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

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(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 ％

21年1月期 112,521 △18.8 935 △57.6 1,482 △39.1 △365 ―
20年1月期 138,599 13.0 2,206 38.2 2,435 △1.1 1,564 82.9

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 ％ ％ ％

21年1月期 △13.21 ― △0.6 1.8 0.8
20年1月期 56.53 ― 2.4 2.8 1.6

（参考） 持分法投資損益 21年1月期  320百万円 20年1月期  339百万円

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

21年1月期 75,792 63,137 83.3 2,281.45
20年1月期 85,775 65,470 76.3 2,365.67

（参考） 自己資本   21年1月期  63,137百万円 20年1月期  65,470百万円

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

21年1月期 6,884 823 △1,103 18,769
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 配当金総額（年
間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

20年1月期 ― 20.00 ― 20.00 40.00 1,107 70.8 1.7
21年1月期 ― 20.00 ― 20.00 40.00 1,107 ― 1.7

22年1月期 
（予想）

― 15.00 ― 15.00 30.00 ――― 125.8 ―――

3.  22年1月期の連結業績予想（平成21年2月1日～平成22年1月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期連結累計期間 45,000 △28.6 △50 ― 150 △87.0 130 △80.7 4.70
通期 94,000 △16.5 300 △67.9 700 △52.8 660 ― 23.85
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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） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（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34ページ「１株当たり情報」をご覧下さい。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年1月期  32,072,398株 20年1月期  32,072,398株
② 期末自己株式数 21年1月期  4,398,043株 20年1月期  4,397,162株

（参考）個別業績の概要 

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

 

(2) 個別財政状態 

  

(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 ％

21年1月期 104,894 △19.4 824 △56.0 1,192 △44.6 △623 ―
20年1月期 130,127 11.2 1,875 35.8 2,153 9.1 △361 ―

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

21年1月期 △22.52 ―
20年1月期 △13.08 ―

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

21年1月期 70,990 58,989 83.1 2,131.56
20年1月期 79,920 60,677 75.9 2,192.47

（参考） 自己資本 21年1月期  58,989百万円 20年1月期  60,677百万円

2.  22年1月期の個別業績予想（平成21年2月1日～平成22年1月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※ 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。  

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

第2四半期累計期間 42,000 △28.9 △100 ― 50 △95.1 50 △90.9 1.81
通期 88,000 △16.1 200 △75.7 500 △58.1 500 ― 18.07
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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世界経済は、年後半に米国で発生した大手金融機関の破綻

をきっかけとして、マスメディアから「未曾有の大不況」「100年に一度の経済危機」

と連日報道されるなど、実体経済は世界同時且つ急速に悪化しました。

国内の経済もこの波を受け、昨年秋口以降　輸出の急激な落ち込みにより、自動車

業界・電機業界を中心に企業業績が急速に悪化し、2008年第３四半期（10-12月期）

の実質ＧＤＰ成長率は前期比年率でマイナス12.7％と大幅に落ち込みました。設備投

資・個人消費とも伸び悩み、雇用不安も高まっていることから、今後も先行き不透明

な状況が続くものと予想されます。

当社グループが属する国内のエレクトロニクス業界は、第３四半期末（10月末）ま

では堅調であったものの、第４四半期以降、大手電機メーカーの業績は急激に悪化し、

これを受けて半導体業界も受注が急減するなど、一転して非常に厳しい状況に陥りま

した。

　半導体の分野では、生き残りをかけたメーカーの提携、合併、分社化が活発に進め

られており、この動きは今後更に拍車がかかるものと予想されます。

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ましたが、当連結会計年

度の売上高は1,125億21百万円(前年度比18.8％減)、経常利益は14億82百万円(前年度

比39.1％減)となりました。また、特別損失として投資有価証券評価損16億23百万円

を計上したことで、当期純損失が３億65百万円となり、誠に遺憾ながらいずれも前年

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519億52百万円で、前連結会計年度より182億72百万円

（26.0％）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191億47百万円で、前連結会計年度より34億79百万円

（15.4％）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330億43百万円で、前連結会計年度より36億26百万円(9.9％)減少。

これは、設備投資が減少しＰＣ及びプリンタ・モニタの販売が減少したためです。
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（電子部品他）

売上高は83億78百万円で、前連結会計年度より６億98百万円(7.7％)減少。

これは、中国新商材（液晶モジュール）が増加したものの、仕入先の事業撤退が影

響したためです。

所在地別セグメントの概況は次のとおりです。

①　日本

　当連結会計年度は、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1,048億94百万円（前年度比19.4％減）、営業利益は８億24百万円

