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１．平成19年７月中間期の連結業績（平成19年２月１日～平成19年７月31日）

（1）連結経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年７月中間期 70,187 19.7 1,472 71.6 1,726 45.6 1,272 98.8

18年７月中間期 58,632 △4.2 858 △26.6 1,185 △13.2 640 △20.7

19年１月期 122,665 － 1,597 － 2,463 － 855 －

１株当たり中間

（当期）純利益

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益

円 銭 円 銭

19年７月中間期 45 98 －  

18年７月中間期 23 12 －  

19年１月期 30 90 －  

（参考）持分法投資損益 19年７月中間期 174 百万円 18年７月中間期 － 百万円 19年１月期 173 百万円

(2）連結財政状態

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

19年７月中間期 88,887 66,544 74.9 2,404 44

18年７月中間期 82,585 65,629 79.5 2,371 09

19年１月期 86,273 65,451 75.9 2,364 81
（参考）自己資本 19年７月中間期 66,544 百万円 18年７月中間期 65,629 百万円 19年１月期 65,451 百万円

(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

19年７月中間期 △2,768 5,992 △553 10,955

18年７月中間期 △842 2,667 △533 12,861

19年１月期 △4,070 1,672 △1,107 8,188

２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭

19年１月期 20 00 20 00 40 00

20年１月期 20 00 －

20年１月期（予想） － 20 00 40 00

３．平成20年１月期の連結業績予想（平成19年２月１日～平成20年１月31日）

（％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり

当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 140,000 14.1 2,550 59.7 3,200 29.9 2,100 145.5 75 88

－ 1 －



４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　無

（注）詳細は、６ページ「企業集団の状況」をご覧ください。

(2）中間連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（中間連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事項の変更に記載されるもの）

　①　会計基準等の改正に伴う変更　有

　②　①以外の変更　　　　　　　　無

（注）詳細は、21ページ「中間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」をご覧く

ださい。

(3）発行済株式数（普通株式）
① 期末発行済株式数（自己株式を含む）       

　　　　　 19年７月中間期 32,072,398株 18年7月中間期 32,072,398 株 19年1月期 32,072,398 株
② 期末自己株式数       

　　　　　 19年７月中間期 4,396,597 株 18年7月中間期 4,393,536 株 19年1月期 4,394,961 株
（注）１株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、31ページ

「１株当たり情報」をご覧ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成19年７月中間期の個別業績（平成19年２月１日～平成19年７月31日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年７月中間期 65,871 16.2 1,279 61.3 1,320 22.4 910 67.0

18年７月中間期 56,681 △2.9 792 △23.3 1,078 △11.3 545 △20.3

19年１月期 116,995 － 1,380 － 1,973 － 408 －

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

19年７月中間期 32 91

18年７月中間期 19 71

19年１月期 14 75

(2）個別財政状態

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

19年７月中間期 83,991 63,132 75.2 2,281 15

18年７月中間期 79,224 63,246 79.8 2,285 02

19年１月期 82,690 62,649 75.8 2,263 54
（参考）自己資本 19年７月中間期 63,132百万円 18年７月中間期 63,246百万円 19年１月期 62,649百万円

２．平成20年１月期の個別業績予想（平成19年２月１日～平成20年１月31日）

（％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり

当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 130,000 11.1 2,200 59.3 2,600 31.7 1,600 291.8 57 81

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際

の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。業績予想に

関連する事項については、中間決算短信の添付資料４ページを参照して下さい。
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１．経営成績

(1）経営成績に関する分析

 当中間連結会計期間における国内の経済は、後半に米国向けの輸出が減速しましたが、企業業

績と雇用環境の回復を背景として、設備投資と個人消費が堅調に推移し、景気は緩やかな拡大が

続きました。

エレクトロニクス業界では、薄型大画面テレビやワンセグ（移動体向け地上デジタル放送サー

ビス）対応の携帯電話、パソコン、カーナビの出荷が好調に推移しました。

半導体の分野では、出荷数量は増え続けていますが価格下落の影響は大きく、ＷＳＴＳ（世界

半導体市場統計）による今年の世界半導体市場成長率は、8.6％増（昨年秋の予測）から2.3％増

（今年５月の予測）へ下方修正されました。また、半導体メーカの提携、合併、分社化は依然と

して活発に進められております。

 このような環境の中で、当社グループは主力商品の各種半導体をはじめ、システム情報機器・

ネットワーク関連商品等の販売を幅広く推し進めた結果、売上高は701億87百万円(前年同期比

19.7％増)、経常利益は17億26百万円(前年同期比45.6％増)、中間純利益は12億72百万円(前年同

期比98.8％増)となり、いずれも前年同期を上回る結果となりました。

売上高の品目別の概況は次のとおりです。

（半導体）

・集積回路の売上高は361億21百万円で、前年同期より117億40百万円（48.2%）増加。

  これは、通信向け半導体及びデジタル家電向けメモリの出荷が増加したためです。

・半導体素子の売上高は123億39百万円で、前年同期より４億77百万円（4.0%）増加。

  これは、鉄道車両向けパワーモジュールの出荷が増加したためです。

（システム情報機器）

売上高は175億43百万円で、前年同期より16億65百万円(8.7%)減少。

これは、組み込み市場向けソフトウェアの出荷が増加しましたが、サーバの単価が下落したため

です。

（電子部品他）

売上高は41億83百万円で、前年同期より10億２百万円(31.5%)増加。

これは、携帯電話向け基板及び通信向け液晶モジュールの出荷が増加したためです。

 所在地別セグメントの概要は、次のとおりです。

 ① 日本

 当中間連結会計期間における売上高は658億71百万円、営業利益は12億79百万円となりました。

 ② アジア

 当中間連結会計期間における売上高は100億16百万円、営業利益は１億94百万円となりました。

 なお、当中間連結会計期間から所在地別セグメントを作成しておりますので、前中間連結会計期間

との比較分析は行っておりません。
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【当期の見通し】

これからの国内経済につきましては、米国向け輸出の減速が、企業業績や設備投資へ及ぼす影響が

懸念されます。

エレクトロニクスの分野では、放送のデジタル化に後押しされた薄型大画面テレビや携帯電話の需

要は拡大するものの、メーカ間の競争激化による価格下落も一層進むことが予想されます。

このような事業環境を踏まえ、現時点での当期の見通しは次の通りです。

（連結業績見通し）

売 上 高　　　　　　１,４００億円(前年度比   １４.１％増)

経常利益　　 　　　　　　３２億円(前年度比   ２９.９％増)

当期純利益　　　　　　　 ２１億円(前年度比 １４５.５％増)

（単独業績見通し）

売 上 高　　        １,３００億円(前年度比　 １１.１％増)

経常利益　　 　　        ２６億円(前年度比　 ３１.７％増)

当期純利益　　　         １６億円(前年度比 ２９１.８％増)

(2）財政状態に関する分析

  ① 資産、負債及び純資産の状況

 当中間連結会計期間末の資産は、前中間連結会計期間末に比べ63億２百万円増加し、888億

87百万円となりました。これは、売上高増加に伴う受取手形及び売掛金、たな卸資産の増加等

によるものです。

 負債は、前中間連結会計期間末に比べ53億86百万円増加し、223億42百万円となりました。

これは、仕入高の増加に伴う支払手形及び買掛金の増加等によるものです。

 純資産は、前中間連結会計期間末に比べ９億15百万円増加し、665億44百万円となりました。

これは、前中間連結会計期間末に比べ中間純利益、保有有価証券の評価額並びに為替換算調整

勘定等が増加したためです。

 ② キャッシュ・フローの状況

 当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整

前中間純利益が19億18百万円（前年同期比72.9％増）となり、運転資金の増加や子会社への貸

付、配当金の支払等により、当中間連結会計期間末には109億55百万円となり、前中間連結会

計期間末に比べ19億６百万円減少しました。

 （営業活動によるキャッシュ・フロー）

 当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利

益を19億18百万円計上しましたが、仕入債務が33億48百万円増加する一方、売上債権が20億73

百万円増加、たな卸資産が33億95百万円増加するなど運転資金が増加したことで、27億68百万

円の支出となり、前中間連結会計期間に比べ19億26百万円減少しました。

 （投資活動によるキャッシュ・フロー）

 当中間連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、子会社への貸付等によ

る支出12億20百万円がありましたが、有価証券の満期償還等による収入70億円等により、59億

92百万円の収入となり、前中間連結会計期間に比べ33億25百万円増加しました。

 （財務活動によるキャッシュ・フロー）

 当中間連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払５億51百

万円等により、５億53百万円の支出となり、前中間連結会計期間に比べ20百万円減少しました。
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 （参考）キャッシュ・フロー関連指標

