション

サーバー、ワークステーション、ＰＣ、ストレージ、eCRMソフトウェア、コンテ

ンツ管理システム、３次元機械設計ソフトウェア、セキュリティソフトウェア、

シミュレーションソフトウェア、マルチメディア・ストリーミング機器およびソ

フトウェア、各種ミドルウェア、ＡＳＰサービス、その他各種周辺機器およびソ

フトウェア

ネットワーク

ソリューション

インターネット高速アクセスシステム、ＡＴＭアクセス装置、ネットワークセ

キュリティアプライアンス機器、無線LAN機器およびソフトウェア、衛星通信情

報伝送システム、国際電話用回線多重化装置、エコーキャンセラー、ＩＰ電話、

広域無線ＬＡＮサービス、その他各種情報通信機器および映像伝送装置

電子部品及び

機器事業

電子部品及び

機器

光通信関連機器およびデバイス、光計測機器、各種科学計測機器、防衛用機材、

災害救護用機材、半導体、マイクロ波通信機器用部品、集積回路、バッテリー、

導電性樹脂接着剤、周辺機器用機構部品、情報通信機器用部品、その他各種電子

部品および機器

２．資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、1,372,174千円であり、その主なものは、当社で

の余資運用資金および長期投資資金（保険積立金）であります。
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当連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日） （単位：千円） 

ＩＴソリュー
ション・サービ
ス事業

電子部品及び機
器事業

計 消去又は全社 連結

Ⅰ．売上高及び営業損益

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 15,815,283 8,591,502 24,406,785 － 24,406,785

(2）セグメント間の内部売上高又は振替高 45,775 7,829 53,604 (53,604) －

計 15,861,058 8,599,331 24,460,390 (53,604) 24,406,785

営業費用 15,929,577 8,354,274 24,283,851 (9,047) 24,274,804

営業利益（又は営業損失） △68,518 245,057 176,538 (44,557) 131,981

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本的支出

資産 9,613,025 2,991,964 12,604,989 1,319,919 13,924,908

減価償却費 95,534 17,983 113,518 － 113,518

減損損失 － － － 14,759 14,759

資本的支出 19,375 15,315 34,690 － 34,690

　（注）１．事業区分の方法および各区分に属する主要な商品の名称

　事業区分は商品の使用目的の類似性により区分しております。

事業区分 事業内容 品目

ＩＴソリューショ

ン・サービス

事業

システム

ソリューション

サーバー、ワークステーション、ＰＣ、ストレージ、eCRMソフトウェア、コンテ

ンツ管理システム、３次元機械設計ソフトウェア、セキュリティソフトウェア、

シミュレーションソフトウェア、マルチメディア・ストリーミング機器およびソ

フトウェア、各種ミドルウェア、ＡＳＰサービス、その他各種周辺機器およびソ

フトウェア

ネットワーク

ソリューション

インターネット高速アクセスシステム、ＡＴＭアクセス装置、ネットワークセ

キュリティアプライアンス機器、無線LAN機器およびソフトウェア、衛星通信情

報伝送システム、国際電話用回線多重化装置、エコーキャンセラー、ＩＰ電話、

広域無線ＬＡＮサービス、その他各種情報通信機器および映像伝送装置

電子部品及び

機器事業

電子部品及び

機器

光通信関連機器およびデバイス、光計測機器、各種科学計測機器、防衛用機材、

災害救護用機材、半導体、マイクロ波通信機器用部品、集積回路、バッテリー、

導電性樹脂接着剤、周辺機器用機構部品、情報通信機器用部品、その他各種電子

部品および機器

２．資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、1,364,443千円であり、その主なものは、当社で

の余資運用資金および長期投資資金（保険積立金）であります。

28



【所在地別セグメント情報】

前連結会計年度（自　平成16年４月１日　至　平成17年３月31日） （単位：千円）

日本 中国 アジア 米国 計 消去又は全社 連結

Ⅰ．売上高及び営業損益

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 17,493,333 2,476,576 474,101 135,058 20,579,069 － 20,579,069

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
928,793 52,614 47,958 132,014 1,161,380 (1,161,380) －

