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平成 18 年 3 月期       決算短信（連結）     平成 18 年５月 17 日 

 

上場会社名 株式会社ソーテック     上場取引所    （コード番号：6829 大証ヘラクレス市場） 

（ＵＲＬ http://www.sotec.co.jp） 本社所在地  東京都     

              

代  表  者 役職名 代表取締役社長   氏名  山田 健介 

問合せ先責任者 役職名 管理本部長     氏名 山下 正純  TEL（03）5825－6323 

決算取締役会開催日   平成 18 年５月 17 日 

米国会計基準採用の有無   無 

 

18 年 3 月期の連結業績（平成 17 年 4 月 1 日～平成 18年 3月 31 日） 

（1） 連結経営成績          （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しています。                                                            

 売 上 高 営業利益 経常利益 

 

18 年 3 月期 

17 年 3 月期 

  百万円   ％ 

    19,625        6.4 
18,451     △20.8 

  百万円   ％ 

△1,383      － 
△2,042      － 

  百万円   ％ 

△1,415         － 
△2,075         － 

 

 当期純利益 
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 

株 主 資 本 

当期純利益率 

総 資 本 

経常利益率 

売 上 高 

経常利益率 

 

18 年 3 月期 

17 年 3 月期 

   百万円   ％ 

    △2,783    －
   △2,688    － 

  円 銭 

  △24,763 10 
△23,919 22 

  円 銭 

－   － 
－   － 

％ 

  △40.1 

△28.7 

％ 

   △13.1 

△12.7 

 ％ 

   △ 7.2   

△11.2 
(注) ① 持分法投資損失           18 年 3 月期  105 百万円  17 年 3 月期 69 百万円 

② 期中平均株式数（連結）    18 年 3 月期   112,403 株  17 年 3 月期 112,383 株 
③ 会計処理の方法の変更 有 
④ 売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率 

 

（2）連結財政状態            （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しています。 

 総 資 産 株主資本 株主資本比率 1 株当たり株主資本 

 

18 年 3 月期 

17 年 3 月期 

  百万円 

9,415 
12,187 

  百万円 

5,873 
8,015 

  ％ 

62.4 
65.8 

    円 銭 

      52,247  61 
71,326  87 

(注)    期末発行済株式数（連結）  18 年 3 月期  112,413 株       17 年 3 月期     112,383 株 

 

 

（3）連結キャッシュ・フローの状況    （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しています。 

 
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 

 

18 年 3 月期 

17 年 3 月期 

  百万円 

      △1,725
 △914 

  百万円 

        △340 
2,051 

  百万円 

        0 
△6,358 

  百万円 

   2,729 
4,799 

 

（4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項 

   連結子会社数 1 社   持分法適用非連結子会社数 －社   持分法適用関連会社数 ２社 

 

（5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

連結（新規） －社  (除外)  1 社    持分法（新規） １社  (除外) －社 
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Ⅰ 企業集団の状況 

  