平成18年７月中間期 平成19年７月中間期 平成19年１月期

自己資本比率（％） 79.5 74.9 75.9

時価ベースの自己資本比率（％） 52.3 53.6 56.5

 （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

 ※ 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。

 ※ 株式時価総額は、（中間）期末株価終値×（中間）期末発行済株式数（自己株式控除後）

により算出しております。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

 当社は内部留保の充実と株主の皆様への利益還元をバランス良く行ってまいります。内部留保を

充実させ安定した経営基盤を築くことで事業拡大に取り組む一方、各決算期の財政状態や経営環境

を検討して株主の皆様へ配当をお届けしてまいります。

　当期の配当金は、当期の見通しと運転資金の必要量を総合的に勘案しました結果、中間配当と期

末配当それぞれにつき１株当たり20円とし、年間配当金は１株当たり40円とすることを予定してお

ります。

(4）事業等のリスク

当社グループの経営成績、株価及び財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のよ

うなものがあります。

なお、文中における将来に関する事項は、当中間連結会計期間末（平成19年７月31日）現在にお

いて当社グループが判断したものであります。

① 経済状況の急激な変動

当社グループの売上の大きな部分を占める半導体は、顧客であるセットメーカが生産するデジ

タル家電、携帯電話、パソコン、産業機器等の最終製品に組み込まれ、その製品需要は販売され

る国や地域の経済変動の影響を受けます。従いまして、日本、アジア、欧米等の主要市場におけ

る景気後退や需要の減少は、当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

② 仕入先との契約

当社グループは、半導体、システム情報機器及び電子部品他の販売を主たる事業としています。

仕入先との代理店契約、特約店契約等の契約期間は原則として１年間です。この契約が更新され

ない場合、または中途解約される場合は、当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能

性があります。

③ 為替相場の変動

当社グループの事業は、海外顧客への販売を含みます。各地域における売上、費用、資産など

の外貨建の項目は、連結財務諸表上は円換算されます。これらの項目は、現地通貨での価値が変

わらない場合でも、円換算値は為替相場の変動により変わることがあります。また、国内外で発

生する外貨建取引につきましては、為替予約等の手法を活用することで為替差損を回避するよう

努めておりますが、為替相場の変動規模によっては当社グループの業績及び財務状況に影響を及

ぼす可能性があります。
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④ 退職給付債務

当社グループの従業員退職給付費用及び債務は、割引率等の数理計算上で設定される前提条件

や年金資産の期待運用収益率に基づいて算出されます。

従いまして、金利水準の低下や年金資産の運用利回りの悪化は、従業員退職給付費用及び債務

の増加をもたらす可能性があります。

⑤ 売掛債権の回収

当社グループは、取引先の社会的信用及び財務状況等から、個別に与信限度を設定しその範囲

内で取引を実行するなど、与信管理に細心の注意を払っておりますが、取引先の急激な経営の悪

化や倒産などにより、売掛債権の回収に支障がでた場合は、当社グループの業績及び財務状況に

影響を及ぼす可能性があります。

 

２．企業集団の状況

 最近の有価証券報告書（平成19年４月27日提出）における「第１【企業の概況】の３【事業の内

容】および４【関係会社の状況】」から重要な変更がないため開示を省略します。
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３．経営方針

(1）会社の経営の基本方針

経済のグローバル化が進む中で国内の産業界は熾烈な競争を重ね、各企業は強い競争力を維持

するための事業改革を常に進めております。めまぐるしい技術革新を重ねながらも着実な成長が

期待できるエレクトロニクス業界に属する当社グループは「新商品・新市場の開拓」を重要な経

営課題として取り組んでおります。国内外の半導体・システム情報機器製品の品揃えを更に充実

させ、これら商品群を組み合わせてご提案することで、顧客の製品開発や情報システム構築の解

決策（ソリューション）を提供してまいります。

今後もビジネス環境の変化を的確に捉え、創立以来の経営理念である『時代に即して存在価値

を深める』に沿った経営施策を実施し、新時代に対応する“エレクトロニクス総合技術商社”と

して業績の向上を目指してまいります。

(2）目標とする経営指標

 ＲＯＥ（株主資本当期純利益率）を重要な経営指標とし、財務の健全性を確保しながら収益力

を高めることで、企業価値の増大を目指してまいります。

(3）中長期的な会社の経営戦略と対処すべき課題

当社グループが属するエレクトロニクスの分野では、さまざまな機器がネットワークに繋がり、

新しいサービスや機能が提供されるデジタル社会の実現に向けて着実な成長が期待されます。

このような環境の中で、当社グループは、「半導体・電子部品」と「システム情報機器・ネッ

トワーク関連商品」の２分野に経営資源を集中し、収益性と成長性を両立できる経営体質の確立

を目指してまいります。

今後とも以下の施策を引き続き実行してまいります。

〇中長期的に拡大が期待される市場向けに、国内外の有力商品を幅広く取り揃え、顧客とのビジ

ネス基盤を深めてまいります。

〇顧客の要望を的確に把握した上で、当社の幅広い商品群を組み合わせてご提案することで、顧

客の製品開発や情報システム構築の解決策（ソリューション）を提供してまいります。

〇ソリューション提案力を強化するために、社内の技術力を一層充実させるとともに、他社との

提携を通じて総合力の強化を図ります。

〇アジアにおける顧客の生産シフト及び設計の現地化が進んでいますので、本社営業部門と海外

７拠点（大連、上海、深圳、香港、台北、バンコク、シンガポール）との連携を一層強化し、

日系顧客のアジア展開に沿った組織作りを進めてまいります。

〇地球環境保全への貢献、品質の向上、組織及び個人情報の厳正な管理のために、各種マネジメ

ントシステムを構築し継続的な改善に努めます。

なお、当社は国内の全ての拠点で環境保全に関する国際規格（ＩＳＯ１４００１）、品質管

理に関する国際規格（ＩＳＯ９００１）、情報セキュリティに関する国際規格（ＩＳＯ２７０

０１）を取得しております。

〇健全かつ効率的な会社経営を進めるため、法令遵守（コンプライアンス）、リスク管理体制を

一層強化してまいります。

(4）その他、会社の経営上重要な事項

 該当事項はありません。

 

菱洋エレクトロ㈱ （8068） 平成 20 年１月期中間決算短信

－ 7 －



４．中間連結財務諸表
(1) 中間連結貸借対照表

  
前中間連結会計期間末
（平成18年７月31日）

当中間連結会計期間末
（平成19年７月31日）

対前中間
期比

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年１月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）            

Ⅰ　流動資産            

１　現金及び預金   12,861   10,955  △1,906  8,188  

２　受取手形及び
売掛金

  33,579   39,236  5,657  37,066  

３　有価証券   8,000   1,000  △6,999  8,000  

４　たな卸資産   11,295   16,980  5,684  13,549  

５　繰延税金資産   212   222  10  256  

６　その他   1,262   3,649  2,387  2,827  

貸倒引当金   △60   △240  △180  △249  

流動資産合計   67,151 81.3  71,805 80.8 4,654  69,639 80.7

Ⅱ　固定資産            

１　有形固定資産 ※１  272   313  40  300  

２　無形固定資産   502   675  173  664  

３　投資その他の
資産

           

(1）投資有価証
券

  10,522   15,098  4,576  14,595  

(2）繰延税金資
産

  265   85  △179  212  

(3）長期定期預
金

  3,000   －  △3,000   －  

(4）その他   904   1,692  787  1,677  

貸倒引当金   △33   △783  △749  △815  

投資その他の
資産合計

  14,658   16,093  1,434  15,670  

固定資産合計   15,434 18.7  17,082 19.2 1,648  16,634 19.3

資産合計   82,585 100.0  88,887 100.0 6,302  86,273 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成18年７月31日）

当中間連結会計期間末
（平成19年７月31日）

対前中間
期比

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年１月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

１　支払手形及び
買掛金

  13,909   18,094  4,184  14,747  

２　未払法人税等   216   609  393  69  

３　賞与引当金   193   254  61  203  

４　その他   1,452   2,181  729  4,592  

流動負債合計   15,771 19.1  21,139 23.8 5,368  19,612 22.7

Ⅱ　固定負債            

１　退職給付引当
金

  977   992  14  989  

２　役員退職慰労
引当金

  191   194  3  203  

３　その他   15   15  0  15  

固定負債合計   1,184 1.4  1,202 1.3 18  1,209 1.4

負債合計   16,956 20.5  22,342 25.1 5,386  20,821 24.1

（純資産の部）            

Ⅰ　株主資本            

１　資本金   13,672 16.6  13,672 15.4 －  13,672 15.8

２　資本剰余金   13,336 16.1  13,336 15.0 0  13,336 15.5

３　利益剰余金   43,707 52.9  44,088 49.6 380  43,369 50.3

４　自己株式   △5,491 △6.6  △5,497 △6.2 △5  △5,494 △6.4

株主資本合計   65,224 79.0  65,600 73.8 375  64,883 75.2

Ⅱ　評価・換算差額
等

           

１　その他有価証
券評価差額金

  366 0.5  580 0.7 213  474 0.6

２　繰延ヘッジ損
益

  0 0.0  10 0.0 10  △12 △0.0

３　為替換算調整
勘定

  37 0.0  353 0.4 316  106 0.1

評価・換算差額
等合計

  404 0.5  944 1.1 540  568 0.7

純資産合計   65,629 79.5  66,544 74.9 915  65,451 75.9

負債純資産合計   82,585 100.0  88,887 100.0 6,302  86,273 100.0
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(2) 中間連結損益計算書

前中間連結会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日）

対前中間
期比

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   58,632 100.0  70,187 100.0 11,554  122,665 100.0

Ⅱ　売上原価   53,984 92.1  64,532 91.9 10,548  113,014 92.1

売上総利益   4,647 7.9  5,654 8.1 1,006  9,650 7.9

Ⅲ　販売費及び一般管
理費

           

１．貸倒引当金繰入
額

 4   －    195   

２．給料及び賞与  1,529   1,616    3,304   

３．賞与引当金繰入
額

 193   254    203   

４．退職給付費用  94   90    189   

５．役員退職慰労引
当金繰入額

 13   12    25   

６．賃借料  224   243    463   

７．減価償却費  50   115    166   

８．その他  1,678 3,789 6.4 1,849 4,181 6.0 392 3,505 8,053 6.6

営業利益   858 1.5  1,472 2.1 614  1,597 1.3

Ⅳ　営業外収益            

１．受取利息  143   128    280   

２．受取配当金  9   68    14   

３．持分法による投
資利益

 －   174    173   

４．仕入割引  10   13    18   

５．為替差益  7   －    126   

６．受取手数料  129   －    268   

７．その他  29 330 0.5 40 425 0.6 94 42 923 0.7

Ⅴ　営業外費用            

１．売上割引  1   1    3   

２．為替差損  －   153     －   

３．事務用備品等廃
棄損

 2   1    22   

４．長期定期預金解
約手数料

 －   －    30   

５．その他  0 3 0.0 15 172 0.2 168 0 56 0.0

経常利益   1,185 2.0  1,726 2.5 540  2,463 2.0
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前中間連結会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日）