（前年度比56.0％減）となりました。

②　アジア

　当連結会計年度は、デジタル家電向けメモリ及びゲーム用電源ＩＣが減少し、売

上高は149億38百万円（前年度比23.9％減）、営業利益は67百万円（前年度比

78.1％減）となりました。

【次期の見通し】

当社グループが属するエレクトロニクス業界は、半導体を中心にしばらく市況の調

整が続くと考えられます。昨年の世界半導体市場統計（ＷＳＴＳ）の秋季予測によれ

ば、半導体消費のおよそ６割を占めるパソコン・携帯電話需要が振るわず、2009年は

ＩＴバブル崩壊以来のマイナス成長であり、市場の回復は2010年度以降とする厳しい

予想になっています。このような事業環境を踏まえ、現時点での平成22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　　       940億円   　　　(前年度比   16.5％減)

営業利益　　  　  ３億円　　　 　(前年度比   67.9％減)

経常利益　　  　  ７億円　　　   (前年度比   52.8％減)

当期純利益　　　  ６億60百万円   (前年度比      ― 　)

（単独業績見通し）

売上高　　 　　　880億円　　   　(前年度比 　16.1％減)

営業利益　　  　　２億円  　　　 (前年度比　 75.7％減)

経常利益　　  　　５億円  　　　 (前年度比　 58.1％減)

当期純利益　　　　５億円      　 (前年度比　  　―　 )
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(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757億92百万円となり、前連結会計年度末に比べ99億83

百万円減少しました。これは、主に現金及び預金が増加した一方、受取手形及び売掛

金、たな卸資産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126億54百万円となり、前連結会計年度末に比べ76億50

百万円減少しました。これは、主に支払手形及び買掛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631億37百万円となり、前連結会計年度末に比べ23億

32百万円減少しました。これは、主に利益剰余金並びに為替換算調整勘定が減少した

ことによるものです。

② キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、税金等調整前当期純損失が１億

40百万円となりましたが、運転資金の減少や有価証券の満期償還等により、当連結会

計年度末に187億69百万円となり、前連結会計年度末に比べ58億３百万円増加しまし

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、税金等調整前当期

純損失が１億40百万円となりましたが、売上高の減少に伴い売上債権が95億３百万円、

たな卸資産が29億96百万円それぞれ減少したことによる運転資金の減少等により、68

億84百万円の収入となり、前連結会計年度に比べ61億58百万円増加しました。

（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、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10億49百万円がある一方、有価証券

の満期償還による収入60億円等により、８億23百万円の収入となり、前連結会計年度

に比べ44億57百万円減少しました。

（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、11億３百万円の支出となり、前連結会計年度に比べ２百万円増加

しました。
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（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移

 平成19年１月期 平成20年１月期 平成21年１月期

自己資本比率（％） 75.9 76.3 83.3

時価ベースの自己資本比率（％） 56.5 39.1 26.8

 （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。

(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】

期末配当につきましては、上記の方針に基づき、１株につき普通配当金20円、中間

配当金と併せた年間配当金を40円とさせていただく予定です。

しかしながら、当社を取り巻く経済及び事業環境は、急激な変化の渦中にあります。

エレクトロニクス業界は成熟化を辿り、ここ数年間においてはかつての高成長は期待

しにくい状況です。今後も市場規模は拡大すると予想されますが、製品の価格下落は

激しく、エレクトロニクス業界は付加価値の高いソリューションを提供しなければ生

き残れない、厳しい局面にあります。加えて、2009年の半導体市場はマイナス成長と

予想されるため、当社も厳しい業績となる可能性が高いと判断せざるを得ません。

このような事情を鑑み、今後は業績連動型による配当方針への変更も念頭に、次期

の利益配当金を１株につき年間普通配当金30円（第２四半期末配当金、期末配当金15

円）の予定とさせて頂く次第です。株主の皆様のご理解とご高配を賜りますよう、何

卒お願い申し上げます。
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(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21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ーが

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、または仕入先の業績悪化、方針の変更、事業の再

編などの理由により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。

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額を設定

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出た場合は、

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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⑥商品価格の下落

当社グループが属するエレクトロニクス業界は価格競争が激しい業界であり、最終

製品の価格下落は、半導体や電子部品への価格低下圧力となっています。当社グルー

プとしては、競争力のある商材を取り揃えることでこれを回避する努力をしておりま

すが、価格競争の激化や技術革新に伴い商品が陳腐化した場合は、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。

⑦投資有価証券の減損

当社グループは、取引関係の維持・強化のために、特定の顧客・仕入先・金融機関

の株式を保有しております。将来、株式市場の悪化または投資先企業の業績不振によ

り評価損を計上する場合は、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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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ー、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

RYOYO ELECTRO （THAILAND） CO.,LTD.

 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.