当企業集団は、当社及び関係会社３社（内連結子会社１社及び持分法適用会社２社）に

より構成され、1984年に創業して以来、パーソナルコンピュータ（以下、パソコンと称し

ます）を専業として事業活動を行ってきました。 

当社及び当社の子会社の主たる事業は、デスクトップ型、ノートブック型パソコン及び

周辺機器の開発、生産、販売ならびにテクニカルサポート業務、保守・修理業務です。そ

のうち開発については海外（台湾）ベンダーと共同で行ない、生産はベアボーンと言われ

る前半分を台湾のベンダーに委託し、ユーザのニーズをきめ細かく取り込み、最終完成品

に仕上げる部分は日本（横浜）にある自社工場で組み立て等を行ない成果をあげています。

また最初から完成品にするものは台湾のベンダーに生産委託をしていますが、ベンダーの

工場監査、生産工程の品質管理や工場出荷時の検査及び入荷時の検査を徹底し実施してい

ます。 

また、パソコン販売後のテクニカルサポート業務、保守・修理業務は、連結子会社であ

る株式会社ソーテック・イー・サービスにおいて行っています。当連結会計年度において

は接続率の向上、修理期間の短縮等、顧客満足度を高める改善が継続的に行われており、

大幅な黒字化も達成されました。なお、連結子会社は後述のように当社の顧客満足度を更

に高めるために、2006 年９月をもって当社が吸収合併する予定です。 

一方、2004年１月に海外事業拠点として中国に蘇州創新中電科技有限公司を、同年２月

に韓国にソーテックコンピュータコリア株式会社を各々新設し販売事業を開始しました。

中国においては地場パソコンメーカーの厳しい価格攻勢、提携先である中国電子器件工業

総公司との共同経営上の課題を抱えながら推移を見守ったことなどから損失が累積し、ま

た将来に向けて改善の兆しを見ることができませんでしたので、現在中国の蘇州創新中電

科技有限公司は合弁契約に基づき事業を終了しています。同社の解散整理等に関しては合

弁パートナーの中国電子器件工業総公司と仲裁係争中です。また、韓国のソーテックコン

ピュータコリア株式会社は前経営責任者の不祥事から損失が累積し、現在当該経営責任者

を刑事告訴するとともに同社の解散判決申し立てを行っています。なお、蘇州創新中電科

技有限公司及びソーテックコンピュータコリア株式会社は持分法適用会社です。 
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当企業集団の事業構成図は、下図のとおりです。 

（平成 18年５月１日現在） 
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Ⅱ 経営方針 

 

1．経営の基本方針 

当社は 1984 年に創業し、パソコンを専業とするメーカーとして出発しました。当社は

市場のニーズに機動的に応え、低価格の製品を提供するために、メーカーとしてのフル

の生産機能を持たないファブレス・メーカーのビジネスモデルを構築し、実践してきま

した。ただし近年の業績不振の原因は行き過ぎたファブレス化にあると反省し、改めて

当社はメーカーであることの使命を明確に認識し、モノづくりに真正面から取り組み、

新しい企業文化を創り出し、社会的存在価値のある企業へと転生することを決意してい

ます。 
そのために、①コモディティ化したパソコンに追加して価値を付与する仕組み、即ち

受注生産体制（ＢＴＯ＝build to order）を作り上げることです。②パソコンの事業と相

乗効果がとれる「周辺機器」事業に新しく進出することです。③販路に関してですが、

これまで量販ルートを中心に販売活動を行ってきましたが、これに加えて、最終ユーザ

へ直接販売できる「WEB／ダイレクト」の拡充・強化と新たに「法人」市場へ参入する

ことです。 
  パソコンやＩＴ関連の事業は全ての企業活動の分野でスピードを持つことが競争に勝

つ要です。プロダクトライフサイクルが極端に短くそれぞれの競争要因にきめ細かく配

慮し執行する能力が緻密に要求される事業において、個人のパフォーマンスよりも組織

としての総合的な能力が必要とされます。ソーテックを再生する上で、ＢＴＯ生産や新

しい事業においてモノづくりに強く拘る理由は、一つには、顧客のニーズにきめ細かく

対応することにより追加価値を商品に付加することができること、二つには、自社ブラ

ンドを付け社会に商品を送り出すことに対してメーカーとして全面的な責任を負うこと

にあります。成熟するパソコン市場の需要を的確に捉え、必要十分なスペックを高品質

と競争力のある価格で提供し続け、いつも挑戦するスピリットをもち続ける企業文化を

創っていきます。 

 

２．利益配分に関する基本方針 

当社は、株主に対する利益還元を重要課題の一つと考えておりますが、経営成績の

不振により誠に遺憾ながら配当を見送らざるを得ない状況です。できるだけ早期に株

主の皆様のご期待に添えるよう最大限努力していきます。                                                                                                                                                                                                                                                               

 

３．目標とする経営指標 

当社は「新しい企業文化を創り出し、社会的存在価値のある企業への転生」を経営

方針の柱として、市場需要に対応した製品作りを、スピードを持って取り組み、売上

の拡大はもとより、売上構成の改善による売上総利益率の向上及び新規事業（パソコ

ン周辺機器）の取り扱い開始により、早期黒字化の達成と定着に取り組んでいきます。 
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４．中長期的な経営戦略 

当社グループは、「新しい企業文化を創り出し、社会的存在価値のある企業への転生」

を目指しております。その改革を以下の諸施策を核にし取り組んでおり、中長期的に経

営の柱に育てあげます。 

（１）新しい生産事業 

「ＢＴＯ生産の確立」  

ＢＴＯ生産の狙いはコモディティ化したパソコンに追加価値を付与する仕組みを作

り上げることにあります。パソコンは部品がモジュール化しており、それぞれがバラ

バラに作られても、最後に組み合わせれば作動するルールが決められています。顧客

から CPU や様々な記憶デバイスなどの仕様・性能について要望を聞き、それらを最終

品として完成させることができます。この最終品に仕上げる仕組みはＢＴＯ(build to 
order、受注生産方式)と呼ばれる生産形態です。この生産方式を当連結会計年度の夏か

