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１．平成20年７月中間期の連結業績（平成20年２月１日～平成20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 ％

20年７月中間期 63,057 △10.2 824 △44.0 1,154 △33.1 674 △47.0

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

20年１月期 138,599 － 2,206 － 2,435 － 1,564 －

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

20年７月中間期 24 36 －  

19年７月中間期 45 98 －  

20年１月期 56 53 －  

（参考）持分法投資損益 20年７月中間期 179 百万円 19年７月中間期 174 百万円 20年１月期 339 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７月中間期 83,297 65,330 78.4 2,360 63

19年７月中間期 88,887 66,544 74.9 2,404 44

20年１月期 85,775 65,470 76.3 2,365 67
（参考）自己資本 20年７月中間期 65,330 百万円 19年７月中間期 66,544 百万円 20年１月期 65,470 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７月中間期 1,697 △4,095 △551 9,801

19年７月中間期 △2,768 5,992 △553 10,955

20年１月期 725 5,280 △1,106 12,966

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

20年１月期 20 00 20 00 40 00

21年１月期 20 00 －

21年１月期（予想） － 20 00 40 00

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 △6.2 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

（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　無

　②　①以外の変更　　　　　　　　無

(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７月中間期 32,072,398 株 19年７月中間期 32,072,398 株 20年1月期 32,072,398 株
② 期末自己株式数

20年７月中間期 4,397,420株 19年７月中間期 4,396,597株 20年1月期 4,397,162 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、32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７月中間期の個別業績（平成20年２月１日～平成20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 ％

20年７月中間期 59,086 △10.3 784 △38.7 1,022 △22.6 551 △39.5

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

20年１月期 130,127 － 1,875 － 2,153 － △361 －

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

20年７月中間期 19 92

19年７月中間期 32 91

20年１月期 △13 08

(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７月中間期 77,874 60,859 78.2 2,199 08

19年７月中間期 83,991 63,132 75.2 2,281 15

20年１月期 79,920 60,677 75.9 2,192 47
（参考）自己資本 20年７月中間期 60,859百万円 19年７月中間期 63,132百万円 20年１月期 60,677百万円

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 122,500 △5.9 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世界経済は、サブプライムローン問題に端を発した金融不安が広

がる中、景気の減速が鮮明になりつつあります。同時にエネルギー・原材料価格の上昇によるイ

ンフレリスクが高まるなど、先行きに不透明感が更に強まりました。

国内の経済も上記の影響を受けて、個人消費は伸び悩み、企業の設備投資も慎重な姿勢に転じ

ています。これまで景気回復を支えてきた輸出もこのところ鈍化傾向にあり、国内の景気は後退

局面に入ったとの見方が強まっています。

当社が属する国内のエレクトロニクス業界では、北京五輪によるデジタル家電の需要押し上げ

が期待されましたが効果は薄く、携帯電話も買い替えサイクル長期化により低調に推移しました。

 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630億57百万円(前年同期比

10.2％減)、経常利益は11億54百万円(前年同期比33.1％減)、中間純利益は６億74百万円(前年同

期比47.0％減)となり、誠に遺憾ながらいずれも前年同期を下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292億70百万円で、前年同期より68億50百万円（19.0％）減少。

  これは、デジタル家電向けメモリ及び携帯電話向けチップセットの出荷が減少したためです。

・半導体素子の売上高は102億43百万円で、前年同期より20億95百万円（17.0％）減少。

これは、前年に寄与した鉄道車両向けパワーモジュールの特需が一服した他、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が減少したためです。

（システム情報機器）

売上高は188億27百万円で、前年同期より12億84百万円(7.3％)増加。

これは、サーバなどのシステム品が増加した他、ソフトウェアの改版に伴い旧版の需要が増加し

たためです。

（電子部品他）

売上高は47億14百万円で、前年同期より５億31百万円(12.7％)増加。

これは、中国新商材（液晶モジュール）が増加したためです。

 所在地別セグメントの概況は次のとおりです。

 ① 日本

 当中間連結会計期間は、デジタル家電向けメモリ及び携帯電話向けチップセットが減少し、

売上高は590億86百万円（前年同期比10.3％減）、営業利益は７億84百万円（前年同期比38.7％

減）となりました。

 ② アジア

 当中間連結会計期間は、デジタル家電向けメモリ及びゲーム用電源ＩＣが減少し、売上高は

80億28百万円（前年同期比19.8％減）、営業利益は55百万円（前年同期比71.4％減）となりま

した。
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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、当面弱い動きが続くとみられ、米国経済や株式・為替市場、