菱洋電子貿易（大連）有限公司
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＜事業の系統図＞

 

 
 
 

菱洋エレクトロ㈱ 
（当社） 
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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 
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菱洋電子貿易（大連）有限公司 
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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、エレクトロニクス業界はめまぐるしい技術革新と再

編を重ねながら、世界規模で熾烈な競争を繰り広げる激動の時代に入りました。

　半導体の販売を中心とする商社も、従来の『モノ』を届けるだけの「卸売型」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、当社グループは従来の「卸売型」ビジネスから、『コト』を提案

（ビジネスの企画段階から参画し、顧客にハードウェアだけでなくサービスやコンテ

ンツを提供）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おります。

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

図ってまいります。

(2）目標とする経営指標

「売上高営業利益率３％以上」を当面の重要な経営指標とし、収益力と効率性を高

めてまいります。

(3）中長期的な会社の経営戦略と対処すべき課題

世界経済が景気後退局面に入ったことを受けて、世界各国による景気対策が打ち出

されておりますが、当社グループの属するエレクトロニクス業界は先行き不透明な状

況が続いていることから、しばらく市況が停滞する可能性が高いと予測しております。

そのため、生き残りを賭けた競争が一段と厳しさを増し、半導体・部品メーカーとそ

の販売網において、合併等の統廃合や事業撤退など、業界再編に向けた動きが活発化

するものと想定しております。

このような環境の中で、当社グループは業界の動向を的確に把握・判断するととも

に、スピード（Speed）をもって対応（Change, Challenge）することが最大の課題と

認識しております。

また、企業の社会的責任を全うすると同時に、「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、収益性と効率性を重視した経営体質の確立を目指してまいります。

当面の対処すべき課題は以下のとおりです。

〇中長期的な成長を可能にする新しい市場・サービスの創造

（医療、電子決済、無線、自動車、高度道路交通システム、組込み　等）

〇顧客とのビジネス基盤を深める国内外の新商材の開拓

〇経営基盤の拡大を図るため、既存ビジネスにおける新規顧客の開拓
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〇「真の顧客志向」を実現するため、ソリューション提案の強化

顧客の要望を的確に把握した上で、ボード・モジュール開発や当社の幅広い商品・

サービス群を組み合わせてご提案することで、顧客に解決策（ソリューション）を

提供してまいります。

〇アプリケーション技術者の育成及び強化

〇不況下でも利益を出せる人員・組織の最適化

〇効率的でローコストなオペレーションの構築を図るため、業務プロセス・業務フ

ローの抜本的な見直しとＩＴを活用した業務改革の推進

〇従業員教育の強化と将来の当社グループを担う“人財“の育成

〇健全かつ効率的な会社経営を進めるため、業績目標管理、法令遵守（コンプライア

ンス）、リスク管理体制の強化

(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20年１月31日）

当連結会計年度
（平成21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
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１　現金及び預金 12,966 18,769

２　受取手形及び売掛金 ※４ 38,331 28,375

３　有価証券 6,000 5,000

４　たな卸資産 13,103 9,917

５　繰延税金資産 253 113

６　その他 ※３ 2,570 2,186

貸倒引当金 △227 △172

流動資産合計 72,997 85.1 64,190 84.7

Ⅱ　固定資産

１　有形固定資産

(1）器具及び備品 322 307

減価償却累計額 215 106 215 92

(2）土地 5 5

(3）その他 507 498

減価償却累計額 323 183 △340 157

有形固定資産合計 295 0.4 255 0.3

２　無形固定資産 609 0.7 510 0.7

３　投資その他の資産

(1）投資有価証券 ※１ 10,576 8,322

(2）繰延税金資産 381 307

(3）その他 1,698 3,006

貸倒引当金 △783 △800

投資その他の資産合計 11,872 13.8 10,836 14.3

固定資産合計 12,777 14.9 11,601 15.3

資産合計 85,775 100.0 75,792 100.0
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前連結会計年度
（平成20年１月31日）

当連結会計年度
（平成21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
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１　支払手形及び買掛金 15,378 9,182

２　未払法人税等 649 51

３　未払消費税等 0 106

４　賞与引当金 221 143

５　その他 2,833 1,921

流動負債合計 19,083 22.3 11,404 15.0

Ⅱ　固定負債

１　退職給付引当金 997 985

２　役員退職慰労引当金 211 －

３　その他 11 263

固定負債合計 1,221 1.4 1,249 1.7

負債合計 20,304 23.7 12,654 16.7

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

１　資本金 13,672 15.9 13,672 18.0

２　資本剰余金 13,336 15.6 13,336 17.6

３　利益剰余金 43,827 51.1 42,354 55.9

４　自己株式 △5,498 △6.4 △5,498 △7.2

株主資本合計 65,337 76.2 63,864 84.3

Ⅱ　評価・換算差額等

１　その他有価証券評価
差額金

△36 △0.1 6 0.0

２　繰延ヘッジ損益 △0 △0.0 △0 △0.0

３　為替換算調整勘定 170 0.2 △732 △1.0

評価・換算差額等合計 132 0.1 △726 △1.0

純資産合計 65,470 76.3 63,137 83.3

負債純資産合計 85,775 100.0 75,792 100.0
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(2）連結損益計算書

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）

当連結会計年度
（自　平成20年２月１日
至　平成21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
（％）