ら社内に取り入れています。ＢＴＯ生産そのものは複雑なものではありませんが、従

来の生産のようにリードタイムを３か月や４か月とれるような時間的余裕はなく、

様々な最終ユーザのニーズを聞き、それを瞬時にＢＴＯ生産ラインに反映して短時間

で最終完成品に仕上げる必要があります。そのために、需要予測、それに基づくモジ

ュール（部材）の発注、在庫管理等、所謂 SCM(supply chain management )と総称さ

れる仕組みを構築し運営できる組織をつくり、モノづくりに絡む要素を一つ一つより

厳密にきめ細かく対応していきます。                                                                                                                                                                              

（２）新しい販売事業 

「法人市場への参入」 

パソコン市場の 55％～60％を構成すると言われている「法人市場」に参入しました

（ブランド名 e-three）。何よりも中間流通や法人ユーザからの信頼を勝ち得ることが、   

成功する最も重要な要点であることを強く認識してビジネスに取り組んでいます。 

「WEB/ダイレクト販売の再構築」 

WEB/インターネットにより直接ユーザに対して受注活動を行ない、ニーズをきめ細

かく捉え受注する「WEB/ダイレクト営業」活動を行っています。収益性の高い販売活

動であり、当社の中枢事業として育成すべく取り組んでいます。 

（３）新規事業の取り組み 

専業としているパソコン事業と相乗効果のとれ、収益性の高い「周辺機器」の市場

に参入を図ります。当連結会計年度の第４四半期に「周辺機器・新規製品特別プロジ

ェクト」を立ち上げています。 

 

５．会社の対処すべき課題 

パソコン市場は全ての企業活動の分野でスピードを持つことが競争に勝つ要と認識

しています。また黒字化を達成するうえで、「ＢＴＯ生産の拡充」・「法人市場の開拓」・

「直接販売（WEB/ダイレクト）の強化」・「周辺機器の早期立ち上げ」が必須と確信して

います。これらの施策を一層のスピードを持って取り組み、筋肉質の企業体質に生まれ

変わるべく、全社一丸となって邁進します。 
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６．親会社等に関する事項 
当社は親会社等を有していないため、当項目に記載すべき事項はありません。 

 
Ⅲ 経営成績及び財政状態 
 

1. 経営成績 

当連結会計年度（以下、当期という）における日本経済は、昨年半ばから「踊り場」

を脱して、景気の回復基調が続き、企業収益も堅調であり、設備投資も増加を続けて

います。また家計においても雇用や所得の改善を背景にして、個人消費は穏やかに回

復しています。 

当パソコン業界においては、ビジネス市場は、企業の好業績にともなう需要にささ

えられ、大企業とともに中小企業においてもパソコンに対する投資が進みました。個

人市場は大画面液晶モデルなど話題性のある商品の登場、またインターネットにおけ

る動画コンテンツの充実や、光接続サービスといったブロードバンド環境の進展など

が買替・買増需要を刺激し、一年を通じて堅調に推移しました。（出典 社団法人電子

情報技術産業協会） 

このような環境のもと当社グループは、新経営体制による「ＢＴＯ生産の拡充」・「法

人市場への参入」・「WEB/ダイレクト販売の強化」・「パソコンと相乗効果のとれる周辺

機器の開発」を新ビジネスモデルの柱として、改革に取り組んでまいりました。取り

組みスピードの不足及び市場の認知度・浸透力不足から改善すべき点がありますが、

着実に成果が出始めております。 

成績としては、パソコンの売上台数は 220,200 台（前年同期比 15.2％増）、当期売上

高は 19,625 百万円（前年同期比 6.4％増）となりました。一方誠に遺憾ながら、営業

損失は 1,383 百万円（前年同期は 2,042 百万円の営業損失）、経常損失 1,415 百万円（前

年同期は 2,075 百万円の経常損失）及び当期純損失 2,783 百万円（前年同期は 2,688

百万円の純損失）となりました。経常損失に対して純損失が大幅に悪化したのは「固

定資産の減損に係る会計基準」が適用されることにより、減損損失 506 百万円を特別

損失として計上したこと及び海外事業の整理を急ぐべく、今後予想される損失を含め

て海外事業関係損失 1,100 百万円余を特別損失に計上したことによります。ただし、

営業損失 1,383 百万円には、単純合算ベースで、韓国のソーテックコンピュータコリ

ア株式会社の損失（当期 485 百万円の営業損失）が含まれており、仮にこれを除くと

本来の国内パソコン事業の営業損失は実質 900 百万円未満となり、前年と比べ 1,000

百万円以上改善したと言う見方もでき、翌年度に向けて損失の幅を大きく縮小させて

います。 

一方、テクニカルサポート業務及び保守・修理業務を行っている連結子会社の株式

会社ソーテック・イー・サービスは、創業以来始めて営業利益を 115 百万円計上しま

した。またサポートサービスにおいては従来低い評価でしたが、業界の国際機関であ

る Help Desk Institute の日本法人が、今年１月にパソコンメーカー15 社を対象とし

て「お問い合わせ窓口格付け」の調査を実施、その結果当社は標準以上の評価を受け

るまで改善しました。新経営体制のもと地道な努力の成果の現れと分析しています。 
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事業の種類別セグメントの業績は次の通りです。 

