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1.  22年1月期の連結業績（平成21年2月1日～平成22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 ％

22年1月期 81,381 △27.7 18 △98.1 318 △78.5 328 ―
21年1月期 112,521 △18.8 935 △57.6 1,482 △39.1 △365 ―

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 ％ ％ ％

22年1月期 11.86 ― 0.5 0.4 0.0
21年1月期 △13.21 ― △0.6 1.8 0.8

（参考） 持分法投資損益 22年1月期  100百万円 21年1月期  320百万円

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

22年1月期 76,749 62,922 82.0 2,273.74
21年1月期 75,792 63,137 83.3 2,281.45

（参考） 自己資本   22年1月期  62,922百万円 21年1月期  63,137百万円

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

22年1月期 8,371 △4,656 △965 21,828
21年1月期 6,884 823 △1,103 18,769

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

21年1月期 ― 20.00 ― 20.00 40.00 1,107 ― 1.7
22年1月期 ― 15.00 ― 15.00 30.00 968 252.9 1.3
23年1月期 

（予想）
― 15.00 ― 15.00 30.00 61.5

3.  23年1月期の連結業績予想（平成22年2月1日～平成23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 13.0 400 ― 600 ― 580 ― 20.96

通期 93,000 14.3 1,000 ― 1,400 339.1 1,350 311.2 48.78



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） 

（注） 詳細は、24ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（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36ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年1月期 32,072,398株 21年1月期 32,072,398株
② 期末自己株式数 22年1月期  4,398,918株 21年1月期  4,398,043株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年1月期の個別業績（平成21年2月1日～平成22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 ％

22年1月期 71,735 △31.6 △61 ― 253 △78.8 270 ―
21年1月期 104,894 △19.4 824 △56.0 1,192 △44.6 △623 ―

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

22年1月期 9.77 ―
21年1月期 △22.52 ―

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1月期 70,887 58,602 82.7 2,117.64
21年1月期 70,990 58,989 83.1 2,131.56

（参考） 自己資本 22年1月期  58,602百万円 21年1月期  58,989百万円

2.  23年1月期の個別業績予想（平成22年2月1日～平成23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ページを参照してください。 

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

40,000 10.5 350 ― 550 ― 540 ― 19.51

通期 83,000 15.7 800 ― 1,200 373.8 1,180 336.6 42.64



(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、各国の経済対策や新興国の需要回復により

底入れの様相を示しているものの、本格的な回復には至っていない状況です。 

一方で国内経済においては、景気低迷の長期化により企業業績の低迷が続き、企

業の設備投資、雇用情勢、所得環境、個人消費とも低調に推移しました。 

当社グループが属するエレクトロニクス業界は、期中で在庫調整が一巡し最悪期

は脱したものの、一部の分野を除き増産や設備投資に対する慎重な姿勢が継続しま

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に加え、新規高付加価値ビジネスの開

拓、経営合理化策の実施に努めてまいりました。 

以上の結果、当連結会計年度の売上高は813億81百万円（前年同期比27.7％

減）、営業利益は18百万円（前年同期比98.1％減）、経常利益は３億18百万円（前

年同期比78.5％減）、当期純利益は３億28百万円となりました。 

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353億63百万円で、前連結会計年度より165億88百万円

（31.9％）減少。 

これは、パソコン向けMPUと携帯電話向けマイコンが減少した他、仕入先の日本

法人が清算したことに伴いメモリー（DRAM）ビジネスが大幅に減少したためで

す。 

・半導体素子の売上高は144億12百万円で、前連結会計年度より47億34百万円

（24.7％）減少。 

これは、パソコン用の記録型DVD装置に組み込まれるレーザーダイオード及び産

業用機器向けのフォトカプラーの出荷が減少したためです。 

（システム情報機器） 

売上高は249億56百万円で、前連結会計年度より80億86百万円(24.5％)減少。 

これは、市況悪化を受け客先の設備投資低下が顕著となり、サーバー等を中心に

したシステムソリューションの大型案件が減少したためです。 

（電子部品他） 

売上高は66億48百万円で、前連結会計年度より17億30百万円(20.7％)減少。 

これは、仕入先の事業撤退によりプリント基板が減少したためです。 

１．経営成績



所在地別セグメントの概況は次のとおりです。 

① 日本 

 デジタル家電向けメモリー及び産業機器向けフォトカプラー等の半導体製品や

サーバーをはじめとするシステム情報機器製品が減少し、売上高は738億54百万

円、営業損失は１億５百万円となりました。 

② アジア 

 デジタル家電向けメモリーが減少し、売上高は129億78百万円、営業利益は１

億38百万円となりました。 

【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依然として厳しい局面にあるもの

の、市況は最悪期を脱し回復に向かっています。 

世界半導体市場統計（ＷＳＴＳ）の予測によれば、2010年にはプラス成長が見込

まれており、当社といたしましても業績回復に向け努力してまいります。このよう

な事業環境を踏まえ、現時点での平成23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         930億円      (前年同期比   14.3％増) 

営業利益       10億円     (前年同期比     ―  ) 

経常利益       14億円      (前年同期比  339.1％増) 

当期純利益     13億50百万円   (前年同期比  311.2％増) 

（個別業績見通し） 

売上高      830億円      (前年同期比  15.7％増) 

営業利益      ８億円      (前年同期比     ―    ) 

経常利益      12億円      (前年同期比 373.8％増) 

当期純利益    11億80百万円   (前年同期比 336.6％増) 



(2）財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況 

当連結会計年度末の資産は767億49百万円となり、前連結会計年度末に比べ９億

57百万円増加しました。これは、主に受取手形及び売掛金、商品及び製品が減少し

た一方、投資有価証券、現金及び預金が増加したことによるものです。 

当連結会計年度末の負債は138億27百万円となり、前連結会計年度末に比べ11億

72百万円増加しました。これは、主に支払手形及び買掛金の増加によるものです。 

当連結会計年度末の純資産は629億22百万円となり、前連結会計年度末に比べ２

億15百万円減少しました。これは、主に利益剰余金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利益が２

