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１．平成20年１月期の連結業績（平成19年２月１日～平成20年１月31日）

(1）連結経営成績 （％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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年１月期 138,599 13.0 2,206 38.2 2,435 △1.1 1,564 82.9

19年１月期 122,665 2.0 1,597 △22.6 2,463 △0.0 855 △36.4

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

20年１月期 56 53 ―  2.4 2.8 1.6

19年１月期 30 90 ―  1.3 3.0 1.3

（参考）持分法投資損益 20年１月期 339百万円 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

20年１月期 85,775 65,470 76.3 2,365 67

19年１月期 86,273 65,451 75.9 2,364 81

（参考）自己資本 20年１月期 65,470百万円 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

20年１月期 725 5,280 △1,106 12,966

19年１月期 △4,070 1,672 △1,107 8,188

２．配当の状況

配当金総額
(年間)

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

19年１月期 20 00 20 00 40 00 1,107 129.5 1.7

20年１月期 20 00 20 00 40 00 1,107 70.8 1.7

21年１月期（予想） 20 00 20 00 40 00 － 82.0 －

３．平成21年１月期の連結業績予想（平成20年２月１日～平成21年１月31日）

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

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

中間期 67,000 △4.5 760 △48.4 1,050 △39.2 670 △47.3 24 21

通期 135,000 △2.6 1,600 △27.5 2,100 △13.8 1,350 △13.7 48 78
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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

(2）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（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、22ページ「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） 20年１月期 32,072,398株 19年１月期 32,072,398株

②　期末自己株式数 20年１月期 4,397,162株 19年１月期 4,394,961株

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、35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20年１月期の個別業績（平成19年２月１日～平成20年１月31日）

(1）個別経営成績 （％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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年１月期 130,127 11.2 1,875 35.8 2,153 9.1 △361 △188.6

19年１月期 116,995 2.4 1,380 △23.2 1,973 △8.2 408 △62.4

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

円 銭 円 銭

20年１月期 △13 08 ―  

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

20年１月期 79,920 60,677 75.9 2,192 47

19年１月期 82,690 62,649 75.8 2,263 54

（参考）自己資本 20年１月期 60,677百万円 19年１月期 62,649百万円

２．平成21年１月期の個別業績予想（平成20年２月１日～平成21年１月31日）

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

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

中間期 63,000 △4.4 700 △45.3 920 △30.3 555 △39.1 20 05

通期 128,000 △1.6 1,550 △17.3 1,830 △15.0 1,100 － 39 75

※　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。業績予想に関する事項については、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

当連結会計年度における国内の経済は、後半に信用力の低い個人向け住宅融資（サ

ブプライムローン）問題に端を発した米国経済減速の影響が懸念されましたが、新興

国（アジア・中東・ロシア）向けの輸出や企業の設備投資が堅調に推移し、景気の緩

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、デジタルスチルカメラ（デジカメ）、

地上デジタル放送（ワンセグ）対応の携帯電話の出荷が伸びました。

半導体の分野では、パソコン、携帯電話、デジタル家電など主要製品の好調な出荷

に支えられて、世界の半導体出荷額は過去最高を達成することが確実ですが、メモリ

の価格が年間を通して下落し、収益面では厳しい状況が続いております。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、当連結会計年度

の売上高は1,385億99百万円(前年度比13.0％増)、経常利益は24億35百万円(前年度比

1.1％減)、当期純利益は15億64百万円(前年度比82.9％増)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702億25百万円で、前連結会計年度より164億85百万円

（30.7%）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226億26百万円で、前連結会計年度より13億64百万円

（5.7%）減少。

これは、鉄道車両向けパワーモジュールの出荷が増加しましたが、パソコン用の

記録型ＤＶＤ装置に組み込まれるレーザダイオードの単価が下落したためです。

（システム情報機器）

売上高は366億70百万円で、前連結会計年度より４億74百万円(1.3%)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90億77百万円で、前連結会計年度より12億87百万円(16.5%)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。
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所在地別セグメントの概況は次のとおりです。

①　日本

　当連結会計年度は、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、

売上高は1,301億27百万円（前年度比11.2％増）、営業利益は18億75百万円（前年

度比35.8％増）となりました。

②　アジア

　当連結会計年度は、デジタル家電向け半導体及び通信向け液晶モジュールの出荷

が増加し、売上高は196億19百万円（前年度比46.1％増）、営業利益は３億８百万

円（前年度比36.5％増）となりました。

【次期の見通し】

これからの国内経済につきましては、米国経済の減速、原油価格の高止まりにより

先行きに不透明感が増しております。

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

や携帯電話の需要の拡大が見込まれる一方、価格下落は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、現時点での平成21年１月期の業績見通しは次の通りで

す。

（連結業績見通し）

売上高　　 1,350億円　　　 (前年度比 2.6％減)

経常利益　　  21億円　　　 (前年度比13.8％減)

当期純利益　　13億50百万円 (前年度比13.7％減)

（単独業績見通し）

売上高　　 1,280億円　　   (前年度比 1.6％減)

経常利益　　  18億30百万円 (前年度比15.0％減)

当期純利益　　11億円       (前年度比　　―　)

(2）財政状態に関する分析

① 資産、負債及び純資産の状況

当連結会計年度末の資産は857億75百万円となり、前連結会計年度末に比べ４億98

百万円減少しました。これは、主に現金及び預金、受取手形及び売掛金が増加した一

方、有価証券、投資有価証券が減少したことによるものです。

当連結会計年度末の負債は203億４百万円となり、前連結会計年度末に比べ５億17

百万円減少しました。これは、主にファクタリング未払金の減少等によるものです。

当連結会計年度末の純資産は654億70百万円となり、前連結会計年度末に比べ18百

万円増加しました。これは、主にその他有価証券評価差額金が減少する一方、当期純

利益並びに為替換算調整勘定が増加したことによるものです。
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② キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、税金等調整前当期純利益が26億28