パソコン事業の売上高は 19,110 百万円（前年同期比 2.3％増加）、営業損失は 1,492

百万円（前年同期は 1,998 百万円の営業損失）となりました。 

テクニカルサポート、保守・修理事業の売上高は 1,732 百万円（前年同期比 16.1％

減）、営業利益は 115 百万円（前年同期は 11百万円の営業損失）を計上しました。 

 

２. 財政状態 

（１）資産、負債及び資本の状況 

①資産 

流動資産は、前連結会計年度末に比べ、14.2％減少し、8,644 百万円となりました。

これは主に現金及び預金が減少し貸倒引当金が増加したことによります。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べ、63.5％減少し、771 百万円となりました。こ

れは葉山研修センターの売却と減損処理による特別損失の計上が主たる要因です。 

 

②負債 

流動負債は、前連結会計年度末に比べ、17.7％減少し、3,243 百万円となりました。

これは買掛金の減少が主たる要因です。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べ、28.8％増加し、272 百万円となりました。こ

れはリサイクル費用引当金の増加が主たる要因です。 

 

③資本 

資本合計は、前連結会計年度末と比べ、26.7％減少し、5,873 百万円（前年同期は 8,015

百万円の資本合計）となりました。国内部門の損失計上に加えて海外事業の整理にとも

なう損失の影響 1,076 百万円により 2,142 百万円の減少となりました。ただし、資産及

び負債の減少により自己資本比率は 62.4％（前年同期 65.8％）を維持しています。 
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（２）キャッシュ・フローの状況 

財政状態 

当連結会計年度末に保有する現金及び預金額は 4,229 百万円であり、借入等は一切

行っていません。輸入信用状の開設限度額及び為替予約取引等の担保として 1,500 百

万円を取引金融機関に差し入れているため、キャッシュ・フロー計算上では 2,729 百

万円を現金及び現金同等物（以下「資金」という）として計上しました。また自己資

本比率は 62.4％（前年同期 65.8％）と引き続き高水準を確保しています。 

①営業活動によるキャッシュ･フロー 

営業活動による資金の減少は通期において1,725百万円（前年同期は914百万円の減

少）となりました。貸倒引当金の増加、売掛債権の減少等がありましたが、税金等調

整前当期純損失及び仕入債務の減少等により減少となりました。 

②投資活動によるキャッシュ･フロー 

投資活動による資金の減少は 340 百万円（前年同期は 2,051 百万円の増加）となり

ました。固定資産及び投資有価証券の売却収入 1,032 百万円がありましたが、定期預

金の担保差し入れ 1,500 百万円を行ったことにより減少しました。 

③財務活動によるキャッシュ･フロー 

財務活動による資金の増加は 0 百万円（前年同期は 6,358 百万円の減少）となりま

した。 

 

(キャッシュ･フロー指標について) 

当社グループのキャッシュ･フロー指標は以下の通りです。 
 平成 16 年 3 月期 平成 17 年 3 月期 平成 18 年 3 月期 

自己資本比率（％） 52.4 65.8  62.4 

時価ベースの自己資本比率（％） 63.9 58.9 82.9 

債務償還年数（年） ― ― ― 

インタレスト･カバレッジ･レシオ ― ― ― 

（注）1．上記指標の算出方法は以下の通りです。 
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 
債務償還年数（年）：有利子負債／営業キャッシュ･フロー 
インタレスト･カバレッジ･レシオ：営業キャッシュ･フロー／利払い 

2．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います。 
3．営業キャッシュ･フローは、連結キャッシュ･フロー計算書の営業活動によるキャ

ッシュ･フローを使用しています。 
4．有利子負債は貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての

負債を対象としています。なお、各期において営業キャッシュ･フローが、マイ

ナスのため債務償還年数、インタレスト･カバレッジ･レシオの各指標は「－」

としています。 
 

 

 

 