原油等原材料価格の動向によっては景気がさらに下振れする可能性があります。

エレクトロニクスの分野では、各社の生き残りをかけた再編が続く中、低価格パソコン、放送のデ

ジタル化に後押しされた薄型大画面テレビの需要が見込まれますが、価格下落が一層進むことが予想

されます。また、世界半導体市場統計（ＷＳＴＳ)の春季予測によれば、2008年は緩やかな伸びに留

まるものの、半導体市場は過去最大規模に至る一方、日本市場は概ね低成長であると予測されていま

す。

このような事業環境及び中間業績を踏まえ、平成20年３月11日に公表いたしました通期業績見通し

を次のとおり修正致しました。

（連結業績見通し）

売 上 高　　　　　　１，３００億円　　　　　 (前年度比     ６.２％減)

営業利益 　　　　　　　　 １６億円　　　　　 (前年度比   ２７.５％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)

（個別業績見通し）

売 上 高　　        １，２２５億円　　　　   (前年度比   　５.９％減)

営業利益　　　　　　　　　１５億５０百万円　 (前年度比   １７.３％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55億89百万円減少し、832億

97百万円となりました。これは、売上高減少に伴う受取手形及び売掛金、たな卸資産の減少等

によるものです。

 負債は、前中間連結会計期間末に比べ43億75百万円減少し、179億67百万円となりました。

これは、仕入高の減少に伴う支払手形及び買掛金の減少等によるものです。

 純資産は、前中間連結会計期間末に比べ12億14百万円減少し、653億30百万円となりました。

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

勘定等が減少したためです。

 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は、税金等調整前中間純利益が10億87百万

円（前年同期比43.3％減）となり、運転資金の減少があったものの、有価証券及び投資有価証

券の取得、配当金の支払等により、当中間連結会計期間末には98億１百万円となり、前中間連

結会計期間末に比べ11億53百万円減少しました。

 （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10億87百万円計上し、売上債権が14億97百万円減少、たな卸資産が12億94百万円減少する

など運転資金が減少したことで、16億97百万円の収入となり、前中間連結会計期間に比べ44億

65百万円増加しました。
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 （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、有価証券の取得による

支出30億円や投資有価証券の取得による支出10億22百万円等により、40億95百万円の支出とな

り、前中間連結会計期間に比べ100億88百万円減少しました。

 （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、５億51百万円の支出となり、前中間連結会計期間に比べ２百万円増加しました。

 （参考）キャッシュ・フロー関連指標

平成19年７月中間期 平成20年７月中間期 平成20年１月期

自己資本比率（％） 74.9 78.4 76.3

時価ベースの自己資本比率（％） 53.6 37.5 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、（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20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。
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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。

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 売上債権の回収

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、売上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20年４月28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、エレクトロニクス業界は熾烈な競争を重ねており、各企業は

生き残りをかけた合従連衡を繰り返す再編の渦中にあります。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分野ではありますが、従来の『モノ』を届けるだけの卸売型のビジ

ネスモデルは通用しなくなりつつあります。

こうした中で、当社グループは「新商品・新市場・新サービスの開拓」をより一層推し進める

と同時に、従来の「卸売型」から、『コト』を顧客に提案する「ソリューション提案型」の高付

加価値販売を目指してまいります。

今後も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、『 Change, Challenge, Speed 』の行動指針の下、時代の変化に機敏に対応する“エレクト

ロニクスのトータルサービスカンパニー”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」「システム情報機器・ネットワーク関連

商品」「組込み商品（エンベデッド）」の３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ＩＴインフラ構築の解決策（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。
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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19年７月31日）

当中間連結会計期間末
（平成20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20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   10,955   9,801  △1,153  12,966  

２　受取手形及び
売掛金

  39,236   36,702  △2,534  38,331  

３　有価証券   1,000   11,000  9,999  6,000  

４　たな卸資産   16,980   11,750  △5,230  13,103  

５　繰延税金資産   222   201  △21  253  

６　その他   3,649   2,169  △1,480  2,570  

貸倒引当金   △240   △219  21  △227  

流動資産合計   71,805 80.8  71,406 85.7 △398  72,997 85.1

Ⅱ　固定資産            

１　有形固定資産 ※１  313   287  △25  295  

２　無形固定資産   675   571  △104  609  

３　投資その他の
資産

           

