
 

 
 
  平成 22 年６月 18 日 

各      位 
 会 社 名 株  式  会  社  理  経 
  代表者名 代表取締役社長 青柳 勝栄 
 （コード番号 ８２２６ 東証第二部） 
 問合せ先  取締役経理部長 長谷川 章詞 
  （ TEL．03 －3345 －2153 ） 

 

(訂正・数値データ変更あり)｢平成 22 年３月期 決算短信｣の一部訂正について 
 

平成 22年５月 14日発表の｢平成 22年３月期 決算短信｣に一部訂正がありましたのでお知らせいた

します。（訂正箇所は下線を付して表示しております。）なお、損益へ与える影響はありません。 

 

記 
 
訂正内容 
４.連結財務諸表 
（４）連結キャッシュ・フロー計算書・・・・・16 頁 

(訂正前) 
（単位：千円）

  
前連結会計年度 

(自 平成 20 年４月 １日
 至 平成 21 年３月 31 日)

当連結会計年度 
(自 平成 21 年４月 １日 
 至 平成 22 年３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損失（△） △447,713 △756,503

 減価償却費 53,142 32,161

 (中略) (中略) (中略)

 その他の流動資産の増減額（△は増加） △450,661 94,493

 仕入債務の増減額（△は減少） △521,632 △542,933

 未払消費税等の増減額（△は減少） 95,854 △65,913

 その他の流動負債の増減額（△は減少） △22,944 △8,599

 その他 46,264 95,977

 小計 1,488,921 607,837

 利息及び配当金の受取額 8,008 3,894

 利息の支払額 △38,497 △28,430

 法人税等の支払額 △46,416 △9,423

 営業活動によるキャッシュ・フロー 1,412,015 573,877

 （以下省略） 
 

（訂正後） 
（単位：千円）

  
前連結会計年度 

(自 平成 20 年４月 １日
 至 平成 21 年３月 31 日)

当連結会計年度 
(自 平成 21 年４月 １日
 至 平成 22 年３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損失（△） △447,713 △756,503

 減価償却費 53,142 32,401

 (中略) (中略) (中略)

 その他の流動資産の増減額（△は増加） △450,661 95,124

 仕入債務の増減額（△は減少） △521,632 △542,933

 未払消費税等の増減額（△は減少） 95,854 △65,913

 その他の流動負債の増減額（△は減少） △22,944 △8,599

 その他 46,264 95,738

 小計 1,488,921 608,467

 利息及び配当金の受取額 8,008 3,894

 利息の支払額 △38,497 △28,430

 法人税等の支払額 △46,416 △10,053

 営業活動によるキャッシュ・フロー 1,412,015 573,877

 （以下省略） 
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訂正内容 
連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項・・・・・19 頁 

 (訂正前) 

項目 
前連結会計年度 

（自 平成 20 年４月 １日 
  至 平成 21 年３月 31 日） 

当連結会計年度 
（自 平成 21 年４月 １日 

  至 平成 22 年３月 31 日） 

(3) 重要な引当金の計上基準 (3) 重要な引当金の計上基準  ３.会計処理基準に関する事
項 
  

② 退職給付引当金 
当社において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
退職給付債務および年金資産の見込額
に基づき計上しております。 
なお、会計基準変更時差異 

（299,775 千円）については、15 年に
よる按分額を費用処理しております。
過去勤務債務は、その発生時におけ

る従業員の平均残存勤務期間以内の一
定の年数（８年）による定額法により
按分した額を費用処理しております。
数理計算上の差異は、その発生時に

おける従業員の平均残存勤務期間以内
の一定の年数(６～８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すること
としております。  

────── 

② 退職給付引当金 
当社において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
退職給付債務および年金資産の見込額
に基づき計上しております。 
なお、会計基準変更時差異 

（299,775 千円）については、15 年に
よる按分額を費用処理しております。
過去勤務債務は、その発生時におけ

る従業員の平均残存勤務期間以内の一
定の年数（６年）による定額法により
按分した額を費用処理しております。
数理計算上の差異は、その発生時に

おける従業員の平均残存勤務期間以内
の一定の年数(６～８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すること
としております。 