億65百万円となり、投資有価証券の取得等があったものの、運転資金の減少等によ

り当連結会計年度末に218億28百万円となり、前連結会計年度末に比べ30億58百万

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

期純利益が２億65百万円となり、売上高の減少に伴い売上債権が37億34百万円、た

な卸資産が26億96百万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、83

億71百万円の収入となり、前連結会計年度に比べ14億86百万円増加しました。 

（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、有価証券の満期

償還による収入50億円がありましたが、投資有価証券の取得による支出88億７百万

円等により、46億56百万円の支出となり、前連結会計年度に比べ54億79百万円減少

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、配当金の支払等

により、９億65百万円の支出となり、前連結会計年度に比べ１億38百万円増加しま

した。 



（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 （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】 

当連結会計年度の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15円、中間配当金と併せた年間配当金を30円とさせていただく予定です。 

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。 

足下のエレクトロニクス業界は、製品の需要の低迷や価格の下落、半導体メーカ

ーの再編など、従来のビジネスモデルではかつての高成長は期待できない状況にな

りつつあります。このような環境の中で生き残っていくためには、付加価値の高い

ソリューションの提供が不可欠です。加えて2010年のエレクトロニクス市場の見通

しを踏まえると、当社が体質改善を成し遂げるには今しばらく時間を要する見通し

です。 

このような動向を鑑み、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15円、期末配当金15円）の予定とさせて頂く次第です。株主の皆

様のご理解とご支援を賜りますよう、何卒お願い申し上げます。 

  平成20年１月期 平成21年１月期 平成22年１月期 

自己資本比率（％）  76.3  83.3  82.0

時価ベースの自己資本比率（％）  39.1  26.8  27.7



(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22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。 



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。 



当社グループは、当社及び子会社９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

ザーへ販売しています。 

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＞  

  

２．企業集団の状況

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 

リョーヨーセミコン株式会社 

RYOYO ELECTRO SINGAPORE PTE.,LTD. 

RYOYO ELECTRO HONG KONG LIMITED 

菱洋電子（上海）有限公司 

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 

リョーヨーセミコン株式会社  

 RYOYO ELECTRO SINGAPORE PTE.,LTD. 

 RYOYO ELECTRO HONG KONG LIMITED 

 菱洋電子（上海）有限公司 

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 

リョーヨーセミコン株式会社  

RYOYO ELECTRO SINGAPORE PTE.,LTD. 

RYOYO ELECTRO HONG KONG LIMITED 

菱洋電子（上海）有限公司 

台湾菱洋電子股份有限公司 

RYOYO ELECTRO （THAILAND） CO.,LTD. 

株式会社エス・エス・アイ・ジェイ  

 電子部品他 

・一般電子部品等 当社 

リョーヨーセミコン株式会社  

RYOYO ELECTRO SINGAPORE PTE.,LTD. 

 RYOYO ELECTRO HONG KONG LIMITED 

 菱洋電子（上海）有限公司  

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 



＜事業の系統図＞ 

  

  



(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

合従連衡により、世界規模で熾烈な競争を繰り広げています。 

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」ビジネスに代わり、ビジネスの

企画段階から参画し、ハードウェア(半導体、組み込み製品、システム情報機器等)

に加えてサービスやコンテンツを総合的に提供する「ソリューション提案型」の高

付加価値ビジネスを展開してまいります。 

また、上記の展開やグローバル化を推進する上で最適な組織を追求するととも

に、社員教育の強化によって、人材の育成を図ってまいります。 

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目標と位置付け、収益力と効

率性を高めながら、早期の目標達成に向け努力してまいります。 

(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、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

更に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、当社グループは顧客の視点での価値創造を追求し、収益

性と効率性を重視した経営体質の確立を目指すべく、以下の取り組みを推進してま

いります。 

○ 中長期的に当社の企業価値を向上させる新市場・新サービスの創造（医療、電

子決済、無線、自動車、省エネルギー、組込み 等） 

３つの社会的要求「少子高齢化」「環境」「安全安心」をキーワードとした

新たなビジネスを創造するとともに、既存ビジネスへ波及（相乗効果）させ

ることにより、社会貢献と収益性を両立させた企業価値向上を図ります。 

○ 成長が期待できる市場の攻略 

環境ビジネス・クラウドコンピューティング等、時代の変化とともに成長が

期待できる分野に対して、迅速に且つ積極的に経営資源を配分することによ

り、事業規模の拡大を図ります。 

３．経営方針



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 グローバル販売体制の強化 

顧客におけるアジア地域への生産シフトや、台頭著しい新興国や現地ローカ

ル顧客を視野に入れ、新商材の開拓、海外拠点強化、国内との連携強化に努

めます。 

〇 他社との差別化・優位性を高めるための技術力強化 

○ ＩＴを活用した業務改革の推進 

積極的にＩＴ投資（営業支援システムの拡充等）を行い、更なる業務改革を

推進することにより、経営・営業活動の有効性・効率性を高めます。 

○ 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 

新たに導入した人事支援システムによる教育状況の可視化・体系化を通じ

て、自らが「気づき」「学び」「成果を出せる」自律型人材の育成を図りま

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。 



４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成21年１月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年１月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 18,769 21,828