(1）投資有価証
券

 15,098   9,895    10,576   

(2）繰延税金資
産

 85   221    381   

(3）その他  1,692   1,698    1,698   

貸倒引当金  △783 16,093  △784 11,031  △5,061 △783 11,872  

固定資産合計   17,082 19.2  11,890 14.3 △5,191  12,777 14.9

資産合計   88,887 100.0  83,297 100.0 △5,589  85,775 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成19年７月31日）

当中間連結会計期間末
（平成20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20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

  18,094   13,889  △4,204  15,378  

２　未払法人税等   609   387  △221  649  

３　賞与引当金   254   202  △51  221  

４　その他   2,181   2,229  48  2,833  

流動負債合計   21,139 23.8  16,709 20.1 △4,429  19,083 22.3

Ⅱ　固定負債            

１　退職給付引当
金

  992   992  △0  997  

２　役員退職慰労
引当金

  194   －  △194  211  

３　その他   15   265  249  11  

固定負債合計   1,202 1.3  1,257 1.5 54  1,221 1.4

負債合計   22,342 25.1  17,967 21.6 △4,375  20,304 23.7

（純資産の部）            

Ⅰ　株主資本            

１　資本金   13,672 15.4  13,672 16.4 －  13,672 15.9

２　資本剰余金   13,336 15.0  13,336 16.0 0  13,336 15.6

３　利益剰余金   44,088 49.6  43,947 52.8 △140  43,827 51.1

４　自己株式   △5,497 △6.2  △5,498 △6.6 △1  △5,498 △6.4

株主資本合計   65,600 73.8  65,458 78.6 △141  65,337 76.2

Ⅱ　評価・換算差額
等

           

１　その他有価証
券評価差額金

  580 0.7  144 0.1 △435  △36 △0.1

２　繰延ヘッジ損
益

  10 0.0  3 0.0 △7  △0 △0.0

３　為替換算調整
勘定

  353 0.4  △275 △0.3 △629  170 0.2

評価・換算差額
等合計

  944 1.1  △127 △0.2 △1,072  132 0.1

純資産合計   66,544 74.9  65,330 78.4 △1,214  65,470 76.3

負債純資産合計   88,887 100.0  83,297 100.0 △5,589  85,775 100.0
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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19年２月１日
至　平成19年７月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年２月１日
至　平成20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19年２月１日
至　平成20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   70,187 100.0  63,057 100.0 △7,130  138,599 100.0

Ⅱ　売上原価   64,532 91.9  58,094 92.1 △6,438  128,038 92.4

売上総利益   5,654 8.1  4,962 7.9 △691  10,561 7.6

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

           

１．給料及び賞与  1,616   1,642    3,540   

２．賞与引当金繰入
額

 254   202    221   

３．退職給付費用  90   105    180   

４．役員退職慰労
引当金繰入額

 12   3    29   

５．賃借料  243   246    483   

６．減価償却費  115   119    239   

７．その他  1,849 4,181 6.0 1,817 4,138 6.6 △43 3,659 8,354 6.0

営業利益   1,472 2.1  824 1.3 △648  2,206 1.6

Ⅳ　営業外収益            

１．受取利息  128   99    247   

２．受取配当金  68   21    119   

３．持分法による
投資利益

 174   179    339   

４．仕入割引  13   13    22   

５．為替差益  －   5    －   

６．その他  40 425 0.6 18 338 0.5 △87 65 795 0.6

Ⅴ　営業外費用            

１．売上割引  1   6    4   

２．為替差損  153   －    543   

３．事務用備品等
廃棄損

 1   1    2   

４．その他  15 172 0.2 0 7 0.0 △164 15 565 0.4

経常利益   1,726 2.5  1,154 1.8 △571  2,435 1.8
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前中間連結会計期間
（自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年２月１日
至　平成20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19年２月１日
至　平成20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 － － － △192 192 192 0.1