Ⅰ　売上高 138,599 100.0 112,521 100.0

Ⅱ　売上原価 128,038 92.4 103,665 92.1

売上総利益 10,561 7.6 8,856 7.9

Ⅲ　販売費及び一般管理費

１　給料及び賞与 3,540 3,373

２　賞与引当金繰入額 221 143

３　退職給付費用 180 211

４　役員退職慰労引当金
繰入額

29 3

５　賃借料 483 488

６　減価償却費 239 249

７　その他 3,659 8,354 6.0 3,450 7,920 7.1

営業利益 2,206 1.6 935 0.8

Ⅳ　営業外収益

１　受取利息 247 199

２　受取配当金 119 37

３　持分法による投資利益 339 320

４　仕入割引 22 28

５　その他 65 795 0.6 63 650 0.6

Ⅴ　営業外費用

１　売上割引 4 9

２　為替差損 543 88

３　事務用備品等廃棄損 2 4

４　その他 15 565 0.4 0 102 0.1

経常利益 2,435 1.8 1,482 1.3

Ⅵ　特別利益

１　投資有価証券売却益 192 192 0.1 － － －

Ⅶ　特別損失

１　投資有価証券評価損 － － － 1,623 1,623 1.4

税金等調整前当期純利益
又は純損失（△）

2,628 1.9 △140 △0.1

法人税、住民税及び
事業税

887 40

法人税等調整額 176 1,063 0.8 184 224 0.2

当期純利益又は純損失
（△）

1,564 1.1 △365 △0.3
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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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当連結会計年度（自　平成20年２月１日　至　平成21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20年１月31日　残高
（百万円）

13,672 13,336 43,827 △5,498 65,337

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 △1,107 △1,107

当期純損失 △365 △365

自己株式の取得 △1 △1

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 △1,472 △0 △1,473

平成21年１月31日　残高
（百万円）

13,672 13,336 42,354 △5,498 63,864

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

連結会計年度中の変動額

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連結会計年
度中の変動額（純額）

43 0 △902

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

43 0 △902

平成21年１月31日　残高
（百万円）

6 △0 △732
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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19年２月１日
至　平成20年１月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年２月１日
至　平成21年１月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は純損失
（△）

2,628 △140

減価償却費 239 249

有形固定資産売却益 △2 △3

有形固定資産売・廃棄損 2 4

投資有価証券評価損 － 1,623

為替差益 － △15

為替差損 27 －

引当金の減少額 △19 △340

受取利息及び受取配当金 △367 △237

投資有価証券売却益 △192 －

持分法による投資利益 △339 △320

売上債権の減少（△増加）額 △1,337 9,503

たな卸資産の減少額 406 2,996

仕入債務の増加（△減少）額 894 △6,617

未払消費税等の増加額 0 106

その他 △1,454 625

小計 485 7,433

利息及び配当金の受取額 472 415

法人税等の支払額 △232 △963

営業活動によるキャッシュ・フロー 725 6,884

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

有価証券の売却等による収入 8,000 6,000

有形固定資産及び無形固定資産の取
得による支出

△279 △131

有形固定資産及び無形固定資産の売
却による収入

7 10

投資有価証券の取得による支出 △2,301 △1,049

投資有価証券の売却等による収入 198 －

関係会社株式の取得による支出 △297 △106

関係会社への貸付による支出 △1,220 △900

関係会社への貸付回収による収入 1,170 －

その他 3 △0

投資活動によるキャッシュ・フロー 5,280 823

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △1,102 △1,102

その他 △3 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,106 △1,103

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 △122 △801

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額 4,777 5,803

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 8,188 12,966

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 ※ 12,966 18,769
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

　該当事項はありません。

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19年２月１日
至　平成20年１月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年２月１日
至　平成21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

　同左

(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

　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。

(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

(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

　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。

(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19年２月１日
至　平成20年１月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年２月１日
至　平成21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

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　

(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

  （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。
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項目
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）

当連結会計年度
（自　平成20年２月１日
至　平成21年１月31日）

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

(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

――――――

 

 

（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、当連結会計年度末に

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。
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項目
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）

当連結会計年度
（自　平成20年２月１日
至　平成21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
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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の変更

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）

当連結会計年度
（自　平成20年２月１日
至　平成21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。

――――――

注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成20年１月31日）

当連結会計年度
（平成21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）   5,793百万円 投資有価証券（株式）   6,040百万円

　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. 12百万円

保　証　先 金　額

RYOYO ELECTRO
(THAILAND)CO.,LTD. 1百万円

(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㈱   23百万円

保　証　先 金　額

リョーヨーセミコン㈱ 7百万円

※３　　　　　　――――――

 

