
平成22年3月期 第3四半期決算短信 

平成22年2月5日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 理経 上場取引所 東 
コード番号 8226 URL http://www.rikei.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 青柳 勝栄
問合せ先責任者 （役職名） 取締役経理部長 （氏名） 長谷川 章詞 TEL 03-3345-2153
四半期報告書提出予定日 平成22年2月10日
配当支払開始予定日 ―

1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期第3四半期 6,452 △48.1 △591 ― △642 ― △658 ―
21年3月期第3四半期 12,422 ― △224 ― △250 ― △319 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

22年3月期第3四半期 △43.52 ―
21年3月期第3四半期 △21.14 ―

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

22年3月期第3四半期 8,383 4,175 49.8 276.03
21年3月期 9,732 4,852 49.9 320.72

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  4,175百万円 21年3月期  4,852百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
平成22年３月期の期末配当につきましては、現時点では未定であります。 

1株当たり配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― ― ― ― ―
22年3月期 ― 0.00 ―
22年3月期 

（予想）
― ―

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

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 14,000 △12.5 120 ― 50 ― 20 ― 1.32
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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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(3) 四半期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（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいてお
り、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
２．平成22年３月期の期末配当予想につきましては、今後の業績動向が不透明であることから、現時点では未定です。予想額の開示は可能となった時点
で、速やかに開示いたします。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第3四半期 15,514,721株 21年3月期  15,514,721株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  386,765株 21年3月期  384,986株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 15,128,746株 21年3月期第3四半期 15,132,180株

- 2 -



 当第３四半期連結累計期間（平成21年４月１日 - 平成21年12月31日）におけるわが国の経済は、リーマン

ショック以降の世界的な景気後退より一部に持ち直しの兆しが見えましたものの、総じて企業業績や雇用情勢の低

迷、設備投資の抑制、個人消費の冷え込みなど、厳しい状況が続きました。 

 当社グループにおきましては、ワイヤレスブロードバンド、BCM（事業継続管理）、エコ等次世代のICT（情報通

信技術）のニーズに対し、的確なソリューションおよび 先端の製品を開拓し、顧客に継続的に紹介してまいりま

した。 

 この結果、当第３四半期連結累計期間におきましては、連結売上高は64億５千２百万円（前年同四半期124億２

千２百万円）となりました。損益面につきましては、営業損失５億９千１百万円（前年同四半期２億２千４百万

円）、経常損失６億４千２百万円（前年同四半期２億５千万円）、四半期純損失６億５千８百万円（前年同四半期

３億１千９百万円）となりました。 

 事業別セグメントにつきましては以下のとおりです。 

 ITソリューション・サービス事業におきましては、中央省庁向けおよび大学・研究機関向けシステムが減少し、

売上高25億６千９百万円（前年同四半期59億９千７百万円）、営業損失４億４千３百万円（前年同四半期２億４千

５百万円）となりました。 

 一方、電子部品及び機器事業におきましては、海外向け電子部品が減少し、売上高38億８千３百万円（前年同四

半期64億２千５百万円）、営業損失１億４千８百万円（前年同四半期は営業利益２千２百万円）となりました。 

 所在地別セグメントにつきましては以下のとおりです。 

 日本においては、中央省庁向けおよび大学・研究機関向けシステムが減少し、売上高50億５百万円（前年同四半

期86億９千９百万円）、営業損失５億１千１百万円（前年同四半期２億１百万円）となりました。 

 中国においては、玩具用液晶および半導体が減少し、売上高10億１千６百万円（前年同四半期29億６千２百万

円）、営業損失６千９百万円（前年同四半期２百万円）となりました。 

 アジアにおいては、産業端末用タッチパネル等が減少し、売上高４億２百万円（前年同四半期６億７千１百万

円）、営業損失７百万円（前年同四半期５百万円）となりました。 

 米国においては、光通信製品が減少し、売上高２千８百万円（前年同四半期８千８百万円）、営業損失８百万円

（前年同四半期は営業利益３百万円）となりました。 

 なお、セグメント間取引については、相殺消去しております。 

  