Ⅶ　特別損失            

１．投資有価証券
評価損

 － － － 67 67 0.1 67 － － －

税金等調整前中
間（当期）純利
益

  1,918 2.7  1,087 1.7 △831  2,628 1.9

法人税、住民
税及び事業税

 573   328    887   

法人税等調整額  72 646 0.9 84 412 0.6 △233 176 1,063 0.8

中間（当期）
純利益

  1,272 1.8  674 1.1 △598  1,564 1.1
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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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当中間連結会計期間（自　平成20年２月１日　至　平成20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20年１月31日　残高
（百万円）

13,672 13,336 43,827 △5,498 65,337

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）   674  674

自己株式の取得（百万円）    △0 △0

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）

－ △0 120 △0 120

平成20年７月31日　残高
（百万円）

13,672 13,336 43,947 △5,498 65,458

 

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20年１月31日　残高
（百万円）

△36 △0 170

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）

180 3 △445

中間連結会計期間中の変動額合計
（百万円）

180 3 △445

平成20年７月31日　残高
（百万円）

144 3 △275
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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（百万円）   △1,107  △1,107

当期純利益（百万円）   1,564  1,564

自己株式の取得（百万円）    △4 △4

自己株式の処分（百万円）  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）
（百万円）

     

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（百万円）    

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連結会計年
度中の変動額（純額）
（百万円）

△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）中間連結キャッシュ・フロー計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年２月１日
至　平成20年７月31日）

対前中間期比
前連結会計年度

（自　平成19年２月１日
至　平成20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

 1,918 1,087 △831 2,628

減価償却費  115 119 4 239

有形固定資産売却益  △2 △3 △0 △2

有形固定資産売・廃
棄損

 1 1 △0 2

投資有価証券評価損  － 67 67 －

為替差益  － △23 △23 －

為替差損  15 － △15 27

引当金の増加（△減
少）額

 3 △243 △247 △19

受取利息及び受取配
当金

 △196 △120 76 △367

投資有価証券売却益  △192 － 192 △192

持分法による投資利
益

 △174 △179 △4 △339

売上債権の減少（△
増加）額

 △2,073 1,497 3,570 △1,337

たな卸資産の減少
（△増加）額

 △3,395 1,294 4,689 406

仕入債務の増加（△
減少）額

 3,348 △1,503 △4,852 894

未払消費税等の増加
（△減少）額

 △0 83 83 0

未払金の増加（△減
少）額

 △2,361 △751 1,609 －

その他  2 703 700 △1,454

小計  △2,991 2,028 5,019 485

利息及び配当金の受
取額

 210 237 27 472

法人税等の支払額  － △568 △568 △232

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

 △2,768 1,697 4,465 725
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前中間連結会計期間

（自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年２月１日
至　平成20年７月31日）

対前中間期比
前連結会計年度

（自　平成19年２月１日
至　平成20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

     

有価証券の取得によ
る支出

 － △3,000 △3,000 －

有価証券の売却等に
よる収入

 7,000 － △7,000 8,000

有形固定資産及び無
形固定資産の取得に
よる支出

 △207 △88 118 △279

有形固定資産及び無
形固定資産の売却に
よる収入

 3 10 7 7

投資有価証券の取得
による支出

 △187 △1,022 △834 △2,301

投資有価証券の売却
等による収入

 198 － △198 198

関係会社株式の取得
による支出

 － － － △297

関係会社への貸付に
よる支出

 △1,220 － 1,220 △1,220

関係会社への貸付回
収による収入

 400 － △400 1,170

その他  5 3 △1 3

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 5,992 △4,095 △10,088 5,280

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

     

配当金の支払額  △551 △551 △0 △1,102

その他  △2 △0 2 △3

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 △553 △551 2 △1,106

Ⅳ　現金及び現金同等物に
係る換算差額

 97 △214 △311 △122

Ⅴ　現金及び現金同等物の
増加（△減少）額

 2,767 △3,164 △5,931 4,777

Ⅵ　現金及び現金同等物の
期首残高

 8,188 12,966 4,777 8,188

Ⅶ　現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高

※ 10,955 9,801 △1,153 12,966
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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19年２月１日
至　平成19年７月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年２月１日
至　平成20年７月31日）

前連結会計年度
（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

(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

(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.