百万円（前年度比63.4％増）となったことに加え、有価証券の満期償還等により、当

連結会計年度末に129億66百万円となり、前連結会計年度末に比べ47億77百万円増加

しました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権が13億37

百万円増加、ファクタリング未払金の減少等によりその他が14億54百万円減少したも

のの、税金等調整前当期純利益を26億28百万円計上したこと、たな卸資産が４億６百

万円減少、仕入債務が８億94百万円増加したこと等により、７億25百万円の収入とな

り、前連結会計年度に比べ47億96百万円増加しました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の取

得による支出23億１百万円がありましたが、有価証券の満期償還による収入80億円等

により、52億80百万円の収入となり、前連結会計年度に比べ36億８百万円増加しまし

た。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当連結会計年度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11億

２百万円等により、11億６百万円の支出となり、前連結会計年度に比べ１百万円増加

しました。

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移

 平成18年１月期 平成19年１月期 平成20年１月期

自己資本比率（％） 81.9 75.9 76.3

時価ベースの自己資本比率（％） 62.3 56.5 39.1

 （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、期末株価終値×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。
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(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

【利益配分に関する基本方針】

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・次期の配当】

上記の方針に基づき、これからの経営環境と運転資金の必要量を総合的に勘案しま

した結果、当期の期末配当金は、１株につき普通配当金20円とし、中間配当金とあわ

せた年間配当金は40円とさせていただく予定です。

　なお、次期の利益配当金は、１株につき年間普通配当金40円（中間配当金20円、期

末配当金20円）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、当連結会計年度末（平成20年１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、又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。
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２．企業集団の状況

当社グループは、当社及び子会社８社並びに関連会社１社により構成されています。

当社は、半導体（集積回路・半導体素子）・システム情報機器・その他の電子部品

販売を主たる事業とする専門商社として、国内外の電子機器メーカ、電子機器ユーザ

へ販売しています。

事業の内容と事業の系統図は以下のとおりです。

＜事業の内容＞ 

品目  主たる取扱商品名 取扱会社

 半導体

 集積回路

・半導体集積回路

・混成厚膜集積回路

当社

RYOYO ELECTRO SINGAPORE PTE.,LTD.

RYOYO ELECTRO HONG KONG LIMITED

菱洋電子（上海）有限公司

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

 半導体素子

・個別半導体  当社

 RYOYO ELECTRO SINGAPORE PTE.,LTD.

 RYOYO ELECTRO HONG KONG LIMITED

 菱洋電子（上海）有限公司

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

 システム情報機器

・映像出力機器

・コンピュータ周辺装置

・ワークステーション

・ネットワーク製品

・ソフトウェア

・その他

 当社

RYOYO ELECTRO SINGAPORE PTE.,LTD.

RYOYO ELECTRO HONG KONG LIMITED

菱洋電子（上海）有限公司

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

 電子部品他

・一般電子部品等  当社

RYOYO ELECTRO SINGAPORE PTE.,LTD.

 RYOYO ELECTRO HONG KONG LIMITED

 菱洋電子（上海）有限公司

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.
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＜事業の系統図＞

 

 
 
 

菱洋エレクトロ㈱ 
（当社） 

（連結子会社） 
RYOYO ELECTRO SINGAPORE PTE.,LTD. 
RYOYO ELECTRO HONG KONG LIMITED 

菱洋電子（上海）有限公司 
(非連結子会社) 

リョーヨーセミコン株式会社 
台湾菱洋電子股有限公司 

RYOYO ELECTRO(THAILAND)CO.,LTD. 
菱洋電子貿易（大連）有限公司 

商
品
購
入 

商
品
販
売 

商
品
販
売 

情報  
提供 

(非連結子会社) 
RYOYO ELECTRO 
USA, INC. 
（休眠中） 

商
品
購
入 

仕   入   先 

得   意   先 

(関連会社) 
ユニダックス 
株式会社 
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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（自己資本当期純利益率）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。
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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（ＩＳＯ２７００１）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。
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４．連結財務諸表
(1）連結貸借対照表

前連結会計年度
（平成19年１月31日）

当連結会計年度
（平成20年１月31日）

対前年比

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)

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１　現金及び預金 8,188 12,966 4,777

２　受取手形及び売掛金 37,066 38,331 1,265

３　有価証券 8,000 6,000 △2,000

４　たな卸資産 13,549 13,103 △446

５　繰延税金資産 256 253 △3

６　その他 2,827 2,570 △256

貸倒引当金 △249 △227 22

流動資産合計 69,639 80.7 72,997 85.1 3,358

Ⅱ　固定資産

１　有形固定資産

(1）器具及び備品 329 322

減価償却累計額 207 122 215 106 △15

(2）土地 5 5 －

(3）その他 483 507

減価償却累計額 311 172 323 183 11

有形固定資産合計 300 0.3 295 0.4 △4

２　無形固定資産 664 0.8 609 0.7 △55

３　投資その他の資産

(1）投資有価証券 ※１ 14,595 10,576 △4,018

(2）繰延税金資産 212 381 168

(3）その他 1,677 1,698 20

貸倒引当金 △815 △783 31

投資その他の資産合計 15,670 18.2 11,872 13.8 △3,797

固定資産合計 16,634 19.3 12,777 14.9 △3,857

資産合計 86,273 100.0 85,775 100.0 △498
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前連結会計年度
（平成19年１月31日）