（１）資産、負債および純資産の状況 

 当第３四半期連結会計期間末における総資産は83億８千３百万円（前連結会計年度末比13億４千８百万円減

少）、これは主に受取手形及び売掛金が12億９千２百万円、商品及び製品が１億２千万円、長期未収入金が１億

３千２百万円減少し、現金及び預金が４億１千１百万円増加したことによります。  

 負債の部の合計は42億８百万円（前連結会計年度比６億７千１百万円減少）、これは主に支払手形及び買掛金

が９億４百万円減少し、短期借入金が２億１千６百万円、前受金が２億１百万円増加したことによります。 

 純資産の部の合計は41億７千５百万円（前連結会計年度比６億７千６百万円減少）、これは主に四半期純損失

６億５千８百万円により利益剰余金が減少したことによります。 

（２）キャッシュ・フローの状況 

 当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より４億６千１百万円増加

し、23億９百万円となりました。 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、当第３四半期連結累計期間において２億１千２百万円の増加（前年同

四半期12億７千７百万円の増加）となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失、仕入債務の減少による

支出があるものの、売掛債権の減少による収入によるものです。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、当第３四半期連結累計期間において４千１百万円の増加（前年同四半

期１千６百万円の増加）となりました。これは主に定期預金の払戻によるものです。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、当第３四半期連結累計期間において２億１千５百万円の増加（前年同

四半期８億２千５百万円の減少）となりました。これは主に短期借入金の増加によるものです。 

  

定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

２．連結財政状態に関する定性的情報
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 平成21年５月20日公表の通期の業績予想を修正しております。詳しくは平成21年11月６日公表の「業績予想の修

正に関するお知らせ」をご参照ください。  

  

  

  当該事項はありません。  

  

①固定資産の減価償却費の算定方法  

 定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法に

よっております。 

②繰延税金資産および繰延税金負債の算定方法 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生

状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来業績予測やタックス・プラン

ニングを利用する方法によっております。 

  

①完成工事高及び完成工事原価の計算基準の変更 

 受注製作のソフトウェアに係る収益の計上基準については、従来、検収基準を適用しておりましたが、「工事

契約に関する会計基準」（企業会計基準15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を第１四半期連結会計期間より適用し、第１四半期連

結会計期間に着手したプロジェクトから、当第３四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が

認められるプロジェクトについては工事進行基準（プロジェクトの進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の

プロジェクトについては検収基準を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はありません。  

  

②連結キャッシュ・フロー計算書における表示方法の変更 

 前第３四半期連結累計期間において、連結上相殺消去の対象となった債権債務から生じた為替換算差額を「現

金及び現金同等物に係る換算差額」に含めておりましたが、前連結会計年度において重要性が増したため営業

キャッシュ・フローの「為替差損益（△は益）」として区分掲記し、当第３四半期連結累計期間においても営業

キャッシュ・フローの「その他」に含めて表示することにしました。 

 なお、前第３四半期連結累計期間の「現金及び現金同等物に係る為替差額」のうち連結上相殺消去の対象と

なった債権債務から生じた為替換算差額は28,754千円であり、当第３四半期連結累計期間の営業キャッシュ・

フローの「その他」のうち連結上相殺消去の対象となった債権債務から生じた為替換算差額は12,469千円であり

ます。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報

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）

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）四半期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
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,819,777 2,407,860

受取手形及び売掛金 1,636,231 2,928,926

商品及び製品 283,054 403,698

その他 834,672 996,909

貸倒引当金 △499 △1,699

流動資産合計 5,573,236 6,735,694

固定資産   

有形固定資産 466,231 485,155

無形固定資産 14,815 17,130

投資その他の資産   

長期未収入金 2,045,681 2,178,215

その他 921,773 954,192

貸倒引当金 △637,739 △637,739

投資その他の資産合計 2,329,715 2,494,669

固定資産合計 2,810,762 2,996,955

資産合計 8,383,999 9,732,650

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,539,412 2,443,843

短期借入金 1,616,000 1,400,000

未払法人税等 10,317 21,437

その他 591,454 575,363

流動負債合計 3,757,184 4,440,644

固定負債   

退職給付引当金 286,001 278,267

役員退職慰労引当金 159,841 154,716

その他 5,221 6,562

固定負債合計 451,065 439,546

負債合計 4,208,250 4,880,190
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,426,916 3,426,916