受取手形及び売掛金 ※４  28,375 ※４  24,705

有価証券 5,000 6,000

たな卸資産 9,917 －

商品及び製品 － 8,605

繰延税金資産 113 211

その他 ※３  2,186 ※３  1,757

貸倒引当金 △172 △356

流動資産合計 64,190 62,750

固定資産   

有形固定資産   

工具、器具及び備品 307 296

減価償却累計額 △215 △221

工具、器具及び備品（純額） 92 75

土地 5 5

その他 498 490

減価償却累計額 △340 △358

その他（純額） 157 132

有形固定資産合計 255 213

無形固定資産 510 398

投資その他の資産   

投資有価証券 ※１  8,322 ※１  12,010

繰延税金資産 307 103

その他 3,006 1,275

貸倒引当金 △800 △1

投資その他の資産合計 10,836 13,387

固定資産合計 11,601 13,999

資産合計 75,792 76,749



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成21年１月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年１月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 9,182 10,400

未払法人税等 51 83

未払消費税等 106 110

賞与引当金 143 96

その他 1,921 2,097

流動負債合計 11,404 12,788

固定負債   

退職給付引当金 985 921

その他 263 116

固定負債合計 1,249 1,038

負債合計 12,654 13,827

純資産の部   

株主資本   

資本金 13,672 13,672

資本剰余金 13,336 13,336

利益剰余金 42,354 41,770

自己株式 △5,498 △5,499

株主資本合計 63,864 63,279

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 6 317

繰延ヘッジ損益 △0 0

為替換算調整勘定 △732 △675

評価・換算差額等合計 △726 △357

純資産合計 63,137 62,922

負債純資産合計 75,792 76,749



（２）連結損益計算書 

（単位：百万円）

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

当連結会計年度 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成22年１月31日) 

売上高 112,521 81,381

売上原価 103,665 ※  74,444

売上総利益 8,856 6,936

販売費及び一般管理費   

給料及び賞与 3,373 2,933

賞与引当金繰入額 143 96

退職給付費用 211 280

役員退職慰労引当金繰入額 3 －

賃借料 488 497

減価償却費 249 250

その他 3,450 2,860

販売費及び一般管理費合計 7,920 6,918

営業利益 935 18

営業外収益   

受取利息 199 164

受取配当金 37 4

持分法による投資利益 320 100

仕入割引 28 13

その他 63 49

営業外収益合計 650 332

営業外費用   

売上割引 9 4

為替差損 88 22

固定資産廃棄損 4 3

その他 0 1

営業外費用合計 102 31

経常利益 1,482 318

特別利益   

投資有価証券売却益 － 217

特別利益合計 － 217

特別損失   

投資有価証券評価損 1,623 －

貸倒引当金繰入額 － 45

退職特別加算金 － 225

特別損失合計 1,623 270

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

△140 265

法人税、住民税及び事業税 40 44

法人税等調整額 184 △107

法人税等合計 224 △63

当期純利益又は当期純損失（△） △365 328



（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

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

当連結会計年度 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成22年１月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 13,672 13,672

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 13,672 13,672

資本剰余金   

前期末残高 13,336 13,336

当期変動額   

自己株式の処分 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 13,336 13,336

利益剰余金   

前期末残高 43,827 42,354

当期変動額   

剰余金の配当 △1,107 △968

当期純利益又は当期純損失（△） △365 328

自己株式の処分 － △0

連結子会社増加に伴う変動 － 56

当期変動額合計 △1,472 △584

当期末残高 42,354 41,770

自己株式   

前期末残高 △5,498 △5,498

当期変動額   

自己株式の取得 △1 △0

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 △5,498 △5,499

株主資本合計   

前期末残高 65,337 63,864

当期変動額   

剰余金の配当 △1,107 △968

当期純利益又は当期純損失（△） △365 328

自己株式の取得 △1 △0

自己株式の処分 0 0

連結子会社増加に伴う変動 － 56

当期変動額合計 △1,473 △584

当期末残高 63,864 63,279



（単位：百万円）

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

当連結会計年度 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成22年１月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △36 6

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 43 311

当期変動額合計 43 311

当期末残高 6 317

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △0 △0

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 0 0

当期変動額合計 0 0

当期末残高 △0 0

為替換算調整勘定   

前期末残高 170 △732

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △902 57

当期変動額合計 △902 57

当期末残高 △732 △675



（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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

当連結会計年度 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成22年１月31日) 

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税金等調整前当期純
損失（△）

△140 265

減価償却費 249 250

固定資産除売却損益（△は益） 1 3

投資有価証券評価損益（△は益） 1,623 －

為替差損益（△は益） △15 △17

引当金の増減額（△は減少） △340 △727

受取利息及び受取配当金 △237 △169

投資有価証券売却損益（△は益） － △217

持分法による投資損益（△は益） △320 △100

売上債権の増減額（△は増加） 9,503 3,734

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,996 2,696

仕入債務の増減額（△は減少） △6,617 954

未払消費税等の増減額（△は減少） 106 4

その他 625 1,077

小計 7,433 7,755

利息及び配当金の受取額 415 254

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △963 361

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,884 8,371

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 － △1,168

定期預金の払戻による収入 － 1,168

有価証券の取得による支出 △3,000 △1,000

有価証券の償還による収入 6,000 5,000

有形及び無形固定資産の取得による支出 △131 △90

有形及び無形固定資産の売却による収入 10 2

投資有価証券の取得による支出 △1,049 △8,807

投資有価証券の売却による収入 － 805

関係会社株式の取得による支出 △106 △47

関係会社貸付けによる支出 △900 △30

保険積立金の積立による支出 － △500

その他 △0 12

投資活動によるキャッシュ・フロー 823 △4,656

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △1,102 △964

その他 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,103 △965

現金及び現金同等物に係る換算差額 △801 46

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 5,803 2,796

現金及び現金同等物の期首残高 12,966 18,769

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 262

現金及び現金同等物の期末残高 ※  18,769 ※  21,828



 該当事項はありません。 

   

継続企業の前提に関する注記

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20年２月１日 
至 平成21年１月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年２月１日 
至 平成22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  ４社 

連結子会社の名称 

リョーヨーセミコン株式会社  

RYOYO ELECTRO SINGAPORE PTE.,LTD. 