当連結会計年度
（平成20年１月31日）

対前年比

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)

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１　支払手形及び買掛金 14,747 15,378 631

２　未払法人税等 69 649 579

３　未払消費税等 0 0 0

４　賞与引当金 203 221 17

５　その他 4,592 2,833 △1,758

流動負債合計 19,612 22.7 19,083 22.3 △529

Ⅱ　固定負債

１　退職給付引当金 989 997 7

２　役員退職慰労引当金 203 211 7

３　その他 15 11 △3

固定負債合計 1,209 1.4 1,221 1.4 11

負債合計 20,821 24.1 20,304 23.7 △517

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

１　資本金 13,672 15.8 13,672 15.9 －

２　資本剰余金 13,336 15.5 13,336 15.6 0

３　利益剰余金 43,369 50.3 43,827 51.1 457

４　自己株式 △5,494 △6.4 △5,498 △6.4 △3

株主資本合計 64,883 75.2 65,337 76.2 453

Ⅱ　評価・換算差額等

１　その他有価証券評価
差額金

474 0.6 △36 △0.1 △510

２　繰延ヘッジ損益 △12 △0.0 △0 △0.0 11

３　為替換算調整勘定 106 0.1 170 0.2 64

評価・換算差額等合計 568 0.7 132 0.1 △435

純資産合計 65,451 75.9 65,470 76.3 18

負債純資産合計 86,273 100.0 85,775 100.0 △498
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(2）連結損益計算書

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）

当連結会計年度
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

対前年比

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)

Ⅰ　売上高 122,665 100.0 138,599 100.0 15,934

Ⅱ　売上原価 113,014 92.1 128,038 92.4 15,023

売上総利益 9,650 7.9 10,561 7.6 910

Ⅲ　販売費及び一般管理費

１　貸倒引当金繰入額 195 －

２　給料及び賞与 3,304 3,540

３　賞与引当金繰入額 203 221

４　退職給付費用 189 180

５　役員退職慰労引当金
繰入額

25 29

６　賃借料 463 483

７　減価償却費 166 239

８　その他 3,505 8,053 6.6 3,659 8,354 6.0 300

営業利益 1,597 1.3 2,206 1.6 609

Ⅳ　営業外収益

１　受取利息 280 247

２　受取配当金 14 119

３　持分法による投資利益 173 339

４　仕入割引 18 22

５　為替差益 126 －

６　受取手数料 268 －

７　その他 42 923 0.7 65 795 0.6 △128

Ⅴ　営業外費用

１　売上割引 3 4

２　為替差損 － 543

３　事務用備品等廃棄損 22 2

４　長期定期預金解約手数
料

30 －

５　その他 0 56 0.0 15 565 0.4 509

経常利益 2,463 2.0 2,435 1.8 △27

Ⅵ　特別利益

１　投資有価証券売却益 － － － 192 192 0.1 192

Ⅶ　特別損失

１　投資有価証券評価損 75 －

２　貸倒引当金繰入額 780 855 0.7 － － － △855

税金等調整前当期
純利益

1,608 1.3 2,628 1.9 1,020

法人税、住民税及び
事業税

498 887

法人税等調整額 254 753 0.6 176 1,063 0.8 310

当期純利益 855 0.7 1,564 1.1 709
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(3）連結株主資本等変動計算書

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）

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 △1,107 △1,107

役員賞与の支給 △38 △38

当期純利益 855 855

自己株式の取得 △3 △3

自己株式の処分 0 0 0

連結子会社増加に伴う変動 △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）

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

役員賞与の支給

当期純利益

自己株式の取得

自己株式の処分

連結子会社増加に伴う変動

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）

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
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当連結会計年度（自　平成19年２月１日　至　平成20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19年１月31日　残高
（百万円）

13,672 13,336 43,369 △5,494 64,883

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 △1,107 △1,107

当期純利益 1,564 1,564

自己株式の取得 △4 △4

自己株式の処分 0 0 0

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）

連結会計年度中の変動額合計
（百万円） － 0 457 △3 453

平成20年１月31日　残高
（百万円）

13,672 13,336 43,827 △5,498 65,337

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

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当

当期純利益

自己株式の取得

自己株式の処分

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）

△510 11 64

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

△510 11 64

平成20年１月31日　残高
（百万円）

△36 △0 170
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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18年２月１日
至　平成19年１月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）
増減

(百万円)

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 1,608 2,628 1,020

減価償却費 166 239 73

有形固定資産売却益 △4 △2 1

有形固定資産売・廃棄損 22 2 △20

投資有価証券評価損 75 ― △75

為替差益 △8 ― 8

為替差損 － 27 27

引当金の増加（△減少）額 632 △19 △652

受取利息及び受取配当金 △294 △367 △73

投資有価証券売却益 △16 △192 △176

持分法による投資利益 △173 △339 △165

売上債権の増加額 △3,747 △1,337 2,409

たな卸資産の減少（△増加）額 △4,956 406 5,363

仕入債務の増加額 2,256 894 △1,361

未払消費税等の増加（△減少）額 △8 0 8

その他 830 △1,454 △2,284

小計 △3,617 485 4,103

利息及び配当金の受取額 305 472 166

法人税等の支払額 △759 △232 526

営業活動によるキャッシュ・フロー △4,070 725 4,796

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 ― △3,000

有価証券の売却等による収入 5,000 8,000 3,000

有形固定資産及び無形固定資産の取
得による支出

△594 △279 315

有形固定資産及び無形固定資産の売
却による収入

6 7 0

投資有価証券の取得による支出 △1,424 △2,301 △877

投資有価証券の売却等による収入 280 198 △81

関係会社株式の取得による支出 △4,560 △297 4,262

関係会社への貸付による支出 － △1,220 △1,220

関係会社への貸付回収による収入 － 1,170 1,170

その他 △35 3 38

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,672 5,280 3,608

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △1,104 △1,102 1

その他 △3 △3 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,107 △1,106 1

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 42 △122 △164

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加（△減少）
額

△3,463 4,777 8,241

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 11,457 8,188 △3,269

Ⅶ　新規連結に伴う現金及び現金同等物の
増加額

194 ― △194

Ⅷ　現金及び現金同等物の期末残高 ※ 8,188 12,966 4,777
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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18年２月１日
至　平成19年１月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年２月１日
至　平成20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（上海）有限公司