 9

３．次期（第 24 期）の見通し等 

パソコンに特化している当社グループを取り巻く環境は、今後も厳しい状況が続く

ものと予想されますが、反面特化しているメリットを最大限に生かし、新ビジネスモ

デルを一層のスピードを持って取り組み、黒字転換を結実させるべく、全社一丸とな

って邁進します。また当社グループを経営上苦しめてきた過去の「負の遺産」もほぼ

整理でき、今後は骨太の経営体質に改善するとともに、更なる体制の改革に邁進しま

す。更に市場競争に勝つために、連結子会社である株式会社ソーテック・イー・サー

ビスとの重複業務の排除、情報流通の簡素化、意思決定の一層の迅速化を進めグルー

プ全体を筋肉質化し、市場競争力等を強化すべく、当社が株式会社ソーテック・イー・

サービスを吸収合併することを決定しました。なお、合併時期は平成 18 年９月を予定

しています。 
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Ⅳ 連結財務諸表等 

連結財務諸表等 

1． 連結貸借対照表 
  

前連結会計年度 
(平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

(資産の部)        

Ⅰ 流動資産        

１ 現金及び預金 ※１  4,824,893   4,229,450  

２ 受取手形及び売掛金   2,888,853   2,590,398  

３ 有価証券 ※１  504,700   500,000  

４ たな卸資産   1,490,021   1,685,269  

５ その他   380,622   205,750  

貸倒引当金   △15,066   △566,661  

流動資産合計   10,074,024 82.7  8,644,207 91.8 

Ⅱ 固定資産        

１ 有形固定資産        

(1) 建物  770,468   455,498   

減価償却累計額  244,824 525,644  193,271 262,227  

(2) 機械装置及び運搬具  86,483   68,972   

減価償却累計額  69,381 17,102  65,342 3,630  

(3) 土地   693,705   376,806  

(4) その他  577,364   340,323   

減価償却累計額  439,981 137,383  332,582 7,740  

有形固定資産合計   1,373,835 11.2  650,404 6.9 

２ 無形固定資産   305,250 2.5  21,820 0.2 

３ 投資その他の資産        

(1) 投資有価証券   75,817   54,127  

(2) その他 ※２  388,696   75,573  

貸倒引当金   △30,329   △30,449  

投資その他の資産合計   434,184 3.6  99,251 1.1 

固定資産合計   2,113,270 17.3  771,476 8.2 

資産合計   12,187,295 100.0  9,415,683 100.0 
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前連結会計年度 

(平成17年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

(負債の部)        

Ⅰ 流動負債        

１ 買掛金   2,555,601   1,553,751  

２ 未払金   509,412   376,402  

３ 未払法人税等   64,968   23,039  

４ 新株予約権   ―   556,554  

５ 賞与引当金   70,675   53,889  

６ 製品保証引当金   ―   273,791  

７ 関係会社損失引当金   ―   154,877  

８ 関係会社整理損失引当金   ―   114,928  

９ その他   738,481   135,983  

流動負債合計   3,939,139 32.3  3,243,217 34.4 

Ⅱ 固定負債        

１ 繰延税金負債   5,798   6,377  

２ 退職給付引当金   136,221   114,511  

３  リサイクル費用引当金   69,143   151,169  

固定負債合計   211,163 1.7  272,057 2.9 

負債合計   4,150,302 34.0  3,515,275 37.3 

(少数株主持分)        

少数株主持分   21,065 0.2  27,098 0.3 

(資本の部)        

Ⅰ 資本金 ※３  11,248,900 92.3  8,522,327 90.5 

Ⅱ 資本剰余金   16,212,913  133.0  127 0.0 

Ⅲ 利益剰余金   △18,956,711 △155.5  △2,182,338 △23.2 

Ⅳ その他有価証券評価差額金   8,470   0.1  9,315   0.1 

Ⅴ 為替換算調整勘定   △2,912   △0.0  18,611    0.2 

Ⅵ 自己株式 ※４  △494,733   △4.1  △494,733   △5.2 

  資本合計   8,015,927    65.8  5,873,310    62.4 

  負債、少数株主持分及び 

  資本合計 
  12,187,295   100.0  9,415,683   100.0 
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2．連結損益計算書 

  
前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

Ⅰ 売上高   18,451,625 100.0  19,625,975 100.0 

Ⅱ 売上原価   16,934,336 91.8  17,693,137 90.1 

売上総利益   1,517,288 8.2  1,932,837 9.9 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1,2  3,559,757 19.3  3,315,899 16.9 