※３　訴訟関連

当社は、平成19年７月25日付で、日本ユニシス株式

会社に対し、売買代金の支払を求める訴訟（請求額８

億５百万円）を提訴しておりましたが、平成20年12月

19日付で東京地方裁判所において当社の請求を棄却す

る判決が下りました。

　当社はこの判決を不服として、平成20年12月25日に

東京高等裁判所に控訴しました。

※４　　　　　　　――――――

 

※４　連結会計年度末日満期手形の処理

連結会計年度末日は金融機関の休業日でありました

が、連結会計年度末日満期手形は、満期日に決済が行

われたものとして処理しております。当該連結会計年

度末日満期手形は、次のとおりであります。

　　　　 受取手形　　　　　　　　 　   49百万円

菱洋エレクトロ㈱（8068）平成 21 年１月期決算短信

－ 23 －



（連結株主資本等変動計算書関係）

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
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当連結会計年度（自　平成20年２月１日　至　平成21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） 4,397,162 1,511 630 4,398,043

合計 4,397,162 1,511 630 4,398,043

（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

平成20年９月８日

取締役会
普通株式 553 20 平成20年７月31日 平成20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21年４月28日

定時株主総会
普通株式 553 利益剰余金 20 平成21年１月31日 平成21年４月30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19年２月１日
至　平成20年１月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年２月１日
至　平成21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

（リース取引関係）

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）

当連結会計年度
（自　平成20年２月１日
至　平成21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 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。

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）

器具及び備品 72 6 65

ソフトウェア 21 13 7

合計 93 20 72

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   7百万円

合　計 10百万円

１年内 12百万円

１年超 60百万円

合　計 72百万円

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 10百万円

減価償却費相当額 10百万円

(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

同左
 

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

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 0百万円

合　計 3百万円
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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20年１月31日） 当連結会計年度（平成21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 2,482 2,517 34 19 30 10

(2)　その他 － － － － － －

小計 2,482 2,517 34 19 30 10

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 362 266 △95 1,206 1,206 －

(2)　その他 － － － － － －

小計 362 266 △95 1,206 1,206 －

合計 2,845 2,783 △61 1,226 1,237 10

　（注）　当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式について1,623百万円減損処理を行なっておりま

す。

　なお、減損処理にあたっては、連結会計年度末における時価が取得原価に比べ30％以上下落した場合には、回

復可能性の判定を行い、必要と認められた額について減損処理を行なっております。

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 －

　　当連結会計年度（自 平成20年２月１日　至 平成21年１月31日）

　　　該当事項はありません。

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20年１月31日） 当連結会計年度（平成21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

ユーロ円債 8,000 6,000

(2)　その他有価証券

非上場株式 － 45

合計 8,000 6,045
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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20年１月31日） 当連結会計年度（平成21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

その他 6,000 2,000 － － 5,000 1,000 － －

(2)　その他有価証券

その他 － － － － － － － －

合計 6,000 2,000 － － 5,000 1,000 － －

（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19年２月１日
至　平成20年１月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年２月１日
至　平成21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19年２月１日
至　平成20年１月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年２月１日
至　平成21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

 通貨関連

区分 種類

前連結会計年度（平成20年１月31日） 当連結会計年度（平成21年１月31日）

契約額等
（百万円）

契約額等の
うち１年超
（百万円）

時価
（百万円）

評価損益
（百万円）

契約額等
（百万円）

契約額等の
うち１年超
（百万円）

時価
（百万円）

評価損益
（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 1,100 － 1,021 79

買建         

米ドル － － － － 60 － 58 △2

合計 994 － 969 24 1,161 － 1,079 77

前連結会計年度  当連結会計年度

　（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。

 　（注）１．時価の算定方法

同左

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。

 ２．　　　　　  同左
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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20年１月31日）

当連結会計年度
（平成21年１月31日）

(1) 退職給付債務 　   △2,891百万円 △2,935百万円

(2) 年金資産     2,155百万円 1,675百万円

(3) 未積立退職給付債務(1)＋(2) 　  △736百万円 △1,259百万円

(4) 未認識数理計算上の差異 　   83百万円 668百万円

(5) 未認識過去勤務債務(債務の減額)  8百万円 6百万円

(6) 連結貸借対照表計上額純額(3)＋(4)＋(5) 　   △644百万円 △584百万円

(7) 前払年金費用    352百万円 401百万円

(8) 退職給付引当金(6)－(7) 　   △997百万円 △985百万円

３　退職給付費用の内訳

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）

当連結会計年度
（自　平成20年２月１日
至　平成21年１月31日）

(1) 勤務費用    170百万円 175百万円

(2) 利息費用   55百万円 57百万円

(3) 期待運用収益 　  △42百万円 △43百万円

(4) 数理計算上の差異の費用処理額  △5百万円 19百万円

(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)    180百万円 211百万円

　(注)　上記退職給付費用以外に、割増退職金(前連結会計年度８百万円、当連結会計年度７百万円)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20年１月31日）

当連結会計年度
（平成21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20年１月31日）

当連結会計年度
（平成21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   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