　上記のうち、菱洋電子（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。

(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

 

(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、

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。

(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

２　持分法の適用に関する事

項

(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。

(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

 

(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。

(2) 　　　　　　同左

(3) 持分法適用会社の決算日は、３月末日

であります。

　持分法の適用に当たっては、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。

(3) 　　　　　　同左

　

(4) 持分法の適用に当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）

当連結会計年度
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

３　連結子会社の事業年度等

に関する事項

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。

同左

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

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　その他有価証券

(イ) 時価のあるもの

同左

(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

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）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

 

 

 

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
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項目
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）

当連結会計年度
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

(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

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。

②　賞与引当金

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。

③　退職給付引当金

同左

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
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項目
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）

当連結会計年度
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

(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

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

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

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

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

(6) その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左

５　連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

連結子会社の資産及び負債の評価方法は、

全面時価評価法を採用しております。

同左

６　連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

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

菱洋エレクトロ㈱（8068）平成 20 年１月期決算短信

－ 21 －



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18年２月１日
至　平成19年１月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年２月１日
至　平成20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。

表示方法の変更

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）

当連結会計年度
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

（連結キャッシュ・フロー計算書）

　　前連結会計年度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」（当連結会計年度３百万円）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。

 ――――――
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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19年１月31日）

当連結会計年度
（平成20年１月31日）

※１　非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとお

りであります。

※１　非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとお

りであります。

投資有価証券（株式） 5,246百万円 投資有価証券（株式）   5,793百万円

　２　保証債務

(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　保証債務

(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
(THAILAND)CO.,LTD. 3百万円

保　証　先 金　額

RYOYO ELECTRO
(THAILAND)CO.,LTD. 12百万円

(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。

保　証　先 金　額

リョーヨーセミコン㈱ 20百万円

保　証　先 金　額

リョーヨーセミコン㈱   23百万円
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（連結株主資本等変動計算書関係）

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 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円 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円 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）

配当の原資
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円 平成19年１月31日 平成19年４月27日
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当連結会計年度（自　平成19年２月１日　至　平成20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 4,394,961 2,563 362 4,397,162

合計 4,394,961 2,563 362 4,397,162

（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円 平成19年１月31日 平成19年４月27日

平成19年９月11日

取締役会
普通株式 553 　20円 平成19年７月31日 平成19年10月15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）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成20年４月25日

定時株主総会
普通株式 553 利益剰余金 　20円 平成20年１月31日 平成20年４月28日
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（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18年２月１日
至　平成19年１月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１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

同左
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（リース取引関係）

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）

当連結会計年度
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

１．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

(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）

期末残高
相当額
（百万円）

ソフトウェア 21 6 14

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 10 10

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。

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   10百万円

　合計   14百万円

１年内 3百万円

１年超   7百万円

　合計   10百万円

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。

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

支払リース料  3百万円

減価償却費相当額  3百万円

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。

２．　　　　　　　　―――――― ２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料 

１年内 2百万円

１年超 3百万円

 合計 6百万円
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（有価証券関係）

１　その他有価証券で時価のあるもの

区分

前連結会計年度（平成19年１月31日） 当連結会計年度（平成20年１月31日）

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）

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）

連結貸借対照表計上額が取得原価

を超えるもの

(1)　株式 369 1,173 803 2,482 2,517 34

(2)　その他 ― ― ― ― ― ―

小計 369 1,173 803 2,482 2,517 34

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 172 168 △4 362 266 △95

(2)　その他 ― ― ― ― ― ―

小計 172 168 △4 362 266 △95

合計 542 1,342 799 2,845 2,783 △61

２　前連結会計年度及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券

　　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）

　　　売却損益の合計額の金額の重要性が乏しいため、記載を省略しております。

　　当連結会計年度（自 平成19年２月１日　至 平成20年１月31日）

売却額（百万円） 売却益の合計額（百万円） 売却損の合計額（百万円）

198 192 ―

３　時価評価されていない有価証券

内容
前連結会計年度（平成19年１月31日） 当連結会計年度（平成20年１月31日）

連結貸借対照表計上額（百万円） 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 8,000

(2)　その他有価証券

非上場株式 6 ―

合計 16,006 8,000

（注）その他有価証券で時価のない株式について、前連結会計年度において75百万円減損処理を行っております。
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４　その他有価証券のうち満期のあるもの及び満期保有目的の債券の連結決算日後における償還予定額