営業損失   2,042,469 △11.1  1,383,062 △7.0 

Ⅳ 営業外収益        

１ 受取利息  26,439   5,271   

２ 受取配当金  301   1,692   

３ 受取補償金  12,846   3,791   

４ 為替差益  57,553   68,049   

５ その他  14,205 111,345 0.6 3,288 82,092 0.4 

Ⅴ 営業外費用        

１ 支払利息  63,950   ―   

２ 持分法による投資損失  69,493   105,915   

３ その他  11,202 144,645 0.7 8,250 114,166 0.6 

経常損失   2,075,768 △11.2  1,415,135 △7.2 

Ⅵ 特別利益        

１ 固定資産売却益 ※３ 1,281   56,394   

２ 投資有価証券売却益  44,514   719,735   

３ 貸倒引当金戻入益  4,605   4,640   

４ 持分変動益  23,315 73,716 0.4 ― 780,771 4.0 

Ⅶ 特別損失        

  １ 前期損益修正損 ※７ 21,494   ―   

２ 過年度製品保証引当金繰入額  ―   283,085   

３ たな卸資産評価損  214,309   86,419   

４ たな卸資産廃棄損  72,700   39,892   

５ 固定資産評価損 ※５ 311,744   92,633   

６ 固定資産除却損 ※４ 6,806   52,897   

７ 固定資産売却損 ※６ 3,095   8,462   

８ 投資有価証券売却損  12,059   ―   

９ 投資有価証券評価損  2,484   8,210   

10 関係会社出資金評価損  24,656   7,500   

11 関係会社損失 ※８ ―   184,428   

12 関係会社整理損失 ※９ ―   138,760   

13 貸倒引当金繰入額  ―   613,855   

14 固定資産減損損失 ※10 ―   506,657   

15 特別退職金  29,949   ―   

16 その他  ― 699,299 3.8 110,190 2,132,994 10.9 

税金等調整前当期純損失   2,701,350 △14.6  2,767,358 △14.1 

法人税、住民税及び事業税  11,673   12,682   

法人税等調整額  ― 11,673 0.1 ― 12,682 0.1 

少数株主利益又は少数株主
損失（△） 

  △24,910 △0.1  3,405 0.0 

当期純損失   2,688,114 △14.6  2,783,446 △14.2 
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3．連結剰余金計算書  

  
前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 

      

 

（資本剰余金の部） 
     

Ⅰ 資本剰余金期首残高   16,212,913  16,212,913 

Ⅱ 資本剰余金増加高      

増資による新株の発行  ― ― 127 127 

Ⅲ 資本剰余金減少高      

欠損てん補による資本剰余

金取崩額 
 ― ― 16,212,913 16,212,913 

Ⅳ 資本剰余金期末残高   16,212,913  127 

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ 利益剰余金期首残高   △16,268,596  △18,956,711 

Ⅱ 利益剰余金増加高      

１欠損てん補による資本剰余

金取崩額 
 ―  16,212,913  

２減資による欠損てん補  ―  2,726,700  

３連結子会社減少に伴う増加高  ― ― 618,205 19,557,819 

Ⅲ 利益剰余金減少高      

当期純損失  2,688,114 2,688,114 2,783,446 2,783,446 

Ⅳ 利益剰余金期末残高   △18,956,711  △2,182,338 
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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16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 