計 18,422,127 2,529,190 522,059 267,072 21,740,450 (1,161,380) 20,579,069

営業費用 18,414,167 2,516,832 523,126 256,204 21,710,331 (1,167,719) 20,542,611

営業利益（又は営業

損失）
7,959 12,357 △1,066 10,868 30,118 6,339 36,458

Ⅱ．資産 9,871,567 843,666 229,719 122,691 11,067,644 977,754 12,045,399

　（注）１．国または地域は、地理的近接度により区分しております。

２．本邦以外の区分に属する主な国または地域の内訳は次のとおりであります。

(1）中国・・・・中国

(2）アジア・・・シンガポール

(3）米国・・・・米国

３．資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、1,372,174千円であり、その主なものは、当社で

の余資運用資金および長期投資資金（保険積立金）であります。

当連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日） （単位：千円）

日本 中国 アジア 米国 計 消去又は全社 連結

Ⅰ．売上高及び営業損益

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 17,853,387 5,805,749 651,112 96,536 24,406,785 － 24,406,785

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
3,167,020 447 28,943 85,810 3,282,222 (3,282,222) －

計 21,020,408 5,806,197 680,055 182,346 27,689,008 (3,282,222) 24,406,785

営業費用 20,973,370 5,730,067 666,427 196,594 27,566,458 (3,291,654) 24,274,804

営業利益（又は営業

損失）
47,038 76,130 13,628 △14,248 122,549 9,432 131,981

Ⅱ．資産 11,598,586 1,020,182 284,084 84,948 12,987,801 937,106 13,924,908

　（注）１．国または地域は、地理的近接度により区分しております。

２．本邦以外の区分に属する主な国または地域の内訳は次のとおりであります。

(1）中国・・・・中国

(2）アジア・・・シンガポール

(3）米国・・・・米国

３．資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、1,364,443千円であり、その主なものは、当社で

の余資運用資金および長期投資資金（保険積立金）であります。
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【海外売上高】

前連結会計年度（自　平成16年４月１日　至　平成17年３月31日）

アジア 中国 その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 816,048 2,411,175 155,940 3,383,164

Ⅱ　連結売上高（千円） － － － 20,579,069

Ⅲ　連結売上高に占める

海外売上高の割合（％）
4.0 11.7 0.7 16.4

　（注）１．国または地域は、地理的近接度により区分しております。

２．各区分に属する主な国または地域の内訳は次のとおりであります。

(1）アジア・・・・・・韓国、シンガポール、フィリピン、マレーシア

(2）中国・・・・・・・中国

(3）その他の地域・・・米国

３．海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。

当連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

アジア 中国 その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 861,106 5,797,281 96,480 6,754,868

Ⅱ　連結売上高（千円） － － － 24,406,785

Ⅲ　連結売上高に占める

海外売上高の割合（％）
3.5 23.8 0.4 27.7

　（注）１．国または地域は、地理的近接度により区分しております。

２．各区分に属する主な国または地域の内訳は次のとおりであります。

(1）アジア・・・・・・韓国、シンガポール、フィリピン、マレーシア

(2）中国・・・・・・・中国

(3）その他の地域・・・米国

３．海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。

（関連当事者との取引）

前連結会計年度（自 平成16年４月１日　至 平成17年３月31日）

　該当事項はありません。

当連結会計年度（自 平成17年４月１日　至 平成18年３月31日）

　該当事項はありません。

30



５．受注及び販売の状況

１．受注状況

 （単位：千円）

事 業 区 分

前連結会計年度
（自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日）

受 注 高
前年同
期比
（％）

受 注 残 高
前年同
期比
（％）

受 注 高
前年同
期比
（％）

受 注 残 高
前年同
期比
（％）

ＩＴソリューショ

ン・サービス事業
15,530,597 171.4 4,367,632 113.7 18,308,487 117.9 6,860,836 157.1

電子部品及び

機器事業
5,384,101 74.7 2,067,463 91.6 9,239,814 171.6 2,715,776 131.4

合計 20,914,698 128.5 6,435,096 105.5 27,548,301 131.7 9,576,612 148.8

（注）１. セグメント間の取引については相殺消去しております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．販売実績

 （単位：千円）

事業区分

前連結会計年度
（自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日）

前年同期比 前年同期比

ＩＴソリューション・

サービス事業
15,005,974 160.3％ 15,815,283 105.4％

電子部品及び機器事業 5,573,095 82.1％ 8,591,502 154.2％

合計 20,579,069 127.4％ 24,406,785 118.6％

（注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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