RYOYO ELECTRO HONG KONG LIMITED 

菱洋電子（上海）有限公司 

上記のうち、リョーヨーセミコン株式

会社は、重要性が増したことから、当

連結会計年度より連結の範囲に含めて

おります。  

  (2) 非連結子会社名 

リョーヨーセミコン株式会社 

台湾菱洋電子股份有限公司 

RYOYO ELECTRO (THAILAND) CO.,LTD. 

菱洋電子貿易（大連）有限公司 

RYOYO ELECTRO USA, INC. 

(2) 非連結子会社名 

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. 

株式会社エス・エス・アイ・ジェイ 

  (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 



  

項目 
前連結会計年度

（自 平成20年２月１日 
至 平成21年１月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年２月１日 
至 平成22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。 

連結子会社のうち、在外連結子会社の決算

日は、12月末日であります。 

連結財務諸表の作成に当たっては、同日現

在の財務諸表を使用し、連結決算日との間

に生じた重要な取引については、連結上必

要な調整を行っております。 

４ 会計処理基準に関する事

項 

    

(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法 

① 有価証券 

イ 満期保有目的の債券 

償却原価法（定額法）によっており

ます。 

① 有価証券 

イ 満期保有目的の債券 

同左 

  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 

商品及び製品 

主として移動平均法による原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下に

基づく簿価切下げの方法により算

定）によっております。 

（会計方針の変更） 

当連結会計年度より「棚卸資産の評

価に関する会計基準」（企業会計基

準第９号 平成18年７月５日公表

分）を適用しております。 

この変更に伴い、当連結会計年度の

営業利益、経常利益及び税金等調整

前当期純利益が59百万円減少してお

ります。 

なお、セグメント情報に与える影響

は、当該箇所に記載しております。

  
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  



  

  

項目 
前連結会計年度

（自 平成20年２月１日 
至 平成21年１月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年２月１日 
至 平成22年１月31日） 

(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。 

工具、器具及び備品 ３～20年 

その他       ２～47年 

① 有形固定資産（リース資産を除く） 

提出会社及び国内連結子会社は定率

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。 

工具、器具及び備品 ２～20年 

その他       ２～47年  

  （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（リース資産を除く） 

同左 

  ―――――― ③ リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取

引については、リース期間を耐用年数

とし、残存価額を零とする定額法を採

用しております。 

なお、所有権移転外ファイナンス・リ

ース取引のうち、リース取引開始日が

平成21年１月31日以前のリース取引に

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。 



  

項目 
前連結会計年度

（自 平成20年２月１日 
至 平成21年１月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年２月１日 
至 平成22年１月31日） 

(3) 重要な引当金の計上基

準 

① 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については、貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権に

ついては個別に回収可能性を検討し、

回収不能見込額を計上しております。

① 貸倒引当金 

同左 

  ② 賞与引当金 

従業員の賞与支給に備えるため、支給

見込額のうち当連結会計年度に帰属す

る部分を計上しております。 

② 賞与引当金 

同左 

  ③ 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当連

結会計年度末における退職給付債務及

び年金資産の額に基づき、当連結会計

年度末において発生していると認めら

れる額を計上しております。 

なお、過去勤務債務は、その発生時の

従業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数(10年)による定額法により按分

した額を、発生時から費用処理してお

ります。 

また、数理計算上の差異は、その発生

時の従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数(10年)による定額法により

按分した額を、それぞれ発生の翌連結

会計年度から費用処理しております。

③ 退職給付引当金 

同左 

  ④ 役員退職慰労引当金 

―――――― 

―――――― 

  （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月開催の第48回定時株

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。 

  



  

項目 
前連結会計年度

（自 平成20年２月１日 
至 平成21年１月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年２月１日 
至 平成22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。

―――――― 

(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 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

  ヘッジ対象 

外貨建金銭債権債務及び外貨建予定

取引 

  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 



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20年２月１日 
至 平成21年１月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年２月１日 
至 平成22年１月31日） 

―――――― （リース取引に関する会計基準等の適用） 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、当連結会計年度より「リース取引に関す

る会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日

（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改

正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日

本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日

改正））を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた

会計処理によっております。 

なお、リース取引開始日が平成21年１月31日以前の所

有権移転外ファイナンス・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を引き続き採

用しております。 

この変更に伴う損益に与える影響はありません。 

―――――― （「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に

関する当面の取扱い」の適用） 

「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に

関する当面の取扱い」（実務対応報告第18号 平成18年

５月17日）を当連結会計年度より適用しております。 

この変更に伴う損益に与える影響はありません。 

表示方法の変更

前連結会計年度 
（自 平成20年２月１日 
至 平成21年１月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年２月１日 
至 平成22年１月31日） 

―――――― （連結貸借対照表） 

「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規制

等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内

閣府令第50号）が適用となることに伴い、前連結会計年

度において「たな卸資産」として掲記されていたもの

は、当連結会計年度より「商品及び製品」と掲記してお

ります。 

なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれる

「商品及び製品」は9,917百万円であります。 



注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成21年１月31日） 

当連結会計年度 
（平成22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） 百万円6,040 投資有価証券（株式） 百万円5,983

 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. 百万円 1

保 証 先 金 額

RYOYO ELECTRO 
(THAILAND)CO.,LTD. 百万円 3

(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㈱ 百万円 7

  

※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。 

※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。 

 本件については、平成22年２月３日に東京高等裁判

所の和解案に双方が合意し、和解が成立し終結しまし

た。  

※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。 

※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 受取手形 61百万円

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成20年２月１日 
至 平成21年１月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年２月１日 
至 平成22年１月31日） 

          ―――――― ※  期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下げ後の

金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含ま

れております。 

59百万円 



前連結会計年度（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 

（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 

(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 

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
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