（会計方針の変更）  
当連結会計年度より、「「退職給付

に係る会計基準」の一部改正 （その
３）」（企業会計基準第 19 号 平成 20
年７月 31 日）を適用しております。 
なお、これによる損益に与える影響

はありません。  

 
(訂正後) 

 項目 
前連結会計年度 

（自 平成 20 年４月 １日 
  至 平成 21 年３月 31 日） 

当連結会計年度 
（自 平成 21 年４月 １日 

  至 平成 22 年３月 31 日） 

(3) 重要な引当金の計上基準 (3) 重要な引当金の計上基準  ３.会計処理基準に関する事
項 

  
② 退職給付引当金 

当社において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
退職給付債務および年金資産の見込額
に基づき計上しております。 
なお、会計基準変更時差異 

（299,775 千円）については、15 年に
よる按分額を費用処理しております。
過去勤務債務は、その発生時におけ

る従業員の平均残存勤務期間以内の一
定の年数（８年）による定額法により
按分した額を費用処理しております。
数理計算上の差異は、その発生時に

おける従業員の平均残存勤務期間以内
の一定の年数(６～８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すること
としております。  

────── 

② 退職給付引当金 
当社において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
退職給付債務および年金資産の見込額
に基づき計上しております。 
なお、会計基準変更時差異 

（299,775 千円）については、15 年に
よる按分額を費用処理しております。
過去勤務債務は、その発生時におけ

る従業員の平均残存勤務期間以内の一
定の年数（６年）による定額法により
按分した額を費用処理しております。
数理計算上の差異は、その発生時に

おける従業員の平均残存勤務期間以内
の一定の年数(６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することとし
ております。 

（会計方針の変更）  
当連結会計年度より、「「退職給付

に係る会計基準」の一部改正 （その
３）」（企業会計基準第 19 号 平成 20
年７月 31 日）を適用しております。 
なお、これによる損益に与える影響

はありません。  
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訂正内容 
連結財務諸表の注記事項・・・・・27 頁 
（退職給付関係） 
４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

(訂正前) 

  
前連結会計年度 

（平成 21 年３月 31 日） 

当連結会計年度 

（平成 22 年３月 31 日） 

退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準   同  左 

割引率（％） 1.0 1.0 

  
 （期首時点の計算において適用

した割引率は 1.5％でありました

が、期末時点において再検討を 

行った結果、割引率の変更によ 

り退職給付債務の額に影響を及

ぼすと判断し、割引率を 1.0％に

変更しております。） 

────── 

期待運用収益率（％） 2.5 0.0 

過去勤務債務の額の処理年数（年）  ８  ６ 

数理計算上の差異の処理年数（年）  ６～８  ６～８ 

会計基準変更時差異の処理年数（年） 15 15 

（注）１．過去勤務債務は、その発生時における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

した額を費用処理しております。 

２．数理計算上の差異は、その発生時における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することとしております。 

 

(訂正後) 

  
前連結会計年度 

（平成 21 年３月 31 日） 

当連結会計年度 

（平成 22 年３月 31 日） 

退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準   同  左 

割引率（％） 1.0 1.0 

  
 （期首時点の計算において適用

した割引率は 1.5％でありました

が、期末時点において再検討を 

行った結果、割引率の変更によ 

り退職給付債務の額に影響を及

ぼすと判断し、割引率を 1.0％に

変更しております。） 

────── 

期待運用収益率（％） 2.5 0.0 

過去勤務債務の額の処理年数（年）  ８  ６ 

数理計算上の差異の処理年数（年）  ６～８  ６ 

会計基準変更時差異の処理年数（年） 15 15 

（注）１．過去勤務債務は、その発生時における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

した額を費用処理しております。なお、平均残存勤務期間短縮により、当連結会計年度の費用処理年数は６

年としています。 

２．数理計算上の差異は、その発生時における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することとしております。 
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訂正内容 
連結財務諸表の注記事項・・・・・28 頁 
（税効果会計関係） 

(訂正前) 

前連結会計年度 

(平成 21 年３月 31 日) 

当連結会計年度 

(平成 22 年３月 31 日) 

①繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

①繰延税金資産およ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) (単位：千円)