資本剰余金 1,585,738 2,081,516

利益剰余金 △617,744 △455,183

自己株式 △111,175 △111,042

株主資本合計 4,283,733 4,942,206

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 8,970 △71

繰延ヘッジ損益 △6,183 1,366

土地再評価差額金 △11,613 △11,613

為替換算調整勘定 △99,157 △79,428

評価・換算差額等合計 △107,984 △89,746

純資産合計 4,175,749 4,852,459

負債純資産合計 8,383,999 9,732,650
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 12,422,373 6,452,679

売上原価 10,624,433 5,356,543

売上総利益 1,797,940 1,096,136

販売費及び一般管理費   

給料及び賞与 958,860 831,535

退職給付引当金繰入額 58,682 43,307

役員退職慰労引当金繰入額 12,824 13,524

貸倒引当金繰入額 4,629 234

その他 987,187 799,167

販売費及び一般管理費合計 2,022,186 1,687,769

営業損失（△） △224,245 △591,633

営業外収益   

受取利息 － 1,964

受取賃貸料 － 1,573

為替差益 30,514 －

その他 12,887 1,965

営業外収益合計 43,401 5,503

営業外費用   

支払利息 32,944 23,085

保険解約損 34,108 31,603

その他 2,264 1,256

営業外費用合計 69,316 55,944

経常損失（△） △250,160 △642,074

特別利益   

投資有価証券売却益 44,231 －

未払賞与戻入益 － 10,326

未払事業撤退債務精算益 － 10,517

その他 － 300

特別利益合計 44,231 21,143

特別損失   

投資有価証券評価損 169,258 －

減損損失 － 6,585

その他 4,975 1,555

特別損失合計 174,233 8,140

税金等調整前四半期純損失（△） △380,162 △629,071

法人税、住民税及び事業税 16,695 7,436

法人税等調整額 △76,890 21,831

法人税等合計 △60,194 29,267

四半期純損失（△） △319,967 △658,339
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純損失（△） △380,162 △629,071

減価償却費 43,272 24,246

受取利息及び受取配当金 △6,274 △3,025

支払利息 32,944 23,085

売上債権の増減額（△は増加） 862,603 1,272,989

たな卸資産の増減額（△は増加） 577,925 27,913

前渡金の増減額（△は増加） △543,935 －

立替金の増減額（△は増加） 556,629 －

その他の流動資産の増減額（△は増加） 141,645 272,152

仕入債務の増減額（△は減少） △625,829 △896,262

その他の流動負債の増減額（△は減少） 489,148 24,137

その他 198,164 124,880

小計 1,346,133 241,044

利息及び配当金の受取額 5,595 2,899

利息の支払額 △30,439 △21,920

法人税等の支払額 △43,713 △9,998

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,277,575 212,026

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △15,395 △6,240

無形固定資産の取得による支出 △673 △2,830

投資有価証券の売却による収入 54,700 －

保険積立金の積立による支出 △25,590 △23,823

保険積立金の解約による収入 19,104 19,843

差入保証金の差入による支出 △16,907 △717

差入保証金の回収による収入 974 5,450

定期預金の預入による支出 － △500,000

定期預金の払戻による収入 － 550,000

投資活動によるキャッシュ・フロー 16,211 41,681

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △823,411 216,000

自己株式の純増減額（△は増加） △453 △133

配当金の支払額 △1,186 △171

財務活動によるキャッシュ・フロー △825,051 215,695

現金及び現金同等物に係る換算差額 14,809 △7,485

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 483,545 461,917

現金及び現金同等物の期首残高 1,427,734 1,847,860

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,911,279 2,309,777

（株）理経（8226） 平成22年３月期　第３四半期決算短信

- 8 -



 該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

（注）１.事業区分の方法および各区分に属する主要な商品の名称 

   事業区分は商品の使用目的の類似性により区分しております。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
ＩＴソリューショ
ン・サービス 
事業（千円） 