(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) 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

(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、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) 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)　　　　　 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) 持分法の適用にあたり発生した

投資差額は、発生時以降６年間

の均等償却を行っております。

(4) 　　　　　同左 (4）　　　　　同左

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。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年２月１日
至　平成20年７月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

４　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

③　デリバティブ

時価法によっております。

③　デリバティブ

同左

③　デリバティブ

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

  （追加情報）

法人税法改正に伴い、平成19年

３月31日以前に取得した資産に

ついては、改正前の法人税法に

基づく減価償却の方法の適用に

より取得価額の５％に到達した

連結会計年度の翌連結会計年度

より、取得価額の５％相当額と

備忘価額との差額を５年間にわ

たり均等償却し、減価償却費に

含めて計上しております。

なお、これによる損益に与える

影響は軽微であります。

 

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
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年２月１日
至　平成20年７月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

②　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。

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

――――――

 

  

（追加情報）

　従来、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し

たが、平成20年４月に役員に対

する退職慰労金制度を廃止した

ことに伴い、当中間連結会計期

間末において役員退職慰労引当

金は計上しておりません。

なお、同制度の廃止までの役員

退職慰労引当金相当額213百万

円については、平成20年４月開

催の定時株主総会において、在

任中の役員については退任時に

打ち切り支給することを決議し

たことに伴い、同額を固定負債

その他に振り替えております。

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）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
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年２月１日
至　平成20年７月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

(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

 

 

 

 

 

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。な

お、仮払消費税等及び仮受消費

税等は相殺のうえ流動資産その

他に含めて表示しております。

①　消費税等の会計処理

税抜方式によっております。な

お、仮払消費税等及び仮受消費

税等は相殺のうえ流動負債その

他に含めて表示しております。

①　消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

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

うち仕入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

うち仕入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19年２月１日
至　平成19年７月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年２月１日
至　平成20年７月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

（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。

 ――――――

 

（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

前中間連結会計期間
（自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年２月１日
至　平成20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。

 ――――――
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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19年７月31日）

当中間連結会計期間末
（平成20年７月31日）

前連結会計年度
（平成20年１月31日）

※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

   543百万円

※1　有形固定資産の減価償却累計額

   539百万円

　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、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　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
（THAILAND）CO.,LTD.

 
11百万円

保証先 金額

リョーヨー
　　セミコン㈱

 
  ７百万円

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㈱ 17百万円

保証先 金額

リョーヨー
セミコン㈱   23百万円

（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）

配当の原資
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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当中間連結会計期間（自　平成20年２月１日　至　平成20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） 4,397,162 441 183 4,397,420

合計 4,397,162 441 183 4,397,420

　（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20年４月25日

定時株主総会
普通株式 553 20 平成20年１月31日 平成20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）

配当の原資
１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成20年９月８日

取締役会
普通株式 553 利益剰余金 20 平成20年７月31日 平成20年10月15日
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前連結会計年度（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（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。

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

 平成19年９月11日

取締役会 
普通株式 553 20  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 平成20年１月31日 平成20年４月28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19年２月１日
至　平成19年７月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年２月１日
至　平成20年７月31日）

前連結会計年度
（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19年２月１日
至　平成19年７月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年２月１日
至　平成20年７月31日）

前連結会計年度
（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

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中間期末残高相当

額

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

 

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

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。

 

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)

器具及び備品 72 2 70

ソフトウェア 21 12 8

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。

 

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。

(2)　未経過リース料中間期末残高相当額

１年内 3百万円

１年超 8百万円

合　計 12百万円

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。

(2)　未経過リース料中間期末残高相当額

１年内  12百万円

１年超  66百万円

合　計   79百万円

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。

(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   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。

(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  4百万円

減価償却費相当額  4百万円

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。

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   2百万円

合　計  4百万円

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）

前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主な有価証券の内容

 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

当中間連結会計期間末（平成20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 2,780 3,023 243

（2）その他 － － －

合計 2,780 3,023 243

（注）当中間連結会計期間において、その他有価証券で時価のある株式について67百万円減損処理をおこなっ

ております。

２　時価評価されていない主な有価証券の内容

 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  

ユーロ円債 12,000

（2）その他有価証券  

非上場株式 20

合計 12,020
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前連結会計年度末（平成20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 2,845 2,783 △61