貸倒引当金 259,496

税務上繰越欠損金 226,248

減損損失 219,847

土地再評価差額金 186,943

退職給付引当金 113,226

投資有価証券評価損 65,212

役員退職慰労引当金 62,954

関係会社株式評価損 

保険解約損  

 61,633

46,557

未払賞与 29,703

その他 55,380

繰延税金資産小計 1,327,204

評価性引当額 △1,277,671

繰延税金資産合計 

(繰延税金負債) 

49,533

 

繰延ヘッジ損益 △1,333

その他 △384

繰延税金負債合計 △1,717

繰延税金資産の純額 47,815 

(繰延税金資産) (単位：千円)

貸倒引当金 365,270

税務上繰越欠損金 395,482

減損損失 211,662

土地再評価差額金 186,943

退職給付引当金 116,830

投資有価証券評価損 65,212

役員退職慰労引当金 66,901

関係会社株式評価損 

保険解約損  

 61,633

51,218

未払賞与 22,379

その他 49,078

繰延税金資産小計 1,592,613

評価性引当額 1,592,585

繰延税金資産合計 27

(繰延税金負債)   

繰延ヘッジ損益 △1,649

繰延税金負債合計 △1,649

繰延税金負債の純額 △1,621 

（注）当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連

結貸借対照表の以下の項目に含まれております。 

（注）当連結会計年度における繰延税金負債の純額は、連

結貸借対照表の以下の項目に含まれております。 

流動資産 ― 繰延税金資産 37,850千円

固定資産 ― 繰延税金資産 10,349千円

固定負債 ― 繰延税金負債 △384千円 

固定資産 ― 繰延税金資産 27千円

流動負債 ― 繰延税金負債 △1,649千円 

(以下省略) (以下省略) 
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(訂正後) 

前連結会計年度 

(平成 21 年３月 31 日) 

当連結会計年度 

(平成 22 年３月 31 日) 

①繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

①繰延税金資産およ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) (単位：千円)

貸倒引当金 259,496

税務上繰越欠損金 226,248

減損損失 219,847

土地再評価差額金 186,943

退職給付引当金 113,226

投資有価証券評価損 65,212

役員退職慰労引当金 62,954

関係会社株式評価損 

保険解約損  

 61,633

46,557

未払賞与 29,703

その他 55,380

繰延税金資産小計 1,327,204

評価性引当額 △1,277,671

繰延税金資産合計 49,533

(繰延税金負債)   

繰延ヘッジ損益 △1,333

その他 △384

繰延税金負債合計 △1,717

繰延税金資産の純額 47,815 

(繰延税金資産) (単位：千円)

貸倒引当金 365,270

税務上繰越欠損金 395,482

減損損失 211,662

土地再評価差額金 186,943

退職給付引当金 116,830

投資有価証券評価損 65,212

役員退職慰労引当金 66,901

関係会社株式評価損 

保険解約損  

 61,633

51,218

未払賞与 22,379

その他 49,078

繰延税金資産小計 1,592,613

評価性引当額 1,592,585

繰延税金資産合計 27

(繰延税金負債)  

繰延ヘッジ損益 △1,649

繰延税金負債合計 △1,649

繰延税金負債の純額 △1,621 

（注）当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連

結貸借対照表の以下の項目に含まれております。 

（注）当連結会計年度における繰延税金負債の純額は、連

結貸借対照表の以下の項目に含まれております。 

流動資産 ― 繰延税金資産 37,850千円

固定資産 ― 繰延税金資産 10,349千円

固定負債 ― 繰延税金負債 △384千円 

固定資産 ― その他 27千円

流動負債 ― その他 △1,649千円 

(以下省略) (以下省略) 
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訂正内容 
連結財務諸表の注記事項・・・・・30 頁 
（セグメント情報） 
ａ．事業の種類別セグメント情報 

(訂正前) 

当連結会計年度（自 平成 21 年４月１日 至 平成 22 年３月 31 日） （単位：千円）

  

ＩＴソリューシ

ョン・サービス

事業 

電子部品及び機

器事業 
計 消去又は全社 連結 

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 4,386,734 5,018,668 9,405,403 － 9,405,403