区分

前連結会計年度（平成19年１月31日） 当連結会計年度（平成20年１月31日）

１年以内
（百万円）

１年超５年
以内
（百万円）

５年超10年
以内
（百万円）

10年超
（百万円）

１年以内
（百万円）

１年超５年
以内
（百万円）

５年超10年
以内
（百万円）

10年超
（百万円）

(1)　満期保有目的の債券

社債 1,000 ― ― ― ― ― ― ―

その他 7,000 8,000 ― ― 6,000 2,000 ― ―

(2)　その他有価証券

その他 ― ― ― ― ― ― ― ―

合計 8,000 8,000 ― ― 6,000 2,000 ― ―

（デリバティブ取引関係）

１　取引の状況に関する事項

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）

当連結会計年度
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

(1) 取引の内容及び利用目的等

提出会社は、通常の営業取引から生じる外貨建債権・

債務に係る為替相場変動によるリスクを回避する目的

で、先物為替予約取引を利用しております。

先物為替予約取引については、対象となる外貨建資

産・負債の必要とされる範囲内で利用しております。

なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っ

ております。

(1) 取引の内容及び利用目的等

 同左

 

 

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

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

外貨建予定取引

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

 同左 

 

 

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 

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

場変動の累計の両社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
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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）

当連結会計年度
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

(2) 取引に係るリスクの内容

提出会社が利用しているデリバティブ取引は、為替変

動、価格変動によるリスクを有しております。

なお、提出会社のデリバティブ取引の契約先は、いず

れも信用度の高い金融機関であるため、相手方の契約

不履行による信用リスクはほとんどないと認識してお

ります。

(2) 取引に係るリスクの内容

同左

(3) リスクの管理体制

提出会社のリスク管理は、経営上多額な損失を被るこ

とのないよう、デリバティブ取引が利用目的に沿って、

決められた範囲内で効果的に行われているかどうかを

中心に、実施しております。

日常においては、提出会社の経理部内の相互牽制と

チェックにより行われ、経理部においては、担当者と

確認者を区別し、取引の都度、報告書を作成し経営者

へ報告を行うとともに、毎月の取締役会において、利

用目的別に契約残高・デリバティブの状況・含み損益

等の状況を報告しております。

(3) リスクの管理体制

同左

２　取引の時価等に関する事項

前連結会計年度（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。

当連結会計年度（平成20年１月31日）

 通貨関連

区分 種類

当連結会計年度（平成20年１月31日）

契約額等
契約額等の
うち１年超

時価 評価損益

（百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

市場取引以外の

取引

為替予約取引     

売建     

米ドル 994 － 969 24

合計 994 － 969 24

　（注）１．時価の算定方法

期末の時価は先物相場を使用しております。

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。
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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

　提出会社は、退職金規程に基づく社内積立の退職一時金制度及び適格退職年金制度を採用しております。

　また、従業員の退職に際して、退職給付会計に準拠した数理計算による退職給付債務の対象とされない割増

退職金を支払う場合があります。

２　退職給付債務及びその内訳

前連結会計年度
（平成19年１月31日）

当連結会計年度
（平成20年１月31日）

(1) 退職給付債務 △2,791百万円 　   △2,891百万円

(2) 年金資産 2,129百万円     2,155百万円

(3) 未積立退職給付債務(1)＋(2) △661百万円 　  △736百万円

(4) 未認識数理計算上の差異 △173百万円 　   83百万円

(5) 未認識過去勤務債務(債務の減額) 9百万円  8百万円

(6) 連結貸借対照表計上額純額(3)＋(4)＋(5) △824百万円 　   △644百万円

(7) 前払年金費用 164百万円    352百万円

(8) 退職給付引当金(6)－(7) △989百万円 　   △997百万円

３　退職給付費用の内訳

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）

当連結会計年度
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

(1) 勤務費用 164百万円    170百万円

(2) 利息費用 53百万円   55百万円

(3) 期待運用収益 △35百万円 　  △42百万円

(4) 数理計算上の差異の費用処理額 5百万円  △5百万円

(5) 過去勤務債務の費用処理額 1百万円  1百万円

(6) 退職給付費用(1)＋(2)＋(3)＋(4)＋(5) 189百万円    180百万円

　(注)　上記退職給付費用以外に、割増退職金(前連結会計年度18百万円、当連結会計年度８百万円)を支払っており、販

売費及び一般管理費として計上しております。

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19年１月31日）

当連結会計年度
（平成20年１月31日）

(1) 退職給付見込額の期間按分方法 期間定額基準 同左

(2) 割引率 2.00％ 同左

(3) 期待運用収益率 2.00％ 同左

(4) 過去勤務債務の処理年数　 (注)１ 10年 同左

(5) 数理計算上の差異の処理年数　 (注)２ 10年 同左

　（注）１　発生時の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、発生時から費用処

理しております。

２　発生時の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しております。
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（ストック・オプション等関係）

該当事項はありません。

（税効果会計関係）

前連結会計年度
（平成19年１月31日）

当連結会計年度
（平成20年１月31日）

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

１ 繰延税金資産及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

退職給付引当金 335百万円

貸倒引当金 279百万円

無形固定資産 88百万円

役員退職慰労引当金 83百万円

賞与引当金 82百万円

その他 110百万円

繰延税金資産小計 979百万円

評価性引当額 △184百万円

繰延税金資産合計 795百万円

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △325百万円

その他 △0百万円

繰延税金負債合計 △325百万円

繰延税金資産の純額 469百万円

繰延税金資産

退職給付引当金   262百万円

貸倒引当金    199百万円

賞与引当金 90百万円

役員退職慰労引当金   86百万円

無形固定資産   61百万円

未払事業税 60百万円

その他   129百万円

繰延税金資産小計    889百万円

評価性引当額 　   △254百万円

繰延税金資産合計   635百万円

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な項目別の内訳

法定実効税率 40.69％

（調整）

交際費等永久に損金に

算入されない項目 4.88％

受取配当金等永久に益金に

算入されない項目 △0.16％

住民税均等割額 1.07％

評価性引当額 11.46％

持分法投資利益による差異 △4.39％

海外子会社の税率差異 △5.33％

その他 △1.40％

税効果会計適用後の

法人税等の負担率 46.82％

 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な項目別の内訳

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との間の差異が、法定実効税率の100分の５以下

であるため、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

　前連結会計年度及び当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）

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 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