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

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



当連結会計年度（自 平成21年２月１日 至 平成22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 

（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 

(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 

  
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）  4,398,043  1,053  178  4,398,918

合 計  4,398,043  1,053  178  4,398,918

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21年４月28日 

定時株主総会 
普通株式  553 20  平成21年１月31日 平成21年４月30日

平成21年８月31日 

取締役会 
普通株式  415 15  平成21年７月31日 平成21年10月１日

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22年４月28日 

定時株主総会 
普通株式  415 利益剰余金 15  平成22年１月31日 平成22年４月30日

（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20年２月１日 
至 平成21年１月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年２月１日 
至 平成22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20年２月１日 
至 平成21年１月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年２月１日 
至 平成22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．ファイナンス・リース取引  

所有権移転外ファイナンス・リース取引  

所有権移転外ファイナンス・リース取引は通常の売買

取引に係る方法に準じた会計処理によっております

が、当連結会計年度末現在、該当するリース契約はあ

りません。 

なお、リース取引開始日が平成21年１月31日以前の所

有権移転外ファイナンス・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を引き続

き採用しており、その内容は次のとおりであります。

(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）

工具、器具 
及び備品  72  6  65

ソフトウェア  21  13  7

合 計  93  20  72

  
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）

工具、器具
及び備品  72  15  56

ソフトウェア  21  17  3

合 計  93  33  60

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。 

同左 

(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 百万円 12

１年超 百万円 60

合 計 百万円 72

１年内 百万円 12

１年超 百万円 47

合 計 百万円 60

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。 

同左 

(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 百万円 10

減価償却費相当額 百万円 10

支払リース料 百万円 12

減価償却費相当額 百万円 12

(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 

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

１年内 百万円 2

１年超 百万円 0

合 計 百万円 3

１年内 百万円 0

合 計 百万円 0



１ その他有価証券で時価のあるもの 

 （注） 前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。 

 当連結会計年度（自 平成21年２月１日 至 平成22年１月31日） 

３ 時価評価されていない有価証券 

（有価証券関係）

区分 

前連結会計年度（平成21年１月31日） 当連結会計年度（平成22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 
            

株  式  19  30  10  1,358  1,899  541

小 計  19  30  10  1,358  1,899  541

連結貸借対照表計上額が取得原

価を超えないもの 
            

株  式  1,206  1,206  －  87  81  △5

小 計  1,206  1,206  －  87  81  △5

合 計  1,226  1,237  10  1,445  1,981  535

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）

805 217 － 

内容 
前連結会計年度（平成21年１月31日） 当連結会計年度（平成22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  6,000  10,000

(2) その他有価証券     

非上場株式  45  45

合 計  6,045  10,045



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 

１ 取引の状況に関する事項 

  

区分 

前連結会計年度（平成21年１月31日） 当連結会計年度（平成22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）

   満期保有目的の債券                 

そ の 他  5,000  1,000 － － 6,000  4,000  － －

合 計  5,000  1,000 － － 6,000  4,000  － －

（デリバティブ取引関係）

前連結会計年度 
（自 平成20年２月１日 
至 平成21年１月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年２月１日 
至 平成22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 



２ 取引の時価等に関する事項 

 通貨関連 

前連結会計年度 
（自 平成20年２月１日 
至 平成21年１月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年２月１日 
至 平成22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 

区分 種類 

前連結会計年度（平成21年１月31日） 当連結会計年度（平成22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  1,100 － 1,021 79 1,955  －  1,919 36