(2）セグメント間の内部売上高又は振替高 － 1,794 1,794 (1,794) －

計 4,386,734 5,020,463 9,407,197 (1,794) 9,405,403

営業費用 4,695,386 5,164,365 9,859,752 (1,853) 9,857,899

営業利益（又は営業損失） (308,652) (143,902) (452,554) 58 (452,495)

Ⅱ．資産、減価償却費、減損損失及び資本的支出           

資産 4,456,635 2,528,636 6,985,271 1,204,798 8,190,069

減価償却費 26,513 (9,089) 32,16114,737 41,251    

減損損失  

資本的支出 

7,446

15,255

－

855

7,446

16,110

－ 

－ 

7,446

16,110

(以下省略) 

 
(訂正後) 

当連結会計年度（自 平成 21 年４月１日 至 平成 22 年３月 31 日） （単位：千円）

  

ＩＴソリューシ

ョン・サービス

事業 

電子部品及び機

器事業 
計 消去又は全社 連結 

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 4,386,734 5,018,668 9,405,403 － 9,405,403

(2）セグメント間の内部売上高又は振替高 － 1,794 1,794 (1,794) －

計 4,386,734 5,020,463 9,407,197 (1,794) 9,405,403

営業費用 4,695,386 5,164,365 9,859,752 (1,853) 9,857,899

営業利益（又は営業損失） (308,652) (143,902) (452,554) 58 (452,495)

Ⅱ．資産、減価償却費、減損損失及び資本的支出           

資産 4,456,635 2,528,636 6,985,271 1,204,798 8,190,069

減価償却費 26,681 14,809 41,490 (9,089) 32,401    

減損損失  

資本的支出 

7,446

15,255

－

855

7,446

16,110

－ 

－ 

7,446

16,110

(以下省略) 
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訂正内容 
連結財務諸表の注記事項・・・・・31 頁 
（セグメント情報） 
ｂ．所在地別セグメント情報 

 (訂正前) 

当連結会計年度（自 平成 21 年４月１日 至 平成 22 年３月 31 日） （単位：千円）

  日本 中国 アジア 米国 計 消去又は全社 連結 

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 7,507,046 1,268,834 593,839 35,683 9,405,403 － 9,405,403

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 
861,365 － － 72,136 933,502 (933,502) －

計 8,368,411 1,268,834 593,839 107,819 10,338,905 (933,502) 9,405,403

営業費用 8,737,763 1,345,727 598,508 118,958 10,800,958 (943,059) 9,857,899

営業利益（又は営業損失） (369,351) (76,893) (4,669) (11,138) (462,053) 9,557 (452,495)

Ⅱ．資産 6,457,345 6,985,271 1,204,798 8,190,069233,413 259,096 35,415   

(以下省略) 

 

 (訂正後) 

当連結会計年度（自 平成 21 年４月１日 至 平成 22 年３月 31 日） （単位：千円）

  日本 中国 アジア 米国 計 消去又は全社 連結 

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 7,507,046 1,268,834 593,839 35,683 9,405,403 － 9,405,403

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 
861,365 － － 72,136 933,502 (933,502) －

計 8,368,411 1,268,834 593,839 107,819 10,338,905 (933,502) 9,405,403

営業費用 8,737,763 1,345,727 598,508 118,958 10,800,958 (943,059) 9,857,899

営業利益（又は営業損失） (369,351) (76,893) (4,669) (11,138) (462,053) 9,557 (452,495)

Ⅱ．資産 6,445,633 6,985,271 1,204,798 8,190,069233,413 271,439 34,784   

(以下省略) 
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訂正内容 

５．個別財務諸表・・・・・37 頁 

（2）損益計算書 

（訂正前） 

（単位：千円）

  

前事業年度 

(自 平成 20 年４月 １日

 至 平成 21 年３月 31 日)

当事業年度 

(自 平成 21 年４月 １日

 至 平成 22 年３月 31 日)

売上高 14,202,180 8,360,335

 売上原価 

 商品期首たな卸高 1,152,686 201,408

 当期商品仕入高 10,741,749 6,491,269

 合計 11,894,435 6,692,677

 商品期末たな卸高 201,408 63,828

 商品売上原価 11,693,027 6,628,848

 売上総利益 2,509,153 1,731,487

（以下省略） 

 