（2）その他 － － －

合計 2,845 2,783 △61

２　時価評価されていない主な有価証券の内容

 連結貸借対照表計上額（百万円）

（1）満期保有目的の債券  

ユーロ円債 8,000

（2）その他有価証券  

非上場株式 －

合計 8,000
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（デリバティブ取引関係）

前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。

当中間連結会計期間末（平成20年７月31日）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

対象物の種類 取引の種類
契約額等 時価 評価損益

（百万円） （百万円） （百万円）

通貨

為替予約取引    

売建    

米ドル 2,122 2,175 △52

買建    

米ドル 406 412 5

合計 － － △46

（注）１．時価の算定方法

　　　　　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。

前連結会計年度末（平成20年１月31日）

対象物の種類 取引の種類
契約額等 時価 評価損益

（百万円） （百万円） （百万円）

通貨

為替予約取引    

売建    

米ドル 994 969 24

合計 － － 24

（注）１．時価の算定方法

　　　　　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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（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

 

当中間連結会計期間（自　平成20年２月１日　至　平成20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 55,074 7,982 63,057 － 63,057

(2）

 

セグメント間の内部売上高又

は振替高
4,011 46 4,057 △4,057 －

 　　　　計 59,086 8,028 67,115 △4,057 63,057

 営業費用 58,302 7,973 66,275 △4,042 62,233

 営業利益 784 55 839 △15 824

（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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前連結会計年度（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）

 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

（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。

 

 当中間連結会計期間（自　平成20年２月１日　至　平成20年７月31日）

 アジア その他 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 8,979 62 9,041

Ⅱ　連結売上高（百万円） － － 63,057

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の

割合（％）
14.2 0.1 14.3

 （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　等

 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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（１株当たり情報）

項目
前中間連結会計期間

（自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年２月１日
至　平成20年７月31日）

前連結会計年度
（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 2,404.44円         2,360.63円         2,365.67円

１株当たり中間（当期）純

利益金額
45.98円      24.36円      56.53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19年２月１日
至　平成19年７月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年２月１日
至　平成20年７月31日)

前連結会計年度
(自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日)

中間（当期）純利益（百万円） 1,272 674 1,564

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）
1,272 674 1,564

期中平均株式数（千株） 27,676 27,675 27,676

（重要な後発事象）

　　　　該当事項はありません。
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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19年７月31日）
当中間会計期間末

（平成20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20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  8,364   7,501   △863 10,460   

２　受取手形  761   680   △81 886   

３　売掛金  37,332   35,577   △1,754 36,798   

４　有価証券  1,000   11,000   9,999 6,000   

５　たな卸資産  15,019   10,114   △4,905 11,460   

６　繰延税金資産  196   174   △22 235   

７　未収入金  2,291   1,478   △812 1,465   

８　その他  1,282   653   △628 985   

貸倒引当金  △240   △219   21 △227   

流動資産合計   66,009 78.6  66,961 86.0 951  68,065 85.2

Ⅱ　固定資産            

１　有形固定資産 ※１ 281   265   △15 270   

２　無形固定資産  675   571   △104 609   

３　投資その他の
資産

           

(1）投資有価証
券

 9,709   4,043   △5,665 4,783   

(2）関係会社株
式

 6,350   4,924   △1,425 4,924   

(3）繰延税金資
産

 85   221   136 381   

(4）その他  1,663   1,671   7 1,670   

貸倒引当金  △783   △784   △0 △783   

投資その他の
資産合計

 17,024   10,076   △6,948 10,975   

固定資産合計   17,981 21.4  10,913 14.0 △7,068  11,855 14.8

資産合計   83,991 100.0  77,874 100.0 △6,117  79,920 100.0
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前中間会計期間末

（平成19年７月31日）
当中間会計期間末

（平成20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20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  16,734   13,084   △3,650 14,410   

２　未払法人税等  555   341   △213 599   

３　賞与引当金  248   197   △50 221   

４　その他  2,123   2,138   14 2,796   

流動負債合計   19,662 23.4  15,762 20.2 △3,899  18,028 22.6

Ⅱ　固定負債            

１　退職給付引当
金

 987   988   0 992   

２　役員退職慰労
引当金

 194   －   △194 211   

３　その他  14   264   249 11   

固定負債合計   1,196 1.4  1,252 1.6 55  1,215 1.5

負債合計   20,858 24.8  17,014 21.8 △3,843  19,243 24.1

            

（純資産の部）            

Ⅰ　株主資本            

１　資本金   13,672 16.3  13,672 17.6 －  13,672 17.1

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 15.9  13,336 17.1 0  13,336 16.7