繰延税金資産

繰越欠損金 408百万円

退職給付引当金 237百万円

貸倒引当金 197百万円

長期未払金 100百万円

賞与引当金 58百万円

無形固定資産 45百万円

その他 57百万円

繰延税金資産小計 1,105百万円

評価性引当額 △679百万円

繰延税金資産合計 425百万円

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △4百万円

繰延税金負債合計 △4百万円

繰延税金資産の純額 420百万円

 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。 

 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

当連結会計年度については、税金等調整前当期純

損失を計上しているため記載しておりません。 
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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

　当連結会計年度（自　平成20年２月１日　至　平成21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 97,730 14,790 112,521 － 112,521

（2）セグメント間の内部売上高又は

振替高
7,163 148 7,311 △7,311 －

計 104,894 14,938 119,832 △7,311 112,521

営業費用 104,069 14,871 118,940 △7,354 111,585

営業利益 824 67 892 43 935

Ⅱ　資産 70,990 4,327 75,317 474 75,792

　（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。

　当連結会計年度（自　平成20年２月１日　至　平成21年１月31日）

アジア その他 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 16,391 140 16,531

Ⅱ　連結売上高（百万円） － － 112,521

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 14.6 0.1 14.7

　（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。
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（関連当事者との取引）

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）

子会社等  

属性 会社等の名称 住所
資本金

又は出資金
事業の内容
又は職業

議決権等の
所有(被所
有)割合
（％）

関係内容

取引の
内容

取引金額
（百万円）役員の

兼任等
事業上の関係

子会社
台湾菱洋電子
股份有限公司

台湾 NT$45,000,000
半導体・システ
ム情報機器販売

(所有)
直接　100

兼任
１名

当社が販売する
商品の一部を
相互に供給

受取
配当金

100

　（注）取引条件及び取引条件の決定方針等

　　　　１．取引金額には消費税等は含まれておりません。

２．配当金の受取については、財務状態等を勘案し決定しております。

当連結会計年度（自　平成20年２月１日　至　平成21年１月31日）

子会社等  

属性
会社等の
名称

住所
資本金

又は出資金
（百万円）

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有(被
所有)割合
（％）

関係内容

取引の
内容

取引金額
(百万円)

科目
 

期末残高
(百万円)役員の

兼任等
事業上の関係

子会社
リョーヨー
セミコン㈱

東京都
中央区

100
半導体・シ
ステム情報
機器販売

(所有)
直接　100

兼任
３名

当社が販売す
る商品の一部
を相互に供給

資金の
貸付

900
長期
貸付金
　

1,350

　　（注）取引条件及び取引条件の決定方針等

　　　　　貸付金の利息については、市場金利を勘案し決定しております。

　　　　　

（１株当たり情報）

区分
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）

当連結会計年度
（自　平成20年２月１日
至　平成21年１月31日）

１株当たり純資産額 2,365.67円 2,281.45円

１株当たり当期純利益金額又は純損失

金額（△）
 56.53円 △13.21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。

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)

当連結会計年度
(自　平成20年２月１日
至　平成21年１月31日)

当期純利益又は純損失（△）（百万円） 1,564 △365

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）
1,564 △365

期中平均株式数（株） 27,676,067 27,674,939

（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48期
（平成20年１月31日）

第49期
（平成21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
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１　現金及び預金 10,460 16,736

２　受取手形 ※４ 886 522

３　売掛金 ※１ 36,798 27,126

４　営業未収金 64 56

５　有価証券 6,000 5,000

６　商品 11,460 9,018

７　前渡金 71 55

８　前払費用 353 1

９　繰延税金資産 235 107

10　未収入金 ※３ 1,465 1,842

11　その他 495 143

貸倒引当金 △227 △172

流動資産合計 68,065 85.2 60,439 85.1

Ⅱ　固定資産

１　有形固定資産

(1）建物 201 206

減価償却累計額 102 99 116 90

(2）機械及び装置 272 271

減価償却累計額 197 74 209 61

(3）器具及び備品 289 277

減価償却累計額 198 90 196 80

(4）土地 5 5

有形固定資産合計 270 0.3 238 0.4

２　無形固定資産

(1）商標権 0 0

(2）ソフトウェア 565 496

(3）その他 42 12

無形固定資産合計 609 0.8 509 0.7

３　投資その他の資産

(1）投資有価証券 4,783 2,282

(2）関係会社株式 4,924 5,030

(3）関係会社長期貸付金 450 1,350

(4）従業員長期貸付金 57 57

(5）更生債権等 780 791

(6）長期前払費用 8 412

(7）繰延税金資産 381 307

(8）差入保証金 366 364

(9）その他 7 7

貸倒引当金 △783 △800

投資その他の資産合計 10,975 13.7 9,803 13.8

固定資産合計 11,855 14.8 10,551 14.9

資産合計 79,920 100.0 70,990 100.0
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第48期
（平成20年１月31日）