対前中間
期比

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅵ　特別利益            

１．投資有価証券売
却益

 － － － 192 192 0.2 192 － － －

Ⅶ　特別損失            

１．投資有価証券評
価損

 75   －    75   

２．貸倒引当金繰入
額

 － 75 0.1 － － － △75 780 855 0.7

税金等調整前中
間（当期）純利
益

  1,110 1.9  1,918 2.7 808  1,608 1.3

法人税、住民税
及び事業税

 158   573    498   

法人税等調整額  311 470 0.8 72 646 0.9 176 254 753 0.6

中間（当期）純
利益

  640 1.1  1,272 1.8 632  855 0.7
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(3) 中間連結株主資本等変動計算書

前中間連結会計期間（自　平成18年２月１日　至　平成18年７月31日）

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年１月31日　残高
（百万円）

13,672 13,336 43,692 △5,491 65,209

中間連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当（百万円）(注)   △553  △553

役員賞与の支給（百万円）(注)   △38  △38

中間純利益（百万円）   640  640

自己株式の取得（百万円）    △1 △1

自己株式の処分（百万円）  0  0 0

連結子会社増加に伴う変動
（百万円）

  △32  △32

株主資本以外の項目の中間連結会
計期間中の変動額（純額）
（百万円）

     

中間連結会計期間中の変動額合計
（百万円）

－ 0 15 △0 14

平成18年７月31日　残高
（百万円）

13,672 13,336 43,707 △5,491 65,224

 

評価・換算差額等

その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損益 為替換算調整勘定

平成18年１月31日　残高
（百万円）

403 － 126

中間連結会計期間中の変動額    

剰余金の配当（百万円）(注)    

役員賞与の支給（百万円）(注)    

中間純利益（百万円）    

自己株式の取得（百万円）    

自己株式の処分（百万円）    

連結子会社増加に伴う変動
（百万円）

   

株主資本以外の項目の中間連結会
計期間中の変動額（純額）
（百万円）

△36 0 △88

中間連結会計期間中の変動額合計
（百万円）

△36 0 △88

平成18年７月31日　残高
（百万円）

366 0 37

　（注）　平成18年４月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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当中間連結会計期間（自　平成19年２月１日　至　平成19年７月31日）

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年１月31日　残高
（百万円）

13,672 13,336 43,369 △5,494 64,883

中間連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当（百万円）   △553  △553

中間純利益（百万円）   1,272  1,272

自己株式の取得（百万円）    △3 △3

自己株式の処分（百万円）  0  0 0

株主資本以外の項目の中間連結会
計期間中の変動額（純額）
（百万円）

     

中間連結会計期間中の変動額合計
（百万円）

－ 0 718 △2 716

平成19年７月31日　残高
（百万円）

13,672 13,336 44,088 △5,497 65,600

 

評価・換算差額等

その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損益 為替換算調整勘定

平成19年１月31日　残高
（百万円）

474 △12 106

中間連結会計期間中の変動額    

剰余金の配当（百万円）    

中間純利益（百万円）    

自己株式の取得（百万円）    

自己株式の処分（百万円）    

株主資本以外の項目の中間連結会
計期間中の変動額（純額）
（百万円）

105 22 247

中間連結会計期間中の変動額合計
（百万円）

105 22 247

平成19年７月31日　残高
（百万円）

580 10 353
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前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自　平成18年２月１日　至　平成19年１月31日）

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年１月31日　残高
（百万円）

13,672 13,336 43,692 △5,491 65,209

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当（百万円）(注)   △1,107  △1,107

役員賞与の支給（百万円）(注)   △38  △38

当期純利益（百万円）   855  855

自己株式の取得（百万円）    △3 △3

自己株式の処分（百万円）  0  0 0

連結子会社増加に伴う変動
（百万円）

  △32  △32

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）
（百万円）

     

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

－ 0 △322 △3 △325

平成19年１月31日　残高
（百万円）

13,672 13,336 43,369 △5,494 64,883

 

評価・換算差額等

その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損益 為替換算調整勘定

平成18年１月31日　残高
（百万円）

403 － 126

連結会計年度中の変動額    

剰余金の配当（百万円）(注)    

役員賞与の支給（百万円）(注)    

当期純利益（百万円）    

自己株式の取得（百万円）    

自己株式の処分（百万円）    

連結子会社増加に伴う変動
（百万円）

   

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）
（百万円）

71 △12 △20

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

71 △12 △20

平成19年１月31日　残高
（百万円）

474 △12 106

　（注）　平成18年４月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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(4) 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18年２月１日
至　平成18年７月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日）

対前中間期比
前連結会計年度

（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）
増減

(百万円)
金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

     

税金等調整前中間
（当期）純利益

 1,110 1,918 808 1,608

減価償却費  50 115 64 166

有形固定資産売却益  △1 △2 △1 △4

有形固定資産売・廃
棄損

 2 1 0 22

投資有価証券評価損  75  － △75 75

為替差益  － － － △8

為替差損  0 15 14 －

引当金の増加（△減
少）額

 △373 3 376 632

受取利息及び受取配
当金

 △153 △196 △43 △294

投資有価証券売却益  △16 △192 △176 △16

持分法による投資利
益

 － △174 △174 △173

売上債権の増加額  △313 △2,073 △1,759 △3,747

たな卸資産の増加額  △2,722 △3,395 △672 △4,956

仕入債務の増加額  1,533 3,348 1,815 2,256

未払消費税等の減少
額

 △8 △0 8 △8

未払金の減少額  － △2,361 △2,361  －

その他  118 2 △115 830

小計  △698 △2,991 △2,292 △3,617

利息及び配当金の受
取額

 164 210 46 305

法人税等の支払額  △307  － 307 △759

法人税等の還付額   － 12 12 －

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 △842 △2,768 △1,926 △4,070
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前中間連結会計期間

（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日）

対前中間期比
前連結会計年度

（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）
増減

(百万円)
金額（百万円）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

     

定期預金解約による
収入

 －  － － 3,000

有価証券の売却等に
よる収入

 4,000 7,000 3,000 5,000

有形固定資産及び無
形固定資産の取得に
よる支出

 △344 △207 136 △594

有形固定資産及び無
形固定資産の売却に
よる収入

 3 3 △0 6

投資有価証券の取得
による支出

 △1,266 △187 1,079 △1,424

投資有価証券の売却
等による収入

 280 198 △82 280

関係会社株式の取得
による支出

 － － － △4,560

子会社への貸付によ
る支出

 － △1,220 △1,220 －

子会社への貸付回収
による収入

 － 400 400  －

その他  △6 5 11 △35

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 2,667 5,992 3,325 1,672

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

     

配当金の支払額  △532 △551 △18 △1,104

その他  △0 △2 △1 △3

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 △533 △553 △20 △1,107

Ⅳ　現金及び現金同等物に
係る換算差額

 △81 97 178 42

Ⅴ　現金及び現金同等物の
増加（△減少）額

 1,209 2,767 1,557 △3,463

Ⅵ　現金及び現金同等物の
期首残高

 11,457 8,188 △3,269 11,457

Ⅶ　新規連結に伴う現金及
び現金同等物の増加額

 194 － △194 194

Ⅷ　現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高

※ 12,861 10,955 △1,906 8,188
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

１　連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の数　　　　３社

連結子会社の名称

RYOYO ELECTRO

SINGAPORE PTE.,LTD.

RYOYO ELECTRO

HONG KONG LIMITED

菱洋電子貿易（上海）有限公司

　上記のうち、菱洋電子貿易

（上海）有限公司は、重要性が

増したことから、当中間連結会

計期間より連結の範囲に含めて

おります。

(1) 連結子会社の数　　　　３社

連結子会社の名称

RYOYO ELECTRO

SINGAPORE PTE.,LTD.

RYOYO ELECTRO

HONG KONG LIMITED

菱洋電子（上海）有限公司

(1) 連結子会社の数　　　　３社

連結子会社の名称

RYOYO ELECTRO

SINGAPORE PTE.,LTD.

RYOYO ELECTRO

HONG KONG LIMITED

菱洋電子（上海）有限公司

　上記のうち、菱洋（上海）有

限公司は、重要性が増したこと

から、当連結会計年度より連結

の範囲に含めております。

(2）非連結子会社名

リョーヨーセミコン株式会社

台湾菱洋電子股份有限公司

RYOYO ELECTRO （THAILAND）

CO.,LTD.

RYOYO ELECTRO USA,INC.

(2）非連結子会社名

リョーヨーセミコン株式会社

台湾菱洋電子股份有限公司

RYOYO ELECTRO （THAILAND）

CO.,LTD.

菱洋電子貿易（大連）有限公司

RYOYO ELECTRO USA,INC.

(2）非連結子会社名

リョーヨーセミコン株式会社

台湾菱洋電子股份有限公司

RYOYO ELECTRO （THAILAND）

CO.,LTD.

菱洋電子貿易（大連）有限公司

RYOYO ELECTRO USA,INC.