買建    

米ドル  60 － 58 △2 280  －  274 △6

合 計  1,161 － 1,079 77 2,236  －  2,193 30

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 



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 

３ 退職給付費用の内訳 

 (注) 上記退職給付費用以外に、割増退職金(前連結会計年度７百万円、当連結会計年度217百万円)を支払っており、

前連結会計年度は販売費及び一般管理費に、当連結会計年度は販売費及び一般管理費及び特別損失に計上してお

ります。 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

 （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。 

（退職給付関係）

  前連結会計年度
（平成21年１月31日） 

当連結会計年度
（平成22年１月31日） 

(1) 退職給付債務 △2,935百万円 △2,723百万円 

(2) 年金資産 1,675百万円      1,812百万円 

(3) 未積立退職給付債務(1)＋(2) △1,259百万円      △910百万円 

(4) 未認識数理計算上の差異 668百万円    271百万円 

(5) 未認識過去勤務債務(債務の減額) 6百万円  5百万円 

(6) 連結貸借対照表計上額純額(3)＋(4)＋(5) △584百万円    △633百万円 

(7) 前払年金費用 401百万円    288百万円 

(8) 退職給付引当金(6)－(7) △985百万円    △921百万円 

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

当連結会計年度
（自 平成21年２月１日 
至 平成22年１月31日） 

(1) 勤務費用 175百万円    172百万円 

(2) 利息費用 57百万円   58百万円 

(3) 期待運用収益 △43百万円   △33百万円 

(4) 数理計算上の差異の費用処理額 19百万円   80百万円 

(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) 211百万円    280百万円 

  前連結会計年度
（平成21年１月31日） 

当連結会計年度
（平成22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 



該当事項はありません。 

（ストック・オプション等関係）

（税効果会計関係）

前連結会計年度 
（平成21年１月31日） 

当連結会計年度 
（平成22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   

繰越欠損金 百万円408

退職給付引当金 百万円237

貸倒引当金 百万円197

長期未払金 百万円100

賞与引当金 百万円58

無形固定資産 百万円45

その他 百万円57

繰延税金資産小計 百万円1,105

評価性引当額 百万円△679

繰延税金資産合計 百万円425

繰延税金負債   

その他有価証券評価差額金 百万円△4

繰延税金負債合計 百万円△4

繰延税金資産の純額 百万円420

繰延税金資産   

繰越欠損金 百万円527

退職給付引当金 百万円258

貸倒引当金 百万円118

長期未払金 百万円41

無形固定資産 百万円40

賞与引当金 百万円39

商品及び製品 百万円24

その他 百万円64

繰延税金資産小計 百万円1,113

評価性引当額 百万円△581

繰延税金資産合計 百万円532

繰延税金負債   

その他有価証券評価差額金 百万円△217

その他 百万円△0

繰延税金負債合計 百万円△218

繰延税金資産の純額 百万円314

 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。  

 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 
11.11％

受取配当金等永久に益金に算入され

ない項目 
△0.33％

住民税均等割等額 6.41％

評価性引当額 △52.38％

子会社の税率差異 △14.24％

持分法投資利益による差異 △15.43％

その他 0.32％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △23.85％



 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。 

 前連結会計年度（自 平成20年２月１日 至 平成21年１月31日） 

 （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21年２月１日 至 平成22年１月31日） 

 （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 

３ 会計処理の方法の変更 

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日公表分）を当連結会計

年度より適用しております。 

 この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業損失が「日本」で59百万円増加しておりま

す。  

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

ｂ．所在地別セグメント情報

  
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

  
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  68,475  12,905  81,381  －  81,381

（2）セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 5,379  72  5,452  △5,452  －

計  73,854  12,978  86,833  △5,452  81,381

営業費用  73,960  12,840  86,800  △5,437  81,362

営業利益又は営業損失（△）  △105  138  33  △15  18

Ⅱ 資産  71,274  6,013  77,288  △539  76,749



 前連結会計年度（自 平成20年２月１日 至 平成21年１月31日） 

 （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。 

 当連結会計年度（自 平成21年２月１日 至 平成22年１月31日） 

 （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・・・イギリス、アメリカ、スイス 

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。 

ｃ．海外売上高

  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

  アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  14,392  67  14,459

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  81,381

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  17.7  0.1  17.8



前連結会計年度（自 平成20年２月１日 至 平成21年１月31日） 

子会社等 

  （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。 

当連結会計年度（自 平成21年２月１日 至 平成22年１月31日） 

該当事項はありません。 

 （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。 

 該当事項はありません。 

（関連当事者情報）

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

（１株当たり情報）

区分 
前連結会計年度

（自 平成20年２月１日 
至 平成21年１月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年２月１日 
至 平成22年１月31日） 

１株当たり純資産額 2,281.45円         2,273.74円 

１株当たり当期純利益金額又は純損失金

額（△） 
△13.21円      11.86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、潜在株式がない

ため、記載しておりません。 

  
前連結会計年度

(自 平成20年２月１日 
至 平成21年１月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年２月１日 
至 平成22年１月31日) 

当期純利益又は純損失（△）（百万円）  △365  328

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） 
 △365  328

期中平均株式数（株）  27,674,939  27,673,969

（重要な後発事象）



５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：百万円）

第49期 
(平成21年１月31日) 

第50期 
(平成22年１月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 16,736 18,550

受取手形 ※４  522 ※４  562

売掛金 ※１  27,126 ※１  23,058

営業未収入金 56 28

有価証券 5,000 6,000

商品 9,018 －

商品及び製品 － 6,716

前渡金 55 45

前払費用 1 7

繰延税金資産 107 197

未収入金 ※３  1,842 ※３  1,527

その他 143 123

貸倒引当金 △172 △363

流動資産合計 60,439 56,453

固定資産   

有形固定資産   

建物 206 206

減価償却累計額 △116 △125

建物（純額） 90 81

機械及び装置 271 248

減価償却累計額 △209 △206

機械及び装置（純額） 61 42

工具、器具及び備品 277 265

減価償却累計額 △196 △198

工具、器具及び備品（純額） 80 66

土地 5 5

有形固定資産合計 238 196

無形固定資産   

商標権 0 0

ソフトウエア 496 378

その他 12 17

無形固定資産合計 509 396

投資その他の資産   

投資有価証券 2,282 6,026

関係会社株式 5,030 5,078

関係会社長期貸付金 1,350 1,430

従業員に対する長期貸付金 57 47

破産更生債権等 791 －

長期前払費用 412 297

繰延税金資産 307 105

差入保証金 364 356

その他 7 507

貸倒引当金 △800 △8

投資その他の資産合計 9,803 13,841

固定資産合計 10,551 14,434

資産合計 70,990 70,887



（単位：百万円）

第49期 
(平成21年１月31日) 

第50期 
(平成22年１月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 8,591 9,111

未払金 1,508 1,587

未払費用 320 315

未払法人税等 39 64

未払消費税等 106 62

前受金 12 4

預り金 33 13

賞与引当金 143 93

その他 1 0

流動負債合計 10,756 11,254

固定負債   

退職給付引当金 980 914

その他 263 115

固定負債合計 1,244 1,030

負債合計 12,000 12,285

純資産の部   

株主資本   

資本金 13,672 13,672

資本剰余金   

資本準備金 13,336 13,336

その他資本剰余金 0 －

資本剰余金合計 13,336 13,336

利益剰余金   

利益準備金 1,290 1,290

その他利益剰余金   

別途積立金 36,800 33,800

繰越利益剰余金 △617 1,684

利益剰余金合計 37,473 36,775

自己株式 △5,498 △5,499

株主資本合計 58,983 58,284

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 6 317

繰延ヘッジ損益 △0 0

評価・換算差額等合計 5 317

純資産合計 58,989 58,602

負債純資産合計 70,990 70,887



（２）損益計算書 

（単位：百万円）

第49期 
(自 平成20年２月１日 
 至 平成21年１月31日) 

第50期 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成22年１月31日) 