第49期
（平成21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
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１　買掛金 14,410 8,591

２　ファクタリング未払金 976 －

３　未払金 1,539 1,508

４　未払費用 233 320

５　未払法人税等 599 39

６　未払消費税等 － 106

７　前受金 10 12

８　預り金 34 33

９　賞与引当金 221 143

10　その他 1 1

流動負債合計 18,028 22.6 10,756 15.1

Ⅱ　固定負債

１　退職給付引当金 992 980

２　役員退職慰労引当金 211 －

３　その他 11 263

固定負債合計 1,215 1.5 1,244 1.8

負債合計 19,243 24.1 12,000 16.9

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

１　資本金 13,672 17.1 13,672 19.3

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 16.7 13,336 18.8

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 36,800

繰越利益剰余金 △386 △617

利益剰余金合計 39,203 49.1 37,473 52.8

４　自己株式 △5,498 △6.9 △5,498 △7.8

株主資本合計 60,714 76.0 58,983 83.1

Ⅱ　評価・換算差額等

１　その他有価証券評価差額
金

△36 △0.1 6 0.0

２　繰延ヘッジ損益 △0 △0.0 △0 △0.0

評価・換算差額等合計 △37 △0.1 5 0.0

純資産合計 60,677 75.9 58,989 83.1

負債純資産合計 79,920 100.0 70,990 100.0
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(2）損益計算書

第48期
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

第49期
（自　平成20年２月１日
至　平成21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
（％）

Ⅰ　売上高 130,127 100.0 104,894 100.0

Ⅱ　売上原価

１　商品期首たな卸高 11,840 11,460

２　当期商品仕入高 120,000 94,218

合計 131,840 105,679

３　商品期末たな卸高 11,460 120,379 92.5 9,018 96,661 92.2

売上総利益 9,747 7.5 8,233 7.8

Ⅲ　販売費及び一般管理費

１　物流費 698 621

２　給料及び賞与 3,381 3,217

３　賞与引当金繰入額 221 143

４　退職給付費用 177 209

５　役員退職慰労引当金繰入
額

29 3

６　福利費 556 524

７　賃借料 443 455

８　減価償却費 228 240

９　その他 2,134 7,872 6.1 1,992 7,408 7.0

営業利益 1,875 1.4 824 0.8

Ⅳ　営業外収益

１　受取利息 49 64

２　有価証券利息 59 66

３　受取配当金 ※ 632 217

４　仕入割引 22 28

５　システム使用料 ※ 9 11

６　その他 63 836 0.7 59 447 0.4
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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）

第49期
（自　平成20年２月１日
至　平成21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
（％）

Ⅴ　営業外費用

１　売上割引 4 9

２　為替差損 536 65

３　事務用備品等廃棄損 2 4

４　その他 15 557 0.4 1 79 0.1

経常利益 2,153 1.7 1,192 1.1

Ⅵ　特別利益

１　投資有価証券売却益 192 192 0.1 － － －

Ⅶ　特別損失

１　投資有価証券評価損 － 1,623

２　関係会社株式評価損 1,723 1,723 1.3 － 1,623 1.5

税引前当期純利益又は純
損失（△）

622 0.5 △431 △0.4

法人税、住民税及び事業
税

813 20

法人税等調整額 171 984 0.8 171 192 0.2

当期純損失（△） △361 △0.3 △623 △0.6
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(3）株主資本等変動計算書

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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第49期（自　平成20年２月１日　至　平成21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

当期中の変動額

剰余金の配当 △1,107 △1,107

当期純損失 △623 △623

自己株式の取得 △1 △1

自己株式の処分 △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当期中の変
動額（純額）

当期中の変動額合計（百万円） － － △0 － △1,500 △230 △0 △1,730

平成21年１月31日　残高
（百万円）

13,672 13,336 0 1,290 36,800 △617 △5,498 58,983

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

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

別途積立金の取崩し

株主資本以外の項目の当期中の変
動額（純額）

43 0

当期中の変動額合計（百万円） 43 0

平成21年１月31日　残高
（百万円）

6 △0
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

　該当事項はありません。

重要な会計方針

項目
第48期

（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

第49期
（自　平成20年２月１日
至　平成21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　デリバティブ等の評価基

準及び評価方法

　デリバティブ

時価法によっております。

　デリバティブ

同左

４　固定資産の減価償却の方

法

(1) 有形固定資産

定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。

建物　　　　　３～47年

機械及び装置　４～10年

器具及び備品　４～20年

(1) 有形固定資産

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
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項目
第48期

（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

第49期
（自　平成20年２月１日
至　平成21年１月31日）

５　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

――――――　

（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、当期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。

６　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48期

（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

第49期
（自　平成20年２月１日
至　平成21年１月31日）

７　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

８　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48期
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

第49期
（自　平成20年２月１日
至　平成21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。

――――――
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注記事項

（貸借対照表関係）

第48期
（平成20年１月31日）

第49期
（平成21年１月31日）

※１　関係会社項目

売掛金　　　　　　1,932百万円

※１　関係会社項目

売掛金　　　　　　 1,024百万円

　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.