(3）非連結子会社について連結の範

囲から除いた理由

非連結子会社は、その総資産、

売上高、中間純損益、利益剰余

金等のいずれも中間連結財務諸

表に重要な影響を及ぼしており

ませんので連結の範囲から除外

しております。

(3）非連結子会社について連結の範

囲から除いた理由

同左

(3）非連結子会社について連結の範

囲から除いた理由

非連結子会社は、その総資産、

売上高、当期純損益、利益剰余

金等のいずれも連結財務諸表に

重要な影響を及ぼしておりませ

んので連結の範囲から除外して

おります。

２　持分法の適用に関する事

項

(1) 　　　―――――― (1) 持分法適用の関連会社の数

 　　　　　　　　　　　　  １社

持分法適用会社の名称　

ユニダックス株式会社

(1) 持分法適用の関連会社の数

　　　　　　　　　　　　１社

持分法適用会社の名称　　　

ユニダックス株式会社

なお、ユニダックス株式会社

については、新たに株式を取得

したことから、当連結会計年度

より持分法適用の関連会社に含

めております。

(2) 非連結子会社については、中間

連結純損益及び利益剰余金等に

及ぼす影響が軽微であり、かつ

全体として重要性がないため、

持分法を適用せず原価法により

評価しております。

(2）　　　　 同左 (2) 非連結子会社については、連結

純損益及び利益剰余金等に及ぼ

す影響が軽微であり、かつ全体

として重要性がないため、持分

法を適用せず原価法により評価

しております。

 (3) 　　　―――――― (3) 持分法適用会社の中間決算日は、

９月末日であります。

 　持分法適用に当たっては、

第１四半期の財務諸表を使用

し、中間連結決算日との間に

生じた重要な取引については、

連結上必要な調整を行ってお

ります。

(3) 持分法適用会社の決算日は、３

月末日であります。

 　持分法適用に当たっては、

第３四半期の財務諸表を使用

し、連結決算日との間に生じ

た重要な取引については、連

結上必要な調整を行っており

ます。

 (4) 　　　―――――― (4) 持分法の適用にあたり発生した

投資資本差額は、発生時以降６

年間の均等償却を行っておりま

す。

(4）　　　　　同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

３　連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事項

連結子会社の中間決算日は、６月末

日であります。

中間連結財務諸表の作成に当たって

は、同日現在の中間財務諸表を使用

し、中間連結決算日との間に生じた

重要な取引については、連結上必要

な調整を行っております。

同左 連結子会社の決算日は、12月末日で

あります。

連結財務諸表の作成に当たっては、

同日現在の財務諸表を使用し、連結

決算日との間に生じた重要な取引に

ついては、連結上必要な調整を行っ

ております。

４　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

イ　満期保有目的の債券

　償却原価法（定額法）によっ

ております。

①　有価証券

イ　満期保有目的の債券

同左

①　有価証券

イ　満期保有目的の債券

同左

ロ　その他有価証券

（イ）時価のあるもの

中間連結決算日の市場

価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資

産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法

により算定）によって

おります。

ロ　その他有価証券

（イ）時価のあるもの

同左

ロ　その他有価証券

（イ）時価のあるもの

決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差

額は全部純資産直入法

により処理し、売却原

価は移動平均法により

算定）によっておりま

す。

（ロ）時価のないもの

　移動平均法による原価法

によっております。

（ロ）時価のないもの

同左

（ロ）時価のないもの

同左

②　たな卸資産

商品

主として移動平均法による原

価法によっております。

②　たな卸資産

商品

同左

②　たな卸資産

商品

同左

(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

提出会社は定率法、在外連結子

会社は見積耐用年数による定額

法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとお

りであります。

器具及び備品　　３～20年

その他　　　　　２～47年

①　有形固定資産

同左

①　有形固定資産

同左

②　無形固定資産

定額法を採用しております。

ただし、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）による定額

法を採用しております。

②　無形固定資産

同左

②　無形固定資産

同左

(3)重要な引当金の計上基準 ①　貸倒引当金

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

倒実績率により、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。

①　貸倒引当金

同左

①　貸倒引当金

同左

②　賞与引当金

　従業員の賞与支給に備えるため、

支給見込額のうち当中間連結会

計期間に帰属する部分を計上し

ております。

②　賞与引当金

同左

②　賞与引当金

　従業員の賞与支給に備えるため、

支給見込額のうち当連結会計年

度に帰属する部分を計上してお

ります。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

③　退職給付引当金

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

る退職給付債務及び年金資産

の見込額に基づき、当中間連

結会計期間末において発生し

ていると認められる額を計上

しております。

なお、過去勤務債務は、その

発生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数（10

年）による定額法により按分

した額を、発生時から費用処

理しております。

また、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の年数

（10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

理しております。

③　退職給付引当金

同左

③　退職給付引当金

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

る退職給付債務及び年金資産

の額に基づき、当連結会計年

度末において発生していると

認められる額を計上しており

ます。

なお、過去勤務債務は、その

発生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数（10

年）による定額法により按分

した額を、発生時から費用処

理しております。

また、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の年数

（10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

理しております。

④　役員退職慰労引当金

　役員に対する退職慰労金の支給

に備えるため、内規に基づく基

準額を計上しております。

④　役員退職慰労引当金

同左

④　役員退職慰労引当金

同左

(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 同左

(5）重要なヘッジ会計の方

法

①　ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっておりま

す。なお、為替予約が付されて

いる外貨建金銭債権債務につい

ては、振当処理を行っておりま

す。

①　ヘッジ会計の方法

同左

①　ヘッジ会計の方法

同左

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

為替予約取引

ヘッジ対象

外貨建金銭債権債務及び外貨

建予定取引

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 

 

 

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

 

 

③　ヘッジ方針

　外貨建取引は、「社内外貨管理

規程」に基づき、原則としてそ

の取引成約時（予定取引を含

む）に成約高の範囲内で為替予

約等のデリバティブを利用する

ことにより将来の為替リスクを

ヘッジしております。

③　ヘッジ方針

同左

③　ヘッジ方針

同左

 

 

④　ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ開始時から有効性判定時

点までの期間において、ヘッジ

対象の相場変動の累計とヘッジ

手段の相場変動の累計の両者を

比較して評価しております。

④　ヘッジ有効性評価の方法

同左

④　ヘッジ有効性評価の方法

同左

(6) その他中間連結財務諸

表（連結財務諸表）作

成のための重要な事項

①　消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

 

①　消費税等の会計処理

同左

①　消費税等の会計処理

同左

５　中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）にお

ける資金の範囲

中間連結キャッシュ・フロー計算書

における資金（現金及び現金同等

物）は、手許現金、随時引き出し可

能な預金及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。

ただし、３ヶ月を超える定期預金の

うち買掛債務等の支払に充当するも

のについては、現金同等物に含めて

おります。

同左 連結キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金（現金及び現金同等物）は、

手許現金、随時引き出し可能な預金

及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。

ただし、３ヶ月を超える定期預金の

うち買掛債務等の支払に充当するも

のについては、現金同等物に含めて

おります。
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中間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

前中間連結会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

 ――――――  ―――――― （役員賞与に関する会計基準）

  当連結会計年度より「役員賞与に関

する会計基準」（企業会計基準委員会

　平成17年11月29日　企業会計基準第

４号）を適用しております。

  これにより、営業利益、経常利益及

び税金等調整前当期純利益がそれぞれ

38百万円減少しております。

（貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準）

　当中間連結会計期間より「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準委員会　平成17年

12月９日　企業会計基準第５号）及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準等の適用指針」（企業会

計基準委員会　平成17年12月９日　企

業会計基準適用指針第８号）を適用し

ております。

　従来の「資本の部」の合計に相当す

る金額は、65,628百万円であります。

　なお、中間連結財務諸表規則の改正

により、当中間連結会計期間における

中間連結貸借対照表の純資産の部につ

いては、改正後の中間連結財務諸表規

則により作成しております。

 ―――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準）

　当連結会計年度より「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準委員会　平成17年12月

９日　企業会計基準第５号）及び「貸

借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準等の適用指針」（企業会計基

準委員会　平成17年12月９日　企業会

計基準適用指針第８号）を適用してお

ります。

　従来の「資本の部」の合計に相当す

る金額は、65,464百万円であります。

　なお、連結財務諸表規則の改正によ

り、当連結会計年度における連結貸借

対照表の純資産の部については、改正

後の連結財務諸表規則により作成して

おります。

 ――――――

 

 

 

（有形固定資産の減価償却方法）

  法人税法の改正（（所得税法等の一

部を改正する法律　平成19年３月30日

　法律第６号）及び（法人税法施行令

の一部を改正する政令　平成19年３月

30日　政令第83号））に伴い、平成19

年４月１日以降に取得したものについ

ては、改正後の法人税法に基づく方法

に変更しております。

　なお、これによる損益に与える影響

は軽微であります。

 ――――――
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表示方法の変更

前中間連結会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日）

（連結キャッシュ・フロー計算書）

　前中間連結会計期間まで区分掲記しておりました財務活

動によるキャッシュ・フローの「自己株式の取得による支

出」（当中間連結会計期間１百万円）は、金額的重要性が

乏しくなったため、財務活動によるキャッシュ・フローの

「その他」に含めて表示することに変更しました。

（連結キャッシュ・フロー計算書）

　前中間連結会計期間まで営業活動によるキャッシュ・フ

ローの「その他」に含めていた「未払金の減少額」（前中

間連結会計期間は「未払金の増加額」49百万円）は、金額

的重要性が増したため、当中間連結会計期間から区分掲記

することに変更しました。

注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成18年７月31日）

当中間連結会計期間末
（平成19年７月31日）

前連結会計年度
（平成19年１月31日）

※1　有形固定資産の減価償却累計額

548百万円

※1　有形固定資産の減価償却累計額

515百万円

※1　有形固定資産の減価償却累計額

518百万円

　2　偶発債務

（1）次の子会社について、取引先からの仕入

債務に対する保証を行っております。

　2　偶発債務

（1）次の子会社について、取引先からの仕入

債務に対する保証を行っております。

　2　偶発債務

（1）次の子会社について、取引先からの仕入

債務に対する保証を行っております。

保証先 金額

台湾菱洋電子
股份有限公司

0百万円
（US$420)

保証先 金額

RYOYO　ELECTRO
（THAILAND）CO.,LTD.

 
11百万円

保証先 金額

RYOYO　ELECTRO
（THAILAND）CO.,LTD.