売上高 104,894 71,735

売上原価   

商品期首たな卸高 11,460 9,018

当期商品仕入高 94,218 63,146

合計 105,679 72,164

商品期末たな卸高 9,018 ※１  6,716

商品売上原価 96,661 65,448

売上総利益 8,233 6,286

販売費及び一般管理費   

物流費 621 526

給料及び賞与 3,217 2,725

賞与引当金繰入額 143 93

退職給付費用 209 278

役員退職慰労引当金繰入額 3 －

福利費 524 467

賃借料 455 443

減価償却費 240 240

その他 1,992 1,574

販売費及び一般管理費合計 7,408 6,348

営業利益又は営業損失（△） 824 △61

営業外収益   

受取利息 64 82

有価証券利息 66 84

受取配当金 ※２  217 ※２  109

仕入割引 28 13

システム使用料 ※２  11 ※２  14

その他 59 50

営業外収益合計 447 355

営業外費用   

売上割引 9 4

為替差損 65 30

固定資産廃棄損 4 3

その他 1 1

営業外費用合計 79 40

経常利益 1,192 253

特別利益   

投資有価証券売却益 － 217

特別利益合計 － 217



（単位：百万円）

第49期 
(自 平成20年２月１日 
 至 平成21年１月31日) 

第50期 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成22年１月31日) 

特別損失   

投資有価証券評価損 1,623 －

貸倒引当金繰入額 － 59

退職特別加算金 － 225

特別損失合計 1,623 284

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △431 185

法人税、住民税及び事業税 20 17

法人税等調整額 171 △101

法人税等合計 192 △84

当期純利益又は当期純損失（△） △623 270



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

第49期 
(自 平成20年２月１日 
 至 平成21年１月31日) 

第50期 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成22年１月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 13,672 13,672

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 13,672 13,672

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 13,336 13,336

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 13,336 13,336

その他資本剰余金   

前期末残高 0 0

当期変動額   

自己株式の処分 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 0 －

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 1,290 1,290

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,290 1,290

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 38,300 36,800

当期変動額   

別途積立金の取崩 △1,500 △3,000

当期変動額合計 △1,500 △3,000

当期末残高 36,800 33,800

繰越利益剰余金   

前期末残高 △386 △617

当期変動額   

剰余金の配当 △1,107 △968

当期純利益又は当期純損失（△） △623 270

自己株式の処分 － △0

別途積立金の取崩 1,500 3,000

当期変動額合計 △230 2,301

当期末残高 △617 1,684



（単位：百万円）

第49期 
(自 平成20年２月１日 
 至 平成21年１月31日) 

第50期 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成22年１月31日) 

自己株式   

前期末残高 △5,498 △5,498

当期変動額   

自己株式の取得 △1 △0

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 △5,498 △5,499

株主資本合計   

前期末残高 60,714 58,983

当期変動額   

剰余金の配当 △1,107 △968

当期純利益又は当期純損失（△） △623 270

自己株式の取得 △1 △0

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 △1,730 △698

当期末残高 58,983 58,284

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △36 6

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 43 311

当期変動額合計 43 311

当期末残高 6 317

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △0 △0

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 0 0

当期変動額合計 0 0

当期末残高 △0 0



 該当事項はありません。 

   

  

継続企業の前提に関する注記

重要な会計方針

項目 
第49期

（自 平成20年２月１日 
至 平成21年１月31日） 

第50期 
（自 平成21年２月１日 
至 平成22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。 

 商品及び製品 

移動平均法による原価法（貸借対照表

価額は収益性の低下に基づく簿価切下

げの方法により算定）によっておりま

す。 

（会計方針の変更） 

当期より「棚卸資産の評価に関する会

計基準」（企業会計基準第９号 平成

18年７月５日公表分）を適用しており

ます。 

この変更に伴い、当期の営業損失が58

百万円増加し、経常利益及び税引前当

期純利益が58百万円減少しておりま

す。 

３ デリバティブの評価基準

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 



  

項目 
第49期

（自 平成20年２月１日 
至 平成21年１月31日） 

第50期 
（自 平成21年２月１日 
至 平成22年１月31日） 

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 

工具、器具及び備品 ４～20年 

(1) 有形固定資産（リース資産を除く） 

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（リース資産を除く） 

同左 

  ―――――― (3) リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取

引については、リース期間を耐用年数

とし、残存価額を零とする定額法を採

用しております。 

なお、所有権移転外ファイナンス・リ

ース取引のうち、リース取引開始日が

平成21年１月31日以前のリース取引に

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。 



  

項目 
第49期

（自 平成20年２月１日 
至 平成21年１月31日） 

第50期 
（自 平成21年２月１日 
至 平成22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 

――――――  

――――――  

  （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月開催の第48回定時株主総会に

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。 



項目 
第49期

（自 平成20年２月１日 
至 平成21年１月31日） 

第50期 
（自 平成21年２月１日 
至 平成22年１月31日） 

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。

―――――― 

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 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

  ヘッジ対象 

外貨建金銭債権債務及び外貨建予定

取引 

  (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 



会計処理方法の変更

第49期
（自 平成20年２月１日 
至 平成21年１月31日） 

第50期 
（自 平成21年２月１日 
至 平成22年１月31日） 

―――――― （リース取引に関する会計基準等の適用） 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、当期より「リース取引に関する会計基

準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会

計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び

「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計

基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計

士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））を

適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に

よっております。 

なお、リース取引開始日が平成21年１月31日以前の所

有権移転外ファイナンス・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を引き続き採

用しております。 

この変更に伴う損益に与える影響はありません。 



注記事項

（貸借対照表関係）

第49期
（平成21年１月31日） 

第50期 
（平成22年１月31日） 

※１ 関係会社項目 ※１ 関係会社項目 

売掛金 1,024百万円 売掛金 1,987百万円

 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. 