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   36,800   △1,500 38,300   

繰越利益剰
余金

 1,439   1,110   △328 △386   

利益剰余金合
計

  41,030 48.9  39,201 50.3 △1,828  39,203 49.1

４　自己株式   △5,497 △6.6  △5,498 △7.0 △1  △5,498 △6.9

株主資本合計   62,541 74.5  60,711 78.0 △1,829  60,714 76.0

Ⅱ　評価・換算差額
等

           

１　その他有価証
券評価差額金

  580 0.7  144 0.2 △435  △36 △0.1

２　繰延ヘッジ損
益

  10 0.0  3 0.0 △7  △0 △0.0

評価・換算差額
等合計

  590 0.7  147 0.2 △443  △37 △0.1

純資産合計   63,132 75.2  60,859 78.2 △2,273  60,677 75.9

負債純資産合計   83,991 100.0  77,874 100.0 △6,117  79,920 100.0
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(2）中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年２月１日
至　平成20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19年２月１日
至　平成20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   65,871 100.0  59,086 100.0 △6,784  130,127 100.0

Ⅱ　売上原価   60,647 92.1  54,419 92.1 △6,227  120,379 92.5

売上総利益   5,223 7.9  4,666 7.9 △557  9,747 7.5

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

  3,944 6.0  3,882 6.6 △62  7,872 6.1

営業利益   1,279 1.9  784 1.3 △494  1,875 1.4

Ⅳ　営業外収益 ※１  214 0.3  245 0.4 31  836 0.7

Ⅴ　営業外費用 ※２  173 0.2  7 0.0 △165  557 0.4

経常利益   1,320 2.0  1,022 1.7 △297  2,153 1.7

Ⅵ　特別利益            

１　投資有価証券
売却益

 192 192 0.3 － － － △192 192 192 0.1

Ⅶ　特別損失            

１　投資有価証券
評価損

 －   67    －   

２　関係会社株式
評価損

 － － － － 67 0.1 67 1,723 1,723 1.3

税引前中間
（当期）純利
益

  1,512 2.3  954 1.6 △557  622 0.5

法人税、住民
税及び事業税

 527   310    813   

法人税等調整
額

 74 601 0.9 93 403 0.7 △197 171 984 0.8

中間純利益又
は当期純損失
（△）

  910 1.4  551 0.9 △359  △361 △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
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当中間会計期間（自　平成20年２月１日　至　平成20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

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）      551  551

自己株式の取得（百万円）       △0 △0

自己株式の処分（百万円）   △0    0 0

別途積立金の取崩し     △1,500 1,500   

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 － △1,500 1,497 △0 △2

平成20年７月31日　残高
（百万円）

13,672 13,336 0 1,290 36,800 1,110 △5,498 60,711

 

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20年１月31日　残高
（百万円）

△36 △0

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）   

別途積立金の取崩し   

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）

180 3

中間会計期間中の変動額合計
（百万円）

180 3

平成20年７月31日　残高
（百万円）

144 3
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前事業年度の株主資本等変動計算書（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

事業年度中の変動額         

剰余金の配当（百万円）      △1,107  △1,107

当期純損失（百万円）      △361  △361

自己株式の取得（百万円）       △4 △4

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 － － △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

事業年度中の変動額   

剰余金の配当（百万円）   

当期純損失（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）

△510 11

事業年度中の変動額合計
（百万円）

△510 11

平成20年１月31日　残高
（百万円）

△36 △0
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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19年２月１日
至　平成19年７月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年２月１日
至　平成20年７月31日）

前事業年度
（自　平成19年２月１日
至　平成20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

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

(3）デリバティブ

時価法によっております。

(3）デリバティブ

同左

(3）デリバティブ

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　　　　　　　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

(1）有形固定資産

同左

  （追加情報）

法人税法改正に伴い、平成19

年３月31日以前に取得した資

産については、改正前の法人

税法に基づく減価償却の方法

の適用により取得価額の５％

に到達した事業年度の翌事業

年度より、取得価額の５％相

当額と備忘価額との差額を５

年間にわたり均等償却し、減

価償却費に含めて計上してお

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。

 

(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
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項目
前中間会計期間

（自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年２月１日
至　平成20年７月31日）

前事業年度
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

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

(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

――――――

 