 
３百万円 

（2）次の子会社について、輸入に係る消費税

等延納に関する保証を行っております。

（2）次の子会社について、輸入に係る消費税

等延納に関する保証を行っております。

（2）次の子会社について、輸入に係る消費税

等延納に関する保証を行っております。

保証先 金額

リョーヨー
セミコン㈱ 27百万円

保証先 金額

リョーヨー
セミコン㈱ 17百万円

保証先 金額

リョーヨー
セミコン㈱ 20百万円
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

前中間連結会計期間（自　平成18年２月１日　至　平成18年７月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末株
式数（株）

当中間連結会計期間
増加株式数（株）

当中間連結会計期間
減少株式数（株）

当中間連結会計期間
末株式数（株）

発行済株式     

普通株式 32,072,398 － － 32,072,398

合計 32,072,398 － － 32,072,398

自己株式     

普通株式（注） 4,392,998 713 175 4,393,536

合計 4,392,998 713 175 4,393,536

　（注）　自己株式の普通株式の増加713株は単元未満株式の買取による増加であり、減少175株は単元未満株式の買増請

求による減少であります。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

　該当事項はありません。

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成18年４月27日

定時株主総会
普通株式 553 20 平成18年１月31日 平成18年４月28日

(2）基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間末日後とな

るもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

配当原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成18年９月12日

取締役会
普通株式 553 利益剰余金 20 平成18年７月31日 平成18年10月16日
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当中間連結会計期間（自　平成19年２月１日　至　平成19年７月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末株
式数（株）

当中間連結会計期間
増加株式数（株）

当中間連結会計期間
減少株式数（株）

当中間連結会計期間
末株式数（株）

発行済株式     

普通株式 32,072,398 － － 32,072,398

合計 32,072,398 － － 32,072,398

自己株式     

普通株式（注） 4,394,961 1,866 230 4,396,597

合計 4,394,961 1,866 230 4,396,597

　（注）１．自己株式の数の増加は、単元未満株式の買取りによる増加分であります。

２．自己株式の数の減少は、単元未満株式の買増し請求による減少分であります。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

　該当事項はありません。

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成19年４月26日

定時株主総会
普通株式 553 20 平成19年１月31日 平成19年４月27日

(2）基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間末日後とな

るもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

配当原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年９月11日

取締役会
普通株式 553 利益剰余金 20 平成19年７月31日 平成19年10月15日
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前連結会計年度（自　平成18年２月１日　至　平成19年１月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末株
式数（株）

当連結会計年度増加
株式数（株）

当連結会計年度減少
株式数（株）

当連結会計年度末株
式数（株）

発行済株式     

普通株式 32,072,398 － － 32,072,398

合計 32,072,398 － － 32,072,398

自己株式     

普通株式（注） 4,392,998 2,143 180 4,394,961

合計 4,392,998 2,143 180 4,394,961

　（注）１．自己株式の数の増加は、単元未満株式の買取りによる増加分であります。

２．自己株式の数の減少は、単元未満株式の買増し請求による減少分であります。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

　該当事項はありません。

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成18年４月27日

定時株主総会
普通株式 553 20 平成18年１月31日 平成18年４月28日

 平成18年９月12日

取締役会 
普通株式 553 20  平成18年７月31日 平成18年10月16日 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

配当原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年４月26日

定時株主総会
普通株式 553 利益剰余金 20 平成19年１月31日 平成19年４月27日

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

※　現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間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中間期末残高と中

間連結貸借対照表の現金及び預金残高は

一致しております。

※　現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間連結貸借対照表に掲記されている科目

の金額との関係

同左

※　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

借対照表の現金及び預金残高は一致して

おります。
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（リース取引関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

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

１　リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び中間期末残高相当

額

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

１　リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び中間期末残高相当

額

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

１　リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び期末残高相当額

 

取得価
額相当
額
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額
(百万円)

中間期
末残高
相当額
(百万円)

ソフトウェア 21 4 16

 

取得価
額相当
額
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額
(百万円)

中間期
末残高
相当額
(百万円)

ソフトウェア 21 8 12

 

取得価
額相当
額
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額
(百万円)

期末残
高相当
額
(百万円)

ソフトウェア 21 6 14

なお、取得価額相当額は、未経過リース料

中間期末残高が有形固定資産の中間期末残

高等に占める割合が低いため、支払利子込

み法により算定しております。

なお、取得価額相当額は、未経過リース料

中間期末残高が有形固定資産の中間期末残

高等に占める割合が低いため、支払利子込

み法により算定しております。

なお、取得価額相当額は、未経過リース料

期末残高が有形固定資産の期末残高等に占

める割合が低いため、支払利子込み法によ

り算定しております。

　２　未経過リース料中間期末残高相当額 　２　未経過リース料中間期末残高相当額 　２　未経過リース料期末残高相当額

１年内 3百万円

１年超 12百万円

合計 16百万円

１年内 3百万円

１年超 8百万円

合計 12百万円

１年内 3百万円

１年超 10百万円

合計 14百万円

なお、未経過リース料中間期末残高相当額

は、未経過リース料中間期末残高が有形固

定資産の中間期末残高等に占める割合が低

いため、支払利子込み法により算定してお

ります。

なお、未経過リース料中間期末残高相当額

は、未経過リース料中間期末残高が有形固

定資産の中間期末残高等に占める割合が低

いため、支払利子込み法により算定してお

ります。

なお、未経過リース料期末残高相当額は、

未経過リース料期末残高が有形固定資産の

期末残高等に占める割合が低いため、支払

利子込み法により算定しております。

　３　支払リース料及び減価償却費相当額 　３　支払リース料及び減価償却費相当額 　３　支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 1百万円

減価償却費相当額 1百万円

支払リース料 1百万円

減価償却費相当額 1百万円

支払リース料 3百万円

減価償却費相当額 3百万円

　４　減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっております。

　４　減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっております。

　４　減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっております。
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（有価証券関係）

前中間連結会計期間末（平成18年７月31日）

１　その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（百万円）
中間連結貸借対照表計
上額（百万円）

差額（百万円）

（1）株式 385 1,002 617

（2）その他 － － －

合計 385 1,002 617

２　時価評価されていない有価証券

 中間連結貸借対照表計上額（百万円）

（1）満期保有目的の債券  

社債 1,000

ユーロ円債 16,000

（2）その他有価証券  

非上場株式 6

合計 17,007

　（注）その他有価証券で時価のない株式について75百万円減損処理を行っております。

当中間連結会計期間末（平成19年７月31日）

１　その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（百万円）
中間連結貸借対照表計
上額（百万円）

差額（百万円）

（1）株式 730 1,709 978

（2）その他 － － －

合計 730 1,709 978

２　時価評価されていない有価証券

 中間連結貸借対照表計上額（百万円）

（1）満期保有目的の債券  

社債 1,000

ユーロ円債 8,000

（2）その他有価証券  

非上場株式 －

合計 9,000
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前連結会計年度末（平成19年１月31日）

１　その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（百万円）
連結貸借対照表計上額

（百万円）
差額（百万円）

（1）株式 542 1,342 799

（2）その他 － － －

合計 542 1,342 799

２　時価評価されていない有価証券

 連結貸借対照表計上額（百万円）

（1）満期保有目的の債券  

社債 1,000

ユーロ円債 15,000

（2）その他有価証券  

非上場株式 6

合計 16,006

　（注）その他有価証券で時価のない株式について75百万円減損処理を行っております。

（デリバティブ取引関係）

前中間連結会計期間末（平成18年７月31日）

　提出会社は、デリバティブ取引（為替予約取引等）を利用しておりますが、全てヘッジ会計が適用されるため、

記載を省略しております。

当中間連結会計期間末（平成19年７月31日）

　提出会社は、デリバティブ取引（為替予約取引等）を利用しておりますが、全てヘッジ会計が適用されるため、

記載を省略しております。

前連結会計年度末（平成19年１月31日）

　提出会社は、デリバティブ取引（為替予約取引等）を利用しておりますが、全てヘッジ会計が適用されるため、

記載を省略しております。
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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

　前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において当社グループは、半導体、システム情

報機器及びその他の電子部品の販売を主たる事業とする専門商社で、それらの商品の種類・性質等も類似してお

りますので、単一事業分野の営業活動として、他に開示基準に該当するセグメントはありませんので、その記載

を省略しております。

ｂ．所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間（自　平成18年２月１日　至　平成18年７月31日）

 全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合が90％を超えているため、その記載を省略しております。

 

当中間連結会計期間（自　平成19年２月１日　至　平成19年７月31日）  

 
日本

（百万円）
アジア

（百万円）
計

（百万円）
消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

 売上高  
 

 
   

(1）外部顧客に対する売上高 60,176 10,011 70,187 － 70,187

(2）
セグメント間の内部売上高又

は振替高
5,694 5 5,700 △5,700 －

 　　　　計 65,871 10,016 75,887 △5,700 70,187

 営業費用 64,592 9,822 74,414 △5,699 68,714

 営業利益 1,279 194 1,473 △0 1,472

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

 ２．本邦以外の各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

 アジア……シンガポール、香港、上海

 

前連結会計年度（自　平成18年２月１日　至　平成19年１月31日）  

 
日本

（百万円）
アジア

（百万円）
計

（百万円）
消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

 売上高  
 

 
   

(1）外部顧客に対する売上高 109,300 13,364 122,665 － 122,665

(2）
セグメント間の内部売上高又

は振替高
7,695 63 7,758 △7,758 －

 　　　計 116,995 13,428 130,424 △7,758 122,665

 営業費用 115,614 13,202 128,817 △7,749 121,068

 営業利益 1,380 225 1,606 △9 1,597

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

 ２．本邦以外の各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

 アジア……シンガポール、香港、上海
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ｃ．海外売上高

 前中間連結会計期間（自　平成18年２月１日　至　平成18年７月31日）

 海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、その記載を省略しております。

 

 当中間連結会計期間（自　平成19年２月１日　至　平成19年７月31日）

 アジア その他 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 12,923 75 12,999

Ⅱ　連結売上高（百万円） － － 70,187

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の

割合（％）
18.4 0.1 18.5

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

(1）アジア……………中国、香港、台湾、タイ、マレーシア　等

(2）その他……………ドイツ、アメリカ、イギリス

 ３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

 

 前連結会計年度（自　平成18年２月１日　至　平成19年１月31日）

 アジア その他 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 14,750 20 14,771

Ⅱ　連結売上高（百万円） － － 122,665

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の

割合（％）
12.0 0.0 12.0

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

 ２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

 (1）アジア……………中国、香港、台湾、タイ、マレーシア　等

 (2）その他……………ドイツ、アメリカ、イギリス

 ３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。
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（１株当たり情報）