Ⅱ　資産 82,690 6,526 89,217 △2,943 86,273

　（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

　当連結会計年度（自　平成19年２月１日　至　平成20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）

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 118,998 19,601 138,599 － 138,599

（2）セグメント間の内部売上高又は

振替高
11,128 18 11,147 △11,147 －

計 130,127 19,619 149,746 △11,147 138,599

営業費用 128,252 19,311 147,563 △11,170 136,392

営業利益 1,875 308 2,183 23 2,206

Ⅱ　資産 79,920 6,654 86,575 △800 85,775

　（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。

　当連結会計年度（自　平成19年２月１日　至　平成20年１月31日）

アジア その他 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 24,442 238 24,680

Ⅱ　連結売上高（百万円） － － 138,599

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 17.6 0.2 17.8

　（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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（関連当事者との取引）

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）

　該当事項はありません。

当連結会計年度（自　平成19年２月１日　至　平成20年１月31日）

　該当事項はありません。

（１株当たり情報）

区分
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）

当連結会計年度
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

１株当たり純資産額 2,364.81円 2,365.67円

１株当たり当期純利益金額 30.90円  56.53円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額

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。

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)

当連結会計年度
(自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日)

当期純利益（百万円） 855 1,564

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る当期純利益（百万円） 855 1,564

期中平均株式数（株） 27,678,619 27,676,067

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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５．個別財務諸表
(1）貸借対照表

第47期
（平成19年１月31日）

第48期
（平成20年１月31日）

対前年比

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)

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１　現金及び預金 5,836 10,460 4,623

２　受取手形 805 886 80

３　売掛金 ※１ 35,716 36,798 1,082

４　営業未収金 62 64 1

５　有価証券 8,000 6,000 △2,000

６　商品 11,840 11,460 △379

７　前渡金 111 71 △39

８　前払費用 168 353 184

９　繰延税金資産 233 235 2

10　未収入金 2,414 1,465 △949

11　その他 66 495 429

貸倒引当金 △249 △227 22

流動資産合計 65,007 78.6 68,065 85.2 3,058

Ⅱ　固定資産

１　有形固定資産

(1）建物 173 201

減価償却累計額 88 85 102 99 13

(2）機械及び装置 271 272

減価償却累計額 194 76 197 74 △2

(3）器具及び備品 286 289

減価償却累計額 183 103 198 90 △13

(4）土地 5 5 －

有形固定資産合計 271 0.3 270 0.3 △1

２　無形固定資産

(1）商標権 0 0 0

(2）ソフトウェア 625 565 △60

(3）その他 37 42 5

無形固定資産合計 663 0.8 609 0.8 △54

３　投資その他の資産

(1）投資有価証券 9,349 4,783 △4,565

(2）関係会社株式 6,350 4,924 △1,425

(3）関係会社長期貸付金 400 450 50

(4）従業員長期貸付金 61 57 △3

(5）更生債権等 780 780 －

(6）長期前払費用 3 8 5

(7）繰延税金資産 212 381 168

(8）差入保証金 366 366 0

(9）その他 39 7 △32

貸倒引当金 △815 △783 31

投資その他の資産合計 16,747 20.3 10,975 13.7 △5,771

固定資産合計 17,683 21.4 11,855 14.8 △5,828

資産合計 82,690 100.0 79,920 100.0 △2,769
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第47期
（平成19年１月31日）

第48期
（平成20年１月31日）

対前年比

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)

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１　買掛金 14,064 14,410 346

２　ファクタリング未払金 1,700 976 △723

３　未払金 2,507 1,539 △967

４　未払費用 265 233 △31

５　未払法人税等 28 599 570

６　前受金 10 10 0

７　預り金 39 34 △4

８　賞与引当金 203 221 17

９　その他 20 1 △19

流動負債合計 18,839 22.7 18,028 22.6 △810

Ⅱ　固定負債

１　退職給付引当金 983 992 8

２　役員退職慰労引当金 203 211 7

３　その他 14 11 △3

固定負債合計 1,202 1.5 1,215 1.5 12

負債合計 20,041 24.2 19,243 24.1 △797

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

１　資本金 13,672 16.5 13,672 17.1 －

２　資本剰余金

(1）資本準備金 13,336 13,336

(2）その他資本剰余金 0 0

資本剰余金合計 13,336 16.1 13,336 16.7 0

３　利益剰余金

(1）利益準備金 1,290 1,290

(2）その他利益剰余金

別途積立金 38,300 38,300

繰越利益剰余金 1,082 △386

利益剰余金合計 40,672 49.2 39,203 49.1 △1,468

４　自己株式 △5,494 △6.6 △5,498 △6.9 △3

株主資本合計 62,187 75.2 60,714 76.0 △1,472

Ⅱ　評価・換算差額等

１　その他有価証券評価差
額金

474 0.6 △36 △0.1 △510

２　繰延ヘッジ損益 △12 △0.0 △0 △0.0 11

評価・換算差額等合計 461 0.6 △37 △0.1 △499

純資産合計 62,649 75.8 60,677 75.9 △1,971

負債純資産合計 82,690 100.0 79,920 100.0 △2,769
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(2）損益計算書

第47期
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

第48期
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

対前年比

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)