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損失  △2,701,350 △2,767,358 

減価償却費  307,017 199,579 

連結調整勘定償却額  18,976 ― 

退職給付引当金の増加額  11,119 ― 

退職給付引当金の減少額  ― △19,536 

貸倒引当金の増加額  7,898 807,969 

賞与引当金の増加額  31,009 ― 

賞与引当金の減少額  ― △16,786 

製品保証引当金の増加額  ― 295,893 

リサイクル費用引当金の増加額  ― 82,026 

関係会社損失引当金の増加額  ― 154,877 

関係会社整理損失引当金の増加額  ― 114,928 

受取利息及び受取配当金  △26,740 △6,964 

支払利息  63,950 ― 

為替差損又は為替差益（△）  △5,750 749 

持分法による投資損失  69,493 105,915 

持分変動益  △23,315 ― 

投資有価証券売却益  △44,514 △719,735 

投資有価証券売却損  12,059 ― 

投資有価証券評価損  2,484 8,210 

関係会社株式評価損  ― 25,207 

関係会社出資金評価損  24,656 7,500 

固定資産売却益  △1,281 △56,394 

固定資産除却損  6,806 52,897 

固定資産売却損  3,095 8,462 

固定資産評価損  311,744 92,633 

固定資産減損損失  ― 506,657 

事業所移転費用  ― 26,623 

売上債権の増加額  △735,975 ― 

売上債権の減少額  ― 701,025 

たな卸資産の減少額  855,023 ― 

たな卸資産の増加額  ― △189,610 

その他流動資産の減少額  136,433 9,465 

その他固定資産の減少額  606 ― 

仕入債務の減少額  ― △1,000,244 

仕入債務の増加額  738,895 ― 

未払金の減少額  △67,974 △182,649 

その他流動負債の増加額  80,901 29,105 

その他固定負債の増加額  47,930 ― 

小計  △876,802 △1,729,550 

利息及び配当金の受取額  33,996 9,025 

利息の支払額  △59,211 ― 

法人税等の支払額  △12,177 △4,729 

営業活動によるキャッシュ･フロー  △914,193 △1,725,254 
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前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ･フロー    

定期預金の払戻による収入  35,400 25,400 

定期預金の預入による支出  △25,400 △1,500,000 

有形固定資産の取得による支出  △62,601 △82,770 

有形固定資産の売却による収入  2,152 292,892 

無形固定資産の取得による支出  △54,636 △25,185 

投資有価証券の取得による支出  ― △930 

投資有価証券の売却による収入  2,099,530 740,059 

貸付金の回収による収入  8,713 ― 

ゴルフ会員権の売却による収入   21,904  ― 

差入保証金の返戻による収入   ―  180,474 

その他投資に関する収入  26,611 30,060 

投資活動によるキャッシュ･フロー  2,051,677 △340,000 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ･フロー    

短期借入金の減少額  △6,399,014 ― 

少数株主からの払込みによる収入  40,080 ― 

株式の発行による収入  ― 255 

財務活動によるキャッシュ･フロー  △6,358,934 255 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  7,900 7,198 

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額  △5,213,550 △2,057,801 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  9,990,144 4,799,493 

Ⅶ 連結範囲の変更に伴う現金及び現金同等物
の増加額又は減少額（△） 

 

 22,900 △12,241 

Ⅷ 現金及び現金同等物の期末残高  4,799,493 2,729,450 
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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 
 

項目 
前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 連結の範囲に関する事項 （１）連結子会社数２社 

連結子会社の名称 

（株）ソーテック・イー・サービス 

ソーテックコンピュータコリア（株） 

なお、当連結会計年度より、ソーテ

ックコンピュータコリア（株）につき

ましては、重要性が増したため、連結

の範囲に含めています。 

 

 

 

 

 

（２）非連結子会社数 

該当事項はありません。 

（３）他の会社等の議決権の過半数を自己の

計算において所有しているにもかか

わらず子会社としなかった当該他の

会社等の名称及び子会社としなかっ

た理由 

蘇州創新中電科技有限公司（旧北京

創新中電科技有限公司）の議決権の過

半数を所有していますが、合弁契約に

より、合弁先企業との共同支配の実態

にあるため子会社としていません。な

お、持分法適用の関連会社としていま

す。 

 

（１）連結子会社数１社 

連結子会社の名称 

（株）ソーテック・イー・サービス 

なお、ソーテックコンピュータコ

リア（株）は、当連結会計年度に、

緊密な者であった会社が連結財務

諸表提出会社の意思と同一の内容

の議決権を行使するとは認められ

なくなったため、連結子会社から除

外していますが、除外までの期間の

損益及び剰余金は連結損益計算書

及び連結剰余金計算書に含まれて

います。 

（２）非連結子会社数 

同左 

（３）他の会社等の議決権の過半数を自己

の計算において所有しているにも

かかわらず子会社としなかった当

該他の会社等の名称及び子会社と

しなかった理由 

同左 

 
 
 
 
 
 
 

２ 持分法の適用に関する事項 （１）持分法を適用した非連結子会社数 

該当事項はありません。 

（２）持分法を適用した関連会社数１社 

持分法を適用した関連会社の名称 

蘇州創新中電科技有限公司 

なお、当連結会計年度より、蘇州創

新中電科技有限公司につきましては、

重要性が増したため、持分法の適用範

囲に含めています。 

 

 

 

（３）持分法を適用しない非連結子会社及び

関連会社 

該当事項はありません。 

（４）持分法の適用の手続きについて特に記

載する必要があると認められる事項 

持分法適用会社の蘇州創新中電科

技有限公司の決算日は連結決算日と

異なりますが、当該会社の事業年度に

係る財務諸表を使用しています。 

 