電子部品及び 
機器事業 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売

上高 
 5,997,365  6,425,008  12,422,373  －  12,422,373

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 191  1,840  2,031 (2,031)  －

計  5,997,556  6,426,848  12,424,405 (2,031)  12,422,373

営業利益（又は営業

損失） 
(245,729)  22,733 (222,995) (1,250) (224,245)

  
ＩＴソリューショ
ン・サービス 
事業（千円） 

電子部品及び 
機器事業 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売

上高 
 2,569,640  3,883,038  6,452,679  －  6,452,679

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －  1,700  1,700 (1,700)  －

計  2,569,640  3,884,739  6,454,380 (1,700)  6,452,679

営業利益（又は営業

損失） 
(443,015) (148,664) (591,679)  46 (591,633)

事業区分 事業内容 品目 

ＩＴソリューシ

ョン・サービス 

事業 

システム 

ソリューション 

サーバー、ＰＣ、ストレージ、ｅＣＲＭソフトウェア、３次元機械ＣＡＤソフト

ウェア、ＣＡＤドキュメント作成ソフトウェア、３次元画像撮影・解析システ

ム、電力系統解析ソフトウェア、教育機関向けソフトウェア、ＢＣＭ関連システ

ム、保険販売支援ツール、その他各種周辺機器およびソフトウェア 

ネットワーク 

ソリューション 

インターネット高速アクセスシステム、ＡＴＭアクセス装置、高速長距離無線Ｌ

ＡＮシステム、無線ＬＡＮ機器およびソフトウェア、携帯電話基地局試験装置、

衛星通信情報伝送システム、Ｊ-ＡＬＥＲＴ対応システム、国際電話用回線多重

化装置、エコーキャンセラー、その他各種情報通信機器および映像伝送装置 

電子部品及び 

機器事業 

電子部品及び機

器 

光通信用デバイス、光伝送シミュレーションシステム、データ集録・ＧＰＩＢ製

品、放送信号発生装置、防衛用機材、災害救護用機材、半導体、マイクロ波通信

機器用部品、集積回路、バッテリー、導電性樹脂接着剤、液晶パネル、タッチパ

ネル、その他各種電子部品および機器 
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前第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

（注）１．国または地域は、地理的近接度により区分しております。 

   ２．本邦以外の区分に属する主な国または地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）中 国  ・・・ 中国 

(2）アジア ・・・ シンガポール 

(3）米 国  ・・・ 米国 

  

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本 

（千円） 
中国 

（千円） 
アジア 
（千円） 

米国 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高               

(1）外部顧客に対する売

上高 
 8,699,608  2,962,896  671,421  88,448  12,422,373  －  12,422,373

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 2,039,654  －  1,096  58,954  2,099,705 ( )2,099,705  －

計  10,739,263  2,962,896  672,517  147,402  14,522,079 ( )2,099,705  12,422,373

営業利益（又は営業

損失） 
( )201,332 ( )2,431 ( )5,870  3,355 ( )206,279 ( )17,966 ( )224,245

  
日本 

（千円） 
中国 

（千円） 
アジア 
（千円） 

米国 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高               

(1）外部顧客に対する売

上高 
 5,005,944  1,016,040  402,063  28,631  6,452,679  －  6,452,679

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 631,753  －  －  60,635  692,389 ( )692,389  －

計  5,637,698  1,016,040  402,063  89,267  7,145,069 ( )692,389  6,452,679

営業利益（又は営業

損失） 
( )511,638 ( )69,481 ( )7,435 (8,195) ( )596,750  5,117 ( )591,633
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前第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

（注） １．国または地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する主な国または地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）アジア・・・・・・ シンガポール、マレーシア 

(2）中国・・・・・・・ 中国 

(3）その他の地域・・・ 米国 

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

  

 該当事項はありません。 

  

〔海外売上高〕

  アジア 中国 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  1,010,407  2,589,708  140,588  3,740,704

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  12,422,373

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合（％） 
 8.1  20.8  1.1  30.1

  アジア 中国 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  625,301  780,801  97,325  1,503,429

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  6,452,679

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合（％） 
 9.7  12.1  1.5  23.3

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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