Ⅰ　売上高 116,995 100.0 130,127 100.0 13,131

Ⅱ　売上原価

１　商品期首たな卸高 7,810 11,840

２　当期商品仕入高 111,994 120,000

合計 119,804 131,840

３　商品期末たな卸高 11,840 107,964 92.3 11,460 120,379 92.5 12,415

売上総利益 9,031 7.7 9,747 7.5 715

Ⅲ　販売費及び一般管理費

１　貸倒引当金繰入額 195 －

２　物流費 611 698

３　給料及び賞与 3,178 3,381

４　賞与引当金繰入額 203 221

５　退職給付費用 187 177

６　役員退職慰労引当金繰
入額

25 29

７　福利費 542 556

８　賃借料 430 443

９　減価償却費 157 228

10　その他 2,119 7,650 6.5 2,134 7,872 6.1 221

営業利益 1,380 1.2 1,875 1.4 494

Ⅳ　営業外収益

１　受取利息 25 49

２　有価証券利息 130 59

３　受取配当金 ※ 14 632

４　仕入割引 18 22

５　為替差益 124 －

６　システム使用料 ※ 27 9

７　受取手数料 268 －

８　その他 39 648 0.6 63 836 0.7 187
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第47期
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

第48期
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

対前年比

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)

Ⅴ　営業外費用

１　売上割引 3 4

２　為替差損 － 536

３　事務用備品等廃棄損 22 2

４　長期定期預金解約手数
料

30 －

５　その他 0 55 0.1 15 557 0.4 501

経常利益 1,973 1.7 2,153 1.7 180

Ⅵ　特別利益

１　投資有価証券売却益 － － － 192 192 0.1 192

Ⅶ　特別損失

１　投資有価証券評価損 75 －

２　関係会社株式評価損 － 1,723

３　貸倒引当金繰入額 780 855 0.7 － 1,723 1.3 867

税引前当期純利益 1,118 1.0 622 0.5 △495

法人税、住民税及び事
業税

440 813

法人税等調整額 269 709 0.7 171 984 0.8 274

当期純利益又は純損失
（△）

408 0.3 △361 △0.3 △770
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(3）株主資本等変動計算書

第47期（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

当期中の変動額

剰余金の配当 △1,107 △1,107

役員賞与の支給 △38 △38

当期純利益 408 408

自己株式の取得 △3 △3

自己株式の処分 0 0 0

株主資本以外の項目の当期中の変
動額（純額）

当期中の変動額合計（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 －

当期中の変動額

剰余金の配当

役員賞与の支給

当期純利益

自己株式の取得

自己株式の処分

株主資本以外の項目の当期中の変
動額（純額）

71 △12

当期中の変動額合計（百万円） 71 △12

平成19年１月31日　残高
（百万円）

474 △12
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第48期（自　平成19年２月１日　至　平成20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

当期中の変動額

剰余金の配当 △1,107 △1,107

当期純損失 △361 △361

自己株式の取得 △4 △4

自己株式の処分 0 0 0

株主資本以外の項目の当期中の変
動額（純額）

当期中の変動額合計（百万円） － － 0 － － △1,468 △3 △1,472

平成20年１月31日　残高
（百万円）

13,672 13,336 0 1,290 38,300 △386 △5,498 60,714

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

当期中の変動額

剰余金の配当

当期純損失

自己株式の取得

自己株式の処分

株主資本以外の項目の当期中の変
動額（純額）

△510 11

当期中の変動額合計（百万円） △510 11

平成20年１月31日　残高
（百万円）

△36 △0
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重要な会計方針

項目
第47期

（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

第48期
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

１　有価証券の評価基準及び

評価方法

(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) 満期保有目的の債券

同左

(2) 子会社株式及び関連会社株式

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

(3) その他有価証券

①　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。

(3) その他有価証券

①　時価のあるもの

同左

②　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。

②　時価のないもの

同左

２　たな卸資産の評価基準及

び評価方法

　商品

移動平均法による原価法によっており

ます。

　商品

同左

３　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　　　　　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

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

(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
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項目
第47期

（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

第48期
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

４　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

(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。

(2) 賞与引当金

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。

(3) 退職給付引当金

同左

(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

５　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
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項目
第47期

（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

第48期
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

６　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

(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

(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

(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

７　その他財務諸表作成のた

めの重要な事項

消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左
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会計処理方法の変更

第47期
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

第48期
（自　平成19年２月１日
至　平成20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。
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注記事項

（貸借対照表関係）

第47期
（平成19年１月31日）

第48期
（平成20年１月31日）

※１　関係会社項目

売掛金　　　　　　2,179百万円

※１　関係会社項目

売掛金　　　　　　1,932百万円

　２　保証債務

(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　保証債務

(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.

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

保 証 先 金　額

RYOYO ELECTRO
SINGAPORE PTE.,LTD.

30百万円
（US$289,031）

RYOYO ELECTRO
HONG KONG LIMITED

 0百万円
（US$2,540）

RYOYO ELECTRO
（THAILAND）CO.,LTD.  12百万円

(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。

保 証 先 金　額

リョーヨーセミコン㈱ 20百万円

保 証 先 金　額

リョーヨーセミコン㈱  23百万円

（損益計算書関係）

第47期
（自　平成18年２月１日

至　平成19年１月31日）

第48期
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

※　各科目に含まれている関係会社に対するものは、次の

とおりであります。

※　各科目に含まれている関係会社に対するものは、次の

とおりであります。

システム使用料 27百万円 受取配当金   612百万円

システム使用料   9百万円
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（株主資本等変動計算書関係）

第47期（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

前期末株式数
（株）

当期増加株式数
（株）

当期減少株式数
（株）

当期末株式数
（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。

第48期（自　平成19年２月１日　至　平成20年１月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前期末株式数
（株）