項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

１株当たり純資産額 2,371.09円 2,404.44円 2,364.81円

１株当たり中間（当期）純

利益金額
23.12円 45.98円 30.90円

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益金額

潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、

潜在株式がないため、記載

しておりません。

同左 潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額については、

潜在株式がないため、記載

しておりません。

　（注）　１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前中間連結会計期間

(自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日)

前連結会計年度
(自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日)

中間（当期）純利益（百万円） 640 1,272 855

普通株主に帰属しない金額（百万円） －  －  －

普通株式に係る中間（当期）純利益（百

万円）
640 1,272 855

期中平均株式数（千株） 27,679 27,676 27,678
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（重要な後発事象）

前中間連結会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

　当社は、平成18年７月３日開催の取

締役会決議に基づき、公開買付けによ

りユニダックス株式会社（以下、ユニ

ダックス社）の株式を、次の概要にて

取得いたしました。

１．取得の目的

　当社とユニダックス社は半導体ビ

ジネスを中心としながら、当社はシ

ステム情報機器、ユニダックス社は

電子部品ビジネスにそれぞれの強

み・特徴を有しており、これらのビ

ジネスを相互に補完することで、ビ

ジネスの上流から下流までを幅広く

サポートすることが可能となります。

また、国内外における拠点ネット

ワークにおいても、拠点の相互活用

などによる効果が期待できる関係に

あります。事業領域での補完、地域

面での相互活用が見込める両社が緊

密に連携をすることによって、更な

る顧客サービスの向上を目指し、そ

の結果として両社の企業価値増大を

図ることができると判断するに至り

ました。

　両社は今後の協議を通じて業務提

携関係を構築する予定ですが、この

関係をより実のあるものとするため

に、ユニダックス社取締役会の賛同

の下、当社がユニダックス社株式

6,000,000株（発行済株式総数の

33.46%）の取得を目指して、公開買

付けを行いました。公開買付けによ

り、ユニダックス社は当社の持分法

適用関連会社となります。

 ―――――― ―――――― 
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前中間連結会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

２．対象会社の概況（平成18年３月31

日現在）

(1) 商号

ユニダックス株式会社

(2) 主な事業内容

半導体、電子部品、情報機器、

ソフトウェアの販売

(3) 設立年月日

昭和47年２月２日

(4) 本店所在地

東京都武蔵野市境南町五丁目１

番21号

(5) 代表者

代表取締役社長　立花　篤実

(6) 資本の額

4,800百万円

(7) 発行済株式総数

17,932,595株

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．公開買付けの内容

(1) 公開買付けの実施決議

平成18年７月３日

(2) 公開買付けの実施期間

平成18年７月４日～平成18年８

月３日までの31日間

(3) 買付けの決済開始日

平成18年８月11日

(4) 取得した株式の数

6,000,000株

(5) 公開買付けによる所有株式の異

動

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
当社の所有株
式数(株)

当社の議決権
割合（％）

買付け前 0 0.00

買付け後 6,000,000 34.72

 

当社の議決権割合は、ユニダッ

クス社が平成18年８月４日に提

出の「臨時報告書」に記載した

「本報告書提出日現在の総株主

の議決権の数」34,558個を基準

に算出しております。

(6) 取得価額

１株につき720円

(7) 取得に要した資金

4,501百万円（買付手数料等の

付随費用を含みます）

全額自己資金により充当してお

ります。
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５．中間個別財務諸表
(1) 中間貸借対照表

  
前中間会計期間末

（平成18年７月31日）
当中間会計期間末

（平成19年７月31日）
対前中間
期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年１月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）            

Ⅰ　流動資産            

１　現金及び預金  10,248   8,364   △1,884 5,836   

２　受取手形  760   761   1 805   

３　売掛金  32,774   37,332   4,558 35,716   

４　有価証券  8,000   1,000   △6,999 8,000   

５　たな卸資産  9,564   15,019   5,455 11,840   

６　繰延税金資産  195   196   1 233   

７　未収入金  959   2,291   1,332 2,414   

８　その他  348   1,282   933 409   

貸倒引当金  △60   △240   △180 △249   

流動資産合計   62,791 79.3  66,009 78.6 3,218  65,007 78.6

Ⅱ　固定資産            

１　有形固定資産 ※１ 258   281   23 271   

２　無形固定資産  502   675   173 663   

３　投資その他の
資産

           

(1）投資有価証
券

 10,009   9,709   △300 9,349   

(2）関係会社株
式

 －   6,350   6,350 6,350   

(3）繰延税金資
産

 265   85   △179 212   

(4）長期定期預
金

 3,000   －   △3,000 －   

(5）その他  2,430   1,663   △767 1,650   

貸倒引当金  △33   △783   △749 △815   

投資その他の
資産合計

 15,672   17,024   1,352 16,747   

固定資産合計   16,432 20.7  17,981 21.4 1,548  17,683 21.4

資産合計   79,224 100.0  83,991 100.0 4,766  82,690 100.0

            

菱洋エレクトロ㈱ （8068） 平成 20 年１月期中間決算短信

－ 34 －



  
前中間会計期間末

（平成18年７月31日）
当中間会計期間末

（平成19年７月31日）
対前中間
期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年１月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

１　買掛金  12,989   16,734   3,745 14,064   

２　未払法人税等  181   555   373 28   

３　賞与引当金  189   248   58 203   

４　その他  1,438   2,123   685 4,542   

流動負債合計   14,799 18.7  19,662 23.4 4,862  18,839 22.7

Ⅱ　固定負債            

１　退職給付引当
金

 972   987   14 983   

２　役員退職慰労
引当金

 191   194   3 203   

３　その他  14   14   0 14   

固定負債合計   1,178 1.5  1,196 1.4 17  1,202 1.5

負債合計   15,977 20.2  20,858 24.8 4,880  20,041 24.2

            

（純資産の部）            

Ⅰ　株主資本            

１　資本金   13,672 17.3  13,672 16.3 －  13,672 16.5

２　資本剰余金            

(1）資本準備金  13,336   13,336   － 13,336   

(2）その他資本
剰余金

 0   0   0 0   

資本剰余金合
計

  13,336 16.8  13,336 15.9 0  13,336 16.1

３　利益剰余金            

(1）利益準備金  1,290   1,290   － 1,290   

(2）その他利益
剰余金

           

別途積立金  38,300   38,300   － 38,300   

繰越利益剰
余金

 1,772   1,439   △333 1,082   

利益剰余金合
計

  41,363 52.2  41,030 48.9 △333  40,672 49.2

４　自己株式   △5,491 △6.9  △5,497 △6.6 △5  △5,494 △6.6

株主資本合計   62,880 79.4  62,541 74.5 △338  62,187 75.2

Ⅱ　評価・換算差額
等

           

１　その他有価証
券評価差額金

  366 0.4  580 0.7 213  474 0.6

２　繰延ヘッジ損
益

  0 0.0  10 0.0 10  △12 △0.0

評価・換算差額
等合計

  366 0.4  590 0.7 224  461 0.6

純資産合計   63,246 79.8  63,132 75.2 △114  62,649 75.8

負債純資産合計   79,224 100.0  83,991 100.0 4,766  82,690 100.0
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(2) 中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日）

対前中間
期比

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   56,681 100.0  65,871 100.0 9,189  116,995 100.0

Ⅱ　売上原価   52,281 92.2  60,647 92.1 8,366  107,964 92.3

売上総利益   4,400 7.8  5,223 7.9 822  9,031 7.7

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

  3,607 6.4  3,944 6.0 336  7,650 6.5

営業利益   792 1.4  1,279 1.9 486  1,380 1.2

Ⅳ　営業外収益 ※１  289 0.5  214 0.3 △74  648 0.6

Ⅴ　営業外費用 ※２  3 0.0  173 0.2 169  55 0.1

経常利益   1,078 1.9  1,320 2.0 241  1,973 1.7

Ⅵ　特別利益            

投資有価証券
売却益

 － －  － 192 192 0.3 192 － － －

Ⅶ　特別損失            

投資有価証券
評価損

 75   －    75   

貸倒引当金繰
入額

 － 75 0.1 － － － △75 780 855 0.7

税引前中間
（当期）純利
益

  1,003 1.8  1,512 2.3 509  1,118 1.0

法人税、住民
税及び事業税

 138   527    440   

法人税等調整
額

 319 457 0.8 74 601 0.9 144 269 709 0.7

中間（当期）
純利益

  545 1.0  910 1.4 365  408 0.3
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(3）中間株主資本等変動計算書

前中間会計期間（自　平成18年２月１日　至　平成18年７月31日）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
資本準備金

その他資本
剰余金

利益準備金

その他利益剰余金

別途積立金
繰越利益剰
余金

平成18年１月31日　残高
（百万円）

13,672 13,336 0 1,290 38,300 1,818 △5,491 62,927

中間会計期間中の変動額         

剰余金の配当（百万円）(注)      △553  △553

役員賞与の支給（百万円）(注)      △38  △38

中間純利益（百万円）      545  545

自己株式の取得（百万円）       △1 △1

自己株式の処分（百万円）   0    0 0

株主資本以外の項目の中間会計期
間中の変動額（純額）
（百万円）

        

中間会計期間中の変動額合計
（百万円）

― ― 0 ― ― △46 △0 △46

平成18年７月31日　残高
（百万円）

13,672 13,336 0 1,290 38,300 1,772 △5,491 62,880

 

評価・換算差額等

その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損益

平成18年１月31日　残高
（百万円）

403 ―

中間会計期間中の変動額   

剰余金の配当（百万円）(注)   

役員賞与の支給（百万円）(注)   

中間純利益（百万円）   

自己株式の取得（百万円）   

自己株式の処分（百万円）   

株主資本以外の項目の中間会計期
間中の変動額（純額）
（百万円）

△36 0

中間会計期間中の変動額合計
（百万円）

△36 0

平成18年７月31日　残高
（百万円）

366 0

　（注）　平成18年４月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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当中間会計期間（自　平成19年２月１日　至　平成19年７月31日）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
資本準備金