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

保 証 先 金　額

RYOYO ELECTRO
SINGAPORE PTE.,LTD.

6百万円
（US$73,344）

RYOYO ELECTRO
（THAILAND）CO.,LTD. 1百万円

(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㈱  23百万円

保 証 先 金　額

リョーヨーセミコン㈱ 7百万円

※３　　　　　　　―――――― ※３　訴訟関連

当社は、平成19年７月25日付で、日本ユニシス株式

会社に対し、売買代金の支払を求める訴訟（請求額８

億５百万円）を提訴しておりましたが、平成20年12月

19日付で東京地方裁判所において当社の請求を棄却す

る判決が下りました。

　当社はこの判決を不服として、平成20年12月25日に

東京高等裁判所に控訴しました。

※４　　　　　　　―――――― ※４　期末日満期手形の処理

当期末日は金融機関の休業日でありましたが、期末

日満期手形は、満期日に決済が行われたものとして処

理しております。当該末日満期手形は、次のとおりで

あります。

受取手形　　　　 　   49百万円

（損益計算書関係）

第48期
（自　平成19年２月１日

至　平成20年１月31日）

第49期
（自　平成20年２月１日
至　平成21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。

受取配当金   612百万円

システム使用料   9百万円

受取配当金 180百万円

システム使用料    11百万円
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（株主資本等変動計算書関係）

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。

第49期（自　平成20年２月１日　至　平成21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） 4,397,162 1,511 630 4,398,043

合計 4,397,162 1,511 630 4,398,043

（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48期
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

第49期
（自　平成20年２月１日
至　平成21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 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。

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）

器具及び備品 72 6 65

ソフトウェア 21 13 7

合計 93 20 72

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  7百万円

合　計 10百万円

１年内 12百万円

１年超 60百万円

合　計 72百万円

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 10百万円

減価償却費相当額 10百万円

(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

同左
 

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

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 0百万円

合　計 3百万円
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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48期（平成20年１月31日） 第49期（平成21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 2,778 2,778 － 2,778 2,496 △282

（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48期
（平成20年１月31日）

第49期
（平成21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

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

繰延税金資産

関係会社株式 701百万円

繰越欠損金 408百万円

退職給付引当金 237百万円

貸倒引当金 197百万円

長期未払金 100百万円

賞与引当金 58百万円

無形固定資産 45百万円

その他 51百万円

繰延税金資産小計 1,800百万円

評価性引当額 △1,381百万円

繰延税金資産合計 419百万円

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △4百万円

繰延税金負債合計 △4百万円

繰延税金資産の純額 415百万円

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 7.86％

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％

当期については、税引前当期純損失を計上してい

るため記載しておりません。
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（１株当たり情報）

区分
第48期

（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

第49期
（自　平成20年２月１日
至　平成21年１月31日）

１株当たり純資産額         2,192.47円 2,131.56円

１株当たり当期純損失金額（△）    △13.08円 △22.52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、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。

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株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

第48期
(自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日)

第49期
(自　平成20年２月１日
至　平成21年１月31日)

当期純損失（△）（百万円） △361 △623

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損失（△）（百万

円）
△361 △623

期中平均株式数（株） 27,676,067 27,674,939

（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

        当該事項はありません。

 

  ②　その他の役員の異動

 

     ＜平成２１年４月２８日付＞

 

     イ．昇格予定取締役

 

           常務取締役   　　　               堀切　　豊 　（現　取締役

           総務人事本部統括、総務人事本部長、 　　　　  　  経理本部統括、経理本部長、

           経理本部統括、経理本部長、  　　　　           　ＣＳＲ推進室統括、ＣＳＲ推進室長)

           ＣＳＲ推進室統括、ＣＳＲ推進室長、  　　　　 

           広報室長

　　 ロ．退任予定取締役

 

　　　　　　専務取締役 　　　佐藤　行男　　（当社 顧問に就任予定）

 

　　　　　　常務取締役 　　　安永　文雄　　（　　同 　　　上　　）

 

　　　　　　取締役相談役 　　島田　義久　　（当社 相談役）

 

　　　　　　取締役 　　　　　関口　武男　　（当社 顧問に就任予定）

 

(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19年２月１日 （自 平成20年２月１日 増減額

　  至 平成20年１月31日） 　  至 平成21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 70,225 50.7 51,952 46.2 △18,272

半導体素子 22,626 16.3 19,147 17.0 △3,479

小　　　　計 92,851 67.0 71,099 63.2 △21,752

システム情報機器 36,670 26.5 33,043 29.4 △3,626

電子部品他 9,077 6.5 8,378 7.4 △698

合       計 138,599 100.0 112,521 100.0 △26,078
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