（追加情報）

従来、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し

たが、平成20年４月に役員に対

する退職慰労金制度を廃止した

ことに伴い、当中間会計期間末

において役員退職慰労引当金は

計上しておりません。

なお、同制度の廃止までの役員

退職慰労引当金相当額213百万

円については、平成20年４月開

催の定時株主総会において、在

任中の役員については退任時に

打ち切り支給することを決議し

たことに伴い、同額を固定負債

その他に振り替えております。

(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　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
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項目
前中間会計期間

（自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年２月１日
至　平成20年７月31日）

前事業年度
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

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

 

 

 

(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。な

お、仮払消費税等及び仮受消費

税等は相殺のうえ流動資産その

他に含めて表示しております。

 

(1）消費税等の会計処理

税抜方式によっております。な

お、仮払消費税等及び仮受消費

税等は相殺のうえ流動負債その

他に含めて表示しております。

(1）消費税等の会計処理

税抜方式によっております。
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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の変更

前中間会計期間
（自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年２月１日
至　平成20年７月31日）

前事業年度
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

（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。

 ―――――― （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19年２月１日
至　平成19年７月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年２月１日
至　平成20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19年７月31日）

当中間会計期間末
（平成20年７月31日）

前事業年度末
（平成20年１月31日）

※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

   507百万円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

   498百万円

　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.

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.

  27百万円
（US$253,913）

RYOYO ELECTRO
HONG KONG LIMITED

 13百万円
（US$122,233）

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。

（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㈱ 17百万円

保証先 金額

リョーヨー
セミコン㈱   7百万円

保証先 金額

リョーヨー
セミコン㈱   23百万円

（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年２月１日
至　平成20年７月31日）

前事業年度
（自　平成19年２月１日
至　平成20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 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   27百万円

有価証券利息   25百万円

受取配当金   141百万円

受取利息   49百万円

有価証券利息    59百万円

受取配当金    632百万円

※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

為替差損 155百万円 売上割引    6百万円 為替差損   536百万円

　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 33百万円

無形固定資産 75百万円

有形固定資産   34百万円

無形固定資産   79百万円

有形固定資産   73百万円

無形固定資産   154百万円
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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。

当中間会計期間（自　平成20年２月１日　至　平成20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） 4,397,162 441 183 4,397,420

合計 4,397,162 441 183 4,397,420

　（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） 4,394,961 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）

前中間会計期間
（自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年２月１日
至　平成20年７月31日）

前事業年度
（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

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中間期末残高相当

額

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

 

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

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。

 

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)

器具及び備品 72 2 70

ソフトウェア 21 12 8

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。

 

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。

(2)　未経過リース料中間期末残高相当額

１年内 3百万円

１年超 8百万円

合　計 12百万円

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。

(2)　未経過リース料中間期末残高相当額

１年内  12百万円

１年超  66百万円

合　計   79百万円

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。

(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   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。

(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  4百万円

減価償却費相当額  4百万円

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。

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   2百万円

合　計  4百万円

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）

前中間会計期間末（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

当中間会計期間末（平成20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 2,778 3,174 396

前事業年度末（平成20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 2,778 2,778 －

　関連会社株式について1,723百万円減損処理を行っております。

（１株当たり情報）

項目
前中間会計期間

（自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年２月１日
至　平成20年７月31日）

前事業年度
（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 2,281.15円         2,199.08円         2,192.47円

１株当たり中間純利益金額

又は当期純損失金額（△）
32.91円      19.92円     △13.08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、

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株当たり中間純利益金額又は当期純損失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19年２月１日
至　平成19年７月31日)

当中間会計期間
(自　平成20年２月１日
至　平成20年７月31日)

前事業年度
(自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日)

中間純利益又は当期純損失（△）

（百万円）
910 551 △361

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － －

普通株式に係る中間純利益又は当期純損

失（△）（百万円）
910 551 △361

期中平均株式数（千株） 27,676 27,675 27,676

（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

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19年２月１日 （自 平成20年２月１日 増減額

　  至 平成19年７月31日） 　  至 平成20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 36,121 51.4 29,270 46.4 △6,850

半導体素子 12,339 17.6 10,243 16.3 △2,095

小　　　　計 48,460 69.0 39,514 62.7 △8,946

システム情報機器 17,543 25.0 18,827 29.8 1,284

電子部品他 4,183 6.0 4,714 7.5 531

合       計 70,187 100.0 63,057 100.0 △7,130
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