その他資本
剰余金

利益準備金

その他利益剰余金

別途積立金
繰越利益剰
余金

平成19年１月31日　残高
（百万円）

13,672 13,336 0 1,290 38,300 1,082 △5,494 62,187

中間会計期間中の変動額         

剰余金の配当（百万円）      △553  △553

中間純利益（百万円）      910  910

自己株式の取得（百万円）       △3 △3

自己株式の処分（百万円）   0    0 0

株主資本以外の項目の中間会計期
間中の変動額（純額）
（百万円）

        

中間会計期間中の変動額合計
（百万円）

－ － 0 － － 357 △2 354

平成19年７月31日　残高
（百万円）

13,672 13,336 0 1,290 38,300 1,439 △5,497 62,541

 

評価・換算差額等

その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損益

平成19年１月31日　残高
（百万円）

474 △12

中間会計期間中の変動額   

剰余金の配当（百万円）   

中間純利益（百万円）   

自己株式の取得（百万円）   

自己株式の処分（百万円）   

株主資本以外の項目の中間会計期
間中の変動額（純額）
（百万円）

105 22

中間会計期間中の変動額合計
（百万円）

105 22

平成19年７月31日　残高
（百万円）

580 10

　

菱洋エレクトロ㈱ （8068） 平成 20 年１月期中間決算短信

－ 38 －



前事業年度の株主資本等変動計算書（自　平成18年２月１日　至　平成19年１月31日）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
資本準備金

その他資本
剰余金

利益準備金

その他利益剰余金

別途積立金
繰越利益剰
余金

平成18年１月31日　残高
（百万円）

13,672 13,336 0 1,290 38,300 1,818 △5,491 62,927

事業年度中の変動額         

剰余金の配当（百万円）(注)      △1,107  △1,107

役員賞与の支給（百万円）(注)      △38  △38

当期純利益（百万円）      408  408

自己株式の取得（百万円）       △3 △3

自己株式の処分（百万円）   0    0 0

株主資本以外の項目の事業年度中
の変動額（純額）
（百万円）

        

事業年度中の変動額合計
（百万円）

－ － 0 － － △736 △3 △739

平成19年１月31日　残高
（百万円）

13,672 13,336 0 1,290 38,300 1,082 △5,494 62,187

 

評価・換算差額等

その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損益

平成18年１月31日　残高
（百万円）

403 －

事業年度中の変動額   

剰余金の配当（百万円）(注)   

役員賞与の支給（百万円）(注)   

当期純利益（百万円）   

自己株式の取得（百万円）   

自己株式の処分（百万円）   

株主資本以外の項目の事業年度中
の変動額（純額）
（百万円）

71 △12

事業年度中の変動額合計
（百万円）

71 △12

平成19年１月31日　残高
（百万円）

474 △12

　（注）　平成18年４月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間会計期間

（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日）

前事業年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

１　資産の評価基準及び評価

方法

(1）有価証券

①　満期保有目的の債券

　償却原価法（定額法）によっ

ております。

(1）有価証券

①　満期保有目的の債券

同左

(1）有価証券

①　満期保有目的の債券

同左

②　子会社株式

　移動平均法による原価法に

よっております。

②　子会社株式及び関連会社株式

同左

②　子会社株式及び関連会社株式

同左

③　その他有価証券

イ　時価のあるもの

中間決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は

全部純資産直入法により処

理し、売却原価は移動平均

法により算定）によってお

ります。

③　その他有価証券

イ　時価のあるもの

同左

③　その他有価証券

イ　時価のあるもの

決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は

全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動

平均法により算定）によっ

ております。

ロ　時価のないもの

移動平均法による原価法に

よっております。

ロ　時価のないもの

同左

ロ　時価のないもの

同左

(2) たな卸資産

商品

移動平均法による原価法に

よっております。

(2) たな卸資産

商品

同左

(2) たな卸資産

商品

同左

２　固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のと

おりであります。

建物　　　　　　　３～47年

機械及び装置　　　４～10年

器具及び備品　　　４～20年

(1）有形固定資産

定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のと

おりであります。

建物　　　　　　　６～47年

機械及び装置　　　４～10年

器具及び備品　　　４～20年

(1）有形固定資産

同左

(2）無形固定資産

定額法を採用しております。

ただし、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）による定額

法を採用しております。

(2）無形固定資産

同左

(2）無形固定資産

同左

３　引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

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

は貸倒実績率により、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。

(1）貸倒引当金

同左

(1）貸倒引当金

同左
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項目
前中間会計期間

（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日）

前事業年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

(2）賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、

支給見込額のうち当中間会計期

間に帰属する部分を計上してお

ります。

(2）賞与引当金

同左

(2）賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、

支給見込額のうち当期に帰属す

る部分を計上しております。

(3）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給付

債務及び年金資産の見込額に基

づき、当中間会計期間末におい

て発生していると認められる額

を計上しております。

なお、過去勤務債務は、その発

生時の従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数（10年）に

よる定額法により按分した額を、

発生時から費用処理しておりま

す。

また、数理計算上の差異は、そ

の発生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数（10

年）による定額法により按分し

た額を、それぞれ発生の翌事業

年度から費用処理しております。

(3）退職給付引当金

同左

(3）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、

当期末における退職給付債務及

び年金資産の額に基づき、当期

末において発生していると認め

られる額を計上しております。

なお、過去勤務債務は、その発

生時の従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数（10年）に

よる定額法により按分した額を、

発生時から費用処理しておりま

す。

また、数理計算上の差異は、そ

の発生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数（10

年）による定額法により按分し

た額を、それぞれ発生の翌期か

ら費用処理しております。

(4）役員退職慰労引当金

役員に対する退職慰労金の支給

に備えるため、内規に基づく基

準額を計上しております。

(4）役員退職慰労引当金

同左

(4）役員退職慰労引当金

同左

４　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 同左

５　ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっており

ます。なお、為替予約が付さ

れている外貨建金銭債権債務

については、振当処理を行っ

ております。

(1）ヘッジ会計の方法

同左

(1）ヘッジ会計の方法

同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

為替予約取引

ヘッジ対象

外貨建金銭債権債務及び外貨

建予定取引

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 

 

 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 

 

 

菱洋エレクトロ㈱ （8068） 平成 20 年１月期中間決算短信

－ 41 －



項目
前中間会計期間

（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日）

前事業年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

(3）ヘッジ方針

外貨建取引は、「社内外貨管理

規程」に基づき、原則としてそ

の取引成約時（予定取引を含

む）に成約高の範囲内で為替予

約等のデリバティブを利用する

ことにより将来の為替リスクを

ヘッジしております。

(3）ヘッジ方針

同左

(3）ヘッジ方針

同左

(4）ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ開始時から有効性判定時

点までの期間において、ヘッジ

対象の相場変動の累計とヘッジ

手段の相場変動の累計の両者を

比較して評価しております。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

同左

(4)ヘッジ有効性評価の方法

同左

６　その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基本

となる重要な事項

(1）消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

 

(1）消費税等の会計処理

同左

(1）消費税等の会計処理

　同左
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日）

前事業年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

 ――――――

 

 

 

 ――――――

 

 

 

（役員賞与に関する会計基準）

  当期より「役員賞与に関する会計基

準」（企業会計基準委員会　平成17年

11月29日　企業会計基準第４号）を適

用しております。

  これにより、営業利益、経常利益及

び税引前当期純利益がそれぞれ38百万

円減少しております。

（貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準）

　当中間会計期間より「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準委員会　平成17年12月

９日　企業会計基準第５号）及び「貸

借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準等の適用指針」（企業会計基

準委員会　平成17年12月９日　企業会

計基準適用指針第８号）を適用してお

ります。

　従来の「資本の部」の合計に相当す

る金額は、63,246百万円であります。

　なお、中間財務諸表等規則の改正に

より、当中間会計期間における中間貸

借対照表の純資産の部については、改

正後の中間財務諸表等規則により作成

しております。

 ―――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準）

　当期より「貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準」（企業会計

基準委員会　平成17年12月９日　企業

会計基準第５号）及び「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準等

の適用指針」（企業会計基準委員会　

平成17年12月９日　企業会計基準適用

指針第８号）を適用しております。

　従来の「資本の部」の合計に相当す

る金額は、62,661百万円であります。

　なお、財務諸表等規則の改正により、

当期における貸借対照表の純資産の部

については、改正後の財務諸表等規則

により作成しております。

 ――――――

 

 

 

（有形固定資産の減価償却方法）

  法人税法の改正（（所得税法等の一

部を改正する法律　平成19年３月30日

　法律第６号）及び（法人税法施行令

の一部を改正する政令　平成19年３月

30日　政令第83号））に伴い、平成19

年４月１日以降に取得したものについ

ては、改正後の法人税法に基づく方法

に変更しております。

　なお、これによる損益に与える影響

は軽微であります。

 ――――――

 

表示方法の変更

前中間会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日）

──────

 

「関係会社株式」は、資産の総額の100分の５を超え

たため区分掲記しました。

 なお、前中間会計期間末の「関係会社株式」の金額

は、投資その他の資産の「その他」に1,548百万円含ま

れております。
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成18年７月31日）

当中間会計期間末
（平成19年７月31日）

前事業年度末
（平成19年１月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

491百万円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

476百万円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

465百万円

　２　偶発債務

（１）次の子会社について、取引先か

らの仕入債務に対する保証を行っ

ております。

　２　偶発債務

（１）次の子会社について、取引先か

らの仕入債務に対する保証を行っ

ております。

　２　偶発債務

（１）次の子会社について、取引先か

らの仕入債務に対する保証を行っ

ております。

保証先 金額

RYOYO ELECTRO
SINGAPORE PTE.,LTD.

50百万円
（US$441,871）

RYOYO ELECTRO
HONG KONG LIMITED

45百万円
（US$395,631）

台湾菱洋電子
股份有限公司

0百万円
（US$420）

保証先 金額

RYOYO ELECTRO
SINGAPORE PTE.,LTD.

18百万円
（US$154,013）

RYOYO ELECTRO
HONG KONG LIMITED

2百万円
（US$20,200）

RYOYO ELECTRO
（THAILAND）CO.,LTD. 11百万円

保証先 金額

RYOYO ELECTRO
SINGAPORE PTE.,LTD.