（訂正後） 

（単位：千円）

  

前事業年度 

(自 平成 20 年４月 １日

 至 平成 21 年３月 31 日)

当事業年度 

(自 平成 21 年４月 １日

 至 平成 22 年３月 31 日)

売上高 14,202,180 8,360,335

 売上原価 

 商品及び製品期首たな卸高 1,152,686 201,408

 当期商品仕入高 10,741,749 6,471,359

 当期製品製造原価 － 19,909

 合計 11,894,435 6,692,677

 商品及び製品期末たな卸高 201,408 63,828

 商品売上原価 11,693,027 6,628,848

 売上総利益 2,509,153 1,731,487

（以下省略） 
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訂正内容 
５．個別財務諸表・・・・・39 頁 
（3）株主資本変動計算書 

（訂正前） 

（単位：千円）

  
前事業年度 

(自 平成 20 年４月 １日
 至 平成 21 年３月 31 日)

当事業年度 
(自 平成 21 年４月 １日
 至 平成 22 年３月 31 日)

株主資本   

 資本金 

 前期末残高 3,426,916 3,426,916

 当期変動額   

 当期変動額合計 － －

 当期末残高 3,426,916 3,426,916

 資本剰余金   

 資本準備金   

 前期末残高 995,644 995,644

 当期変動額 

 当期変動額合計 － －

 当期末残高 995,644 995,644

 その他資本剰余金 

 前期末残高 2,244,536 1,085,872

 当期変動額 

 欠損填補 △1,158,663 △495,778

 当期変動額合計 △1,158,663 △495,778

 当期末残高 1,085,872 590,094

 資本剰余金合計 

 前期末残高 3,240,180 2,081,516

 当期変動額 

 欠損填補 △1,158,663 △495,778

 当期変動額合計 △1,158,663 △495,778

 当期末残高 2,081,516 1,585,738

 利益剰余金 

 その他利益剰余金 

 別途積立金 

 前期末残高 572,200                         

 当期変動額 

 別途積立金の取崩 △572,200 －

 当期変動額合計 △572,200 －

 繰越利益剰余金 

 前期末残高 △1,730,863 △495,778

 当期変動額 

 欠損填補 1,158,663 495,778

 当期純損失（△） △495,778 △735,074

 別途積立金の取崩 572,200 －

 当期変動額合計 1,235,085 △239,296

 当期末残高 △495,778 △735,074

（以下省略） 
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（訂正後） 

（単位：千円）

  
前事業年度 

(自 平成 20 年４月 １日
 至 平成 21 年３月 31 日)

当事業年度 
(自 平成 21 年４月 １日
 至 平成 22 年３月 31 日)

株主資本   

 資本金 

 前期末残高 3,426,916 3,426,916

 当期変動額   

 当期変動額合計 － －

 当期末残高 3,426,916 3,426,916

 資本剰余金   

 資本準備金   

 前期末残高 995,644 995,644

 当期変動額 

 当期変動額合計 － －

 当期末残高 995,644 995,644

 その他資本剰余金 

 前期末残高 2,244,536 1,085,872

 当期変動額 

 欠損填補 △1,158,663 △495,778

 当期変動額合計 △1,158,663 △495,778

 当期末残高 1,085,872 590,094

 資本剰余金合計 

 前期末残高 3,240,180 2,081,516

 当期変動額 

 欠損填補 △1,158,663 △495,778

 当期変動額合計 △1,158,663 △495,778

 当期末残高 2,081,516 1,585,738

 利益剰余金 

 その他利益剰余金 

 別途積立金 

 前期末残高 572,200 －

 当期変動額 

 別途積立金の取崩 △572,200 －

 当期変動額合計 △572,200 －

 当期末残高 － －

 繰越利益剰余金 

 前期末残高 △1,730,863 △495,778

 当期変動額 

 欠損填補 1,158,663 495,778

 当期純損失（△） △495,778 △735,074

 別途積立金の取崩 572,200 －

 当期変動額合計 1,235,085 △239,296

 当期末残高 △495,778 △735,074

（以下省略） 

 