当期増加株式数
（株）

当期減少株式数
（株）

当期末株式数
（株）

普通株式（注） 4,394,961 2,563 362 4,397,162

合計 4,394,961 2,563 362 4,397,162

（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）

第47期
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

第48期
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

１．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

(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）

期末残高
相当額
（百万円）

ソフトウェア 21 6 14

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 10 10

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。

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   10百万円

　合計   14百万円

１年内 3百万円

１年超  7百万円

　合計   10百万円

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。

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

支払リース料  3百万円

減価償却費相当額  3百万円

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。

２．　　　　　　　　―――――― ２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料 

１年内 2百万円

１年超 3百万円

 合計 6百万円
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（有価証券関係）

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

　第47期（平成19年１月31日） 第48期（平成20年１月31日）

貸借対照表
計上額
（百万円）

時価
（百万円）

差額
（百万円）

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 2,778 2,778 －

（注）関連会社株式について、第48期において1,723百万円減損処理を行っております。

（税効果会計関係）

第47期
（平成19年１月31日）

第48期
（平成20年１月31日）

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１　繰延税金資産及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

退職給付引当金 335百万円

貸倒引当金 279百万円

無形固定資産 88百万円

役員退職慰労引当金 83百万円

賞与引当金 82百万円

その他 86百万円

繰延税金資産小計 955百万円

評価性引当額 △184百万円

繰延税金資産合計 771百万円

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △325百万円

その他 △0百万円

繰延税金負債合計 △325百万円

繰延税金資産の純額 445百万円

繰延税金資産

関係会社株式   701百万円

退職給付引当金 262百万円

貸倒引当金    199百万円

賞与引当金   90百万円

役員退職慰労引当金   86百万円

無形固定資産   61百万円

未払事業税  60百万円

 その他 110百万円

繰延税金資産小計   1,572百万円

評価性引当額 △955百万円

繰延税金資産合計    616百万円

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な項目別の内訳

法定実効税率 40.69％

（調整）

交際費等永久に損金に算入されな

い項目 7.02％

受取配当金等永久に益金に算入さ

れない項目 △0.23％

住民税均等割額 1.55％

評価性引当額 16.48％

その他 △2.04％

税効果会計適用後の法人税等の負

担率 63.47％

法定実効税率 　　 40.69％

（調整）

交際費等永久に損金に算入されな

い項目 7.86％

受取配当金等永久に益金に算入さ

れない項目 　　△6.52％

住民税均等割額 　　3.21％

評価性引当額 　　 123.91％

外国税額控除 △12.56％

その他 　　1.53％

税効果会計適用後の法人税等の負

担率 　　 158.12％
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（１株当たり情報）

区分
第47期

（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

第48期
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

１株当たり純資産額 2,263.54円         2,192.47円

１株当たり当期純利益金額又は純損

失金額（△）
14.75円      △13.08円

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額

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。

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金

額については、１株当たり当期純損失で

あり、また、潜在株式がないため、記載

しておりません。

　（注）　１株当たり当期純利益金額又は純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

第47期
(自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日)

第48期
(自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日)

当期純利益又は純損失（△）（百万円） 408 △361

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る当期純利益又は純損失

（△）（百万円）
408 △361

期中平均株式数（株） 27,678,619 27,676,067

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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６．その他
(1）役員の異動

①　代表者の異動

  ＜平成２０年４月１日付＞

   取締役 相談役　　　　　　  島　田　義　久    （ 現　代表取締役 社長 ）

②　その他の役員の異動

　＜平成２０年４月１日付＞

   昇格予定取締役

　 代表取締役 社長　　　　    小　川　贒八郎 　 （ 現　代表取締役 副社長 ）

  ＜平成２０年４月２５日付＞

  イ．新任取締役候補

   取締役　　　　　　　　　　 大　内　孝　好     ( 現　執行役員

   システム情報機器                                システム情報機器

   営業第二本部長　兼　　　　　　　　　            営業第二本部長  兼

   システム情報機器　　　　　　　　　　            システム情報機器

   技術本部長                                      技術本部長 ）

   取締役　　　　             篠　原　正　和　  （ 現　執行役員 

   経営戦略室長                                    経営戦略室長 ）

   取締役                     室　伏　　　渉　   ( 現　執行役員

   半導体営業第四本部長　　　　　　　　　　　　    半導体営業第四本部長 ）

   取締役　　                 菊　次　伸　夫　  （ 現　執行役員　

   西日本ブロック長                                西日本ブロック長

   兼　大阪支店長　　　　　　　　　　　　　　　    兼　大阪支店長 ）

  ロ．新任監査役候補

   監　査　役 　　　　    　  関　谷　　　巖　  （ 現　弁護士

  （社外監査役）                                 （関谷法律事務所）

     　　　　　　　　　　　　　　　　              学校法人慶應義塾 監事 ）

  ハ．退任予定監査役

   監　査　役 　　　　　　　　石　川　弘　幸　

  （社外監査役）

                                                                  以　上
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(2）その他

品 目 別 売 上 高
 

前連結会計年度 当連結会計年度

（自 平成18年２月１日 （自 平成19年２月１日 増減額

    至 平成19年１月31日） 　  至 平成20年１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 53,739 43.8 70,225 50.7 16,485

半導体素子 23,990 19.6 22,626 16.3 △1,364

小　　　　計 77,730 63.4 92,851 67.0 15,121

システム情報機器 37,144 30.3 36,670 26.5 △474

電子部品他 7,790 6.3 9,077 6.5 1,287

合       計 122,665 100.0 138,599 100.0 15,934
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