24百万円
（US$204,021）

RYOYO ELECTRO
HONG KONG LIMITED

9百万円
（US$79,374）

RYOYO ELECTRO
（THAILAND）CO.,LTD. 3百万円

（２）次の子会社について、輸入に係

る消費税等延納に関する保証を

行っております。

（２）次の子会社について、輸入に係

る消費税等延納に関する保証を

行っております。

（２）次の子会社について、輸入に係

る消費税等延納に関する保証を

行っております。

保証先 金額

リョーヨー
セミコン㈱ 27百万円

保証先 金額

リョーヨー
セミコン㈱ 17百万円

保証先 金額

リョーヨー
セミコン㈱ 20百万円

（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日）

前事業年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

※１　営業外収益の主要項目 ※１　営業外収益の主要項目 ※１　営業外収益の主要項目

受取利息 11百万円

有価証券利息 74百万円

為替差益 7百万円

受取手数料 129百万円

受取利息 22百万円

有価証券利息 38百万円

受取配当金 99百万円

受取利息 25百万円

有価証券利息 130百万円

為替差益 124百万円

受取手数料  268百万円

※２　営業外費用の主要項目 ※２　営業外費用の主要項目 ※２　営業外費用の主要項目

売上割引 1百万円

事務用備品等廃棄損 2百万円

為替差損 155百万円 事務用備品等廃棄損 22百万円

長期定期預金解約手

数料 30百万円

　３　減価償却実施額 　３　減価償却実施額 　３　減価償却実施額

有形固定資産 36百万円

無形固定資産 9百万円

有形固定資産 33百万円

無形固定資産 75百万円

有形固定資産 76百万円

無形固定資産 80百万円
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（中間株主資本等変動計算書関係）

前中間会計期間（自　平成18年２月１日　至　平成18年７月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式数

（株）
当中間会計期間増加
株式数（株）

当中間会計期間減少
株式数（株）

当中間会計期間末株
式数（株）

普通株式（注） 4,392,998 713 175 4,393,536

合計 4,392,998 713 175 4,393,536

　（注）　普通株式の増加713株は単元未満株式の買取による増加であり、減少175株は単元未満株式の買増請求による減

少であります。

当中間会計期間（自　平成19年２月１日　至　平成19年７月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式数

（株）
当中間会計期間増加
株式数（株）

当中間会計期間減少
株式数（株）

当中間会計期間末株
式数（株）

普通株式（注） 4,394,961 1,866 230 4,396,597

合計 4,394,961 1,866 230 4,396,597

　（注）１　自己株式の数の増加は、単元未満株式の買取りによる増加分であります。

　　　　２　自己株式の数の減少は、単元未満株式の買増し請求による減少分であります。

前事業年度（自　平成18年２月１日　至　平成19年１月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式数

（株）
当事業年度増加株式
数（株）

当事業年度減少株式
数（株）

当事業年度末株式数
（株）

普通株式（注） 4,392,998 2,143 180 4,394,961

合計 4,392,998 2,143 180 4,394,961

　（注）１　自己株式の数の増加は、単元未満株式の買取りによる増加分であります。

　　　　２　自己株式の数の減少は、単元未満株式の買増し請求による減少分であります。
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（リース取引関係）

前中間会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日）

前事業年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

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

　１　リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び中間期末残高相当

額

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

　１　リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び中間期末残高相当

額

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

　１　リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び期末残高相当額

 

取得価
額相当
額
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額
(百万円)

中間期
末残高
相当額
(百万円)

ソフトウェア 21 4 16

 

取得価
額相当
額
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額
(百万円)

中間期
末残高
相当額
(百万円)

ソフトウェア 21 8 12

 

取得価
額相当
額
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額
(百万円)

期末残
高相当
額
(百万円)

ソフトウェア 21 6 14

なお、取得価額相当額は、未経過リース料

中間期末残高が有形固定資産の中間期末残

高等に占める割合が低いため、支払利子込

み法により算定しております。

なお、取得価額相当額は、未経過リース料

中間期末残高が有形固定資産の中間期末残

高等に占める割合が低いため、支払利子込

み法により算定しております。

なお、取得価額相当額は、未経過リース料

期末残高が有形固定資産の期末残高等に占

める割合が低いため、支払利子込み法によ

り算定しております。

　２　未経過リース料中間期末残高相当額 　２　未経過リース料中間期末残高相当額 　２　未経過リース料期末残高相当額

１年内 3百万円

１年超 12百万円

合計 16百万円

１年内 3百万円

１年超 8百万円

合計 12百万円

１年内 3百万円

１年超 10百万円

合計 14百万円

なお、未経過リース料中間期末残高相当額

は、未経過リース料中間期末残高が有形固

定資産の中間期末残高等に占める割合が低

いため、支払利子込み法により算定してお

ります。

なお、未経過リース料中間期末残高相当額

は、未経過リース料中間期末残高が有形固

定資産の中間期末残高等に占める割合が低

いため、支払利子込み法により算定してお

ります。

なお、未経過リース料期末残高相当額は、

未経過リース料期末残高が有形固定資産の

期末残高等に占める割合が低いため、支払

利子込み法により算定しております。

　３　支払リース料及び減価償却費相当額 　３　支払リース料及び減価償却費相当額 　３　支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 1百万円

減価償却費相当額 1百万円

支払リース料 1百万円

減価償却費相当額 1百万円

支払リース料 3百万円

減価償却費相当額 3百万円

　４　減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっております。

　４　減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっております。

　４　減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっております。

（有価証券関係）

前中間会計期間末（平成18年７月31日）

　子会社株式で時価のあるものはありません。

当中間会計期間末（平成19年７月31日）

  子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

 
中間貸借対照表計上額

（百万円）
時価（百万円） 差額（百万円）

子会社株式 － － －

関連会社株式 4,501 3,456 △1,045

前事業年度末（平成19年１月31日）

  子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

 
貸借対照表計上額

（百万円）
時価（百万円） 差額（百万円）

子会社株式 － － －

関連会社株式 4,501 3,990 △511
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（１株当たり情報）

項目
前中間会計期間

（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日）

前事業年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

１株当たり純資産額 2,285.02円 2,281.15円 2,263.54円

１株当たり中間（当期）純

利益金額
19.71円 32.91円 14.75円

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益金額

潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、

潜在株式がないため、記載

しておりません。

同左 潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額については、

潜在株式がないため、記載

しておりません。

　（注）　１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前中間会計期間

(自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日)

当中間会計期間
(自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日)

前事業年度
(自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日)

中間（当期）純利益（百万円） 545 910 408

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －  －

普通株式に係る中間（当期）純利益（百

万円）
545 910 408

期中平均株式数（千株） 27,679 27,676 27,678
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（重要な後発事象）

前中間会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日）

前事業年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

　当社は、平成18年７月３日開催の取

締役会決議に基づき、公開買付けによ

りユニダックス株式会社（以下、ユニ

ダックス社）の株式を、次の概要にて

取得いたしました。

１．取得の目的

　当社とユニダックス社は半導体ビ

ジネスを中心としながら、当社はシ

ステム情報機器、ユニダックス社は

電子部品ビジネスにそれぞれの強

み・特徴を有しており、これらのビ

ジネスを相互に補完することで、ビ

ジネスの上流から下流までを幅広く

サポートすることが可能となります。

また、国内外における拠点ネット

ワークにおいても、拠点の相互活用

などによる効果が期待できる関係に

あります。事業領域での補完、地域

面での相互活用が見込める両社が緊

密に連携をすることによって、更な

る顧客サービスの向上を目指し、そ

の結果として両社の企業価値増大を

図ることができると判断するに至り

ました。

　両社は今後の協議を通じて業務提

携関係を構築する予定ですが、この

関係をより実のあるものとするため

に、ユニダックス社取締役会の賛同

の下、当社がユニダックス社株式

6,000,000株（発行済株式総数の

33.46%）の取得を目指して、公開買

付けを行いました。

 ――――――  ――――――
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前中間会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日）

前事業年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

２．対象会社の概況（平成18年３月31

日現在）

(1) 商号

ユニダックス株式会社

(2) 主な事業内容

半導体、電子部品、情報機器、

ソフトウェアの販売

(3) 設立年月日

昭和47年２月２日

(4) 本店所在地

東京都武蔵野市境南町五丁目１

番21号

(5) 代表者

代表取締役社長　立花　篤実

(6) 資本の額

4,800百万円

(7) 発行済株式総数

17,932,595株

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．公開買付けの内容

(1) 公開買付けの実施決議

平成18年７月３日

(2) 公開買付けの実施期間

平成18年７月４日～平成18年８

月３日までの31日間

(3) 買付けの決済開始日

平成18年８月11日

(4) 取得した株式の数

6,000,000株

(5) 公開買付けによる所有株式の異

動

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
当社の所有株
式数(株)

当社の議決権
割合（％）

買付け前 0 0.00

買付け後 6,000,000 34.72

 

当社の議決権割合は、ユニダッ

クス社が平成18年８月４日に提

出の「臨時報告書」に記載した

「本報告書提出日現在の総株主

の議決権の数」34,558個を基準

に算出しています。

(6) 取得価額

１株につき720円

(7) 取得に要した資金

4,501百万円（買付手数料等の

付随費用を含みます）

全額自己資金により充当してお

ります。
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６．その他

品目別売上高

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間

（自 平成18年２月１日 （自 平成19年２月１日 増減額

    至 平成18年７月31日） 　  至 平成19年７月31日） （百万円）

金額（百万円） 構成比（％） 金額（百万円） 構成比（％）

半導体

集積回路 24,380 41.6 36,121 51.4 11,740

半導体素子 11,861 20.2 12,339 17.6 477

小　　　　計 36,242 61.8 48,460 69.0 12,218

システム情報機器 19,209 32.8 17,543 25.0 △1,665

電子部品他 3,180 5.4 4,183 6.0 1,002

合       計 58,632 100.0 70,187 100.0 11,554
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