百万円 
（US$ ） 

6
73,344

RYOYO ELECTRO 
（THAILAND）CO.,LTD. 百万円 1

保 証 先 金 額 

RYOYO ELECTRO 
（THAILAND）CO.,LTD. 百万円 3

(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㈱ 百万円 7

保 証 先 金 額 

リョーヨーセミコン㈱ 百万円 6

※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。 

※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。 

本件については、平成22年２月３日に東京高等裁判

所の和解案に双方が合意し、和解が成立し終結しまし

た。  

※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。当該期末日満期手形は、次のとおり

であります。 

※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。当該期末日満期手形は、次のとおり

であります。 

受取手形  49百万円 受取手形  61百万円

（損益計算書関係）

第49期
（自 平成20年２月１日 
至 平成21年１月31日） 

第50期 
（自 平成21年２月１日 
至 平成22年１月31日） 

※１        ―――――― ※１ 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下げ後の

金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含ま

れております。 

58百万円 

※２ 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。 

※２ 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 百万円180

システム使用料 百万円11

受取配当金 百万円105

システム使用料 百万円14



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 

（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50期（自 平成21年２月１日 至 平成22年１月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（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。 

（株主資本等変動計算書関係）

  
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

  
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）  4,398,043  1,053  178  4,398,918

合 計  4,398,043  1,053  178  4,398,918



（リース取引関係）

第49期
（自 平成20年２月１日 
至 平成21年１月31日） 

第50期 
（自 平成21年２月１日 
至 平成22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．ファイナンス・リース取引 

所有権移転外ファイナンス・リース取引  

所有権移転外ファイナンス・リース取引は通常の売買

取引に係る会計処理によっておりますが、当期末現

在、該当するリース契約はありません。 

なお、リース取引開始日が平成21年１月31日以前の所

有権移転外ファイナンス・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を引き続

き採用しており、その内容は次のとおりであります。

(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）

工具、器具及
び備品  72  6  65

ソフトウェア  21  13  7

合 計  93  20  72

  
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）

工具、器具及
び備品  72  15  56

ソフトウェア  21  17  3

合 計  93  33  60

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。 

同左 

(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 百万円 12

１年超 百万円 60

合 計 百万円 72

１年内 百万円 12

１年超 百万円 47

合 計 百万円 60

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。 

同左 

(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 百万円 10

減価償却費相当額 百万円 10

支払リース料 百万円 12

減価償却費相当額 百万円 12

(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  

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料  

１年内 百万円 2

１年超 百万円 0

合 計 百万円 3

１年内 百万円 0

合 計 百万円 0



 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

  

（有価証券関係）

  

第49期（平成21年１月31日） 第50期（平成22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  2,496  △282  2,778  2,658  △120

（税効果会計関係）

第49期
（平成21年１月31日） 

第50期 
（平成22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 百万円 701

繰越欠損金 百万円 408

退職給付引当金 百万円 237

貸倒引当金 百万円 197

長期未払金 百万円 100

賞与引当金 百万円 58

無形固定資産 百万円 45

その他 百万円 51

繰延税金資産小計 百万円 1,800

評価性引当額 百万円 △1,381

繰延税金資産合計 百万円 419

繰延税金負債   

その他有価証券評価差額金 百万円 △4

繰延税金負債合計 百万円 △4

繰延税金資産の純額 百万円 415

繰延税金資産   

関係会社株式 百万円 701

繰越欠損金 百万円 465

退職給付引当金 百万円 258

貸倒引当金 百万円 123

長期未払金 百万円 41

無形固定資産 百万円 40

賞与引当金 百万円 38

商品及び製品 百万円 23

その他 百万円 47

繰延税金資産小計 百万円 1,739

評価性引当額 百万円 △1,218

繰延税金資産合計 百万円 521

繰延税金負債   

その他有価証券評価差額金 

その他 

百万円 

百万円 

△217

△0

繰延税金負債合計 百万円 △218

繰延税金資産の純額 百万円 303

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。 

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 
15.86％

受取配当金等永久に益金に算入され

ない項目 
△23.52％

住民税均等割等額 9.17％

評価性引当額 △87.80％

その他 △0.15％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △45.75％



 （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。 

 該当事項はありません。 

（１株当たり情報）

区分 
第49期

（自 平成20年２月１日 
至 平成21年１月31日） 

第50期 
（自 平成21年２月１日 
至 平成22年１月31日） 

１株当たり純資産額 2,131.56円         2,117.64円 

１株当たり当期純利益金額又は純損失金額

（△） 
△22.52円      9.77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、潜在株式がない

ため、記載しておりません。 

  
第49期

(自 平成20年２月１日 
至 平成21年１月31日) 

第50期 
(自 平成21年２月１日 
至 平成22年１月31日) 

当期純利益又は純損失（△）（百万円）  △623  270

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） 
 △623  270

期中平均株式数（株）  27,674,939  27,673,969

（重要な後発事象）



(1）役員の異動 

  

① 代表者の異動 

 該当事項はありません。 

② その他の役員の異動 

＜平成22年４月28日付＞ 

イ．新任監査役候補 

  監 査 役    安井 勝正 （ 現 当社 非常勤顧問 ） 

 （社外監査役）  

ロ．退任予定監査役 

  監 査 役    飛島  章 （ 現 （株）ファンケル常勤監査役） 

 （社外監査役）  

(2）その他 

品 目 別 売 上 高 

６．その他

    前連結会計年度 当連結会計年度   

    （自 平成20年２月１日 （自 平成21年２月１日 増減額 

       至 平成21年１月31日）    至 平成22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  51,952  46.2  35,363  43.4  △16,588

半導体素子  19,147  17.0  14,412  17.7  △4,734

小    計  71,099  63.2  49,776  61.1  △21,322

システム情報機器  33,043  29.4  24,956  30.7  △8,086

電子部品他  8,378  7.4  6,648  8.2  △1,730

合       計  112,521  100.0  81,381  100.0  △31,140
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