（１）持分法を適用した非連結子会社数 

同左 

（２）持分法を適用した関連会社数2社 

持分法を適用した関連会社の名称 

ソーテックコンピュータコリア（株） 

蘇州創新中電科技有限公司 

なお、ソーテックコンピュータコリ

ア（株）は、当連結会計年度に連結子

会社から関連会社になったため、持分

法の適用範囲に含めています。 

 

 

（３）持分法を適用しない非連結子会社及

び関連会社 

同左 

（４）持分法の適用の手続きについて特に

記載する必要があると認められる事

項 

持分法適用会社のソーテックコンピ

ュータコリア（株）及び蘇州創新中電

科技有限公司の決算日は連結決算日と

異なりますが、当該会社の事業年度に

係る財務諸表を使用しています。 

 

３ 連結子会社の事業年度等
に関する事項 

決算日が連結決算日と異なる場合の内容等 

ソーテックコンピュータコリア

（株）の決算日は、12月31日です。

連結財務諸表を作成するに当たって

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

っています。 

 

連結子会社の決算日は、連結決算日

と一致しています。 
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項目 
前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

４ 会計処理基準に関する事
項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

①有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく時価

法(評価差額は全部資本直入法によ

り処理し、売却原価は移動平均法に

より算定) 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

①有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

 

 

 

時価のないもの 

同左 

 

 
 ②たな卸資産 

製品、原材料 

総平均法による原価法 

②たな卸資産 

製品、原材料 

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 

主として定率法 

ただし、平成10年4月1日以降に取

得した建物（建物付属設備を除く）

は定額法 

主な耐用年数は下記のとおりです。 

建物     ３年～39年 

その他    ２年～20年 

(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 

同左 

 ②無形固定資産 

定額法 

なお、ソフトウェア(自社利用分)

については、社内における利用可能

期間(３年～５年)に基づく定額法で

す。 

 

②無形固定資産 

定額法 

なお、ソフトウェア(自社利用分)

については、社内における利用可能

期間(５年)に基づく定額法です。 

 

 

 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 

 

(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い

ます。 

②賞与引当金 

従業員に対する賞与の支給に備え

るため、将来の支給見込額のうち、

当連結会計年度負担額を計上してい

ます。 

  （追加情報） 

当連結会計年度において、連結財

務諸表提出会社の給与規程の改定

により従業員に賞与を支給するこ

ととなったため、将来の賞与支給見

込額のうち、当連結会計年度負担額

を新たに賞与引当金として計上し

ています。 

③退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、

退職給付会計に関する実務指針(会

計制度委員会報告第13号)に定める

簡便法により、当連結会計年度末に

おける自己都合退職による要支給額

の100％を計上しています。 

 

(3) 重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

同左 

 
 

 

 

 

②賞与引当金 

従業員に対する賞与の支給に備

えるため、将来の支給見込額のう

ち、当連結会計年度負担額を計上し

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

③退職給付引当金 

同左 
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   項目 

前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 

 至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 

 至 平成18年３月31日) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

④リサイクル費用引当金 

パソコンのリサイクルに対する費用

に備えるため、売上台数を基準として

リサイクル費用発生見込額を計上して

います。なお、前連結会計年度のリサ

イクル費用引当金21,212千円は長期未

払金に含めて計上しています。 

⑤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 

 

 

 

⑦ 

 

 

 

 

(4) 重要なヘッジ会計の方法 

①ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理を採用しています。

なお、為替予約については振当処理の

要件を満たしている場合は、振当処理

を採用しています。 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 ヘッジ対象 

為替予約 外貨建予定取引 

③ヘッジ方針 

将来の為替変動によるリスク回避を

目的に行っており、投機的な取引は行

わない方針です。 

④ヘッジの有効性評価の方法 

ヘッジ手段の想定元本とヘッジ対象

に関する重要な条件が同一であり、か

つ、ヘッジ開始時及びその後も継続し

て、相場変動又はキャッシュ･フロー変

動を完全に相殺するものと想定するこ

とができるため、ヘッジの有効性の判

定は省略しています。 

 

(5) その他連結財務諸表作成のための

基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

税抜方式によっています。 

④リサイクル費用引当金 

パソコンのリサイクルに対する費用に

備えるため、売上台数を基準としてリサ

イクル費用発生見込額を計上していま

す。 

 

 

⑤製品保証引当金 

製品の保証期間内のアフターサービス

に要する費用に備えるため、過去の実績

を基礎に製品保証費用発生見込額を計上

しています。 

（追加情報） 

連結財務諸表提出会社の製品保証費用

については、従来役務提供時に計上して

いましたが、当連結会計年度より製品保

証費用発生見込額を引当金計上すること

としました。これに伴い過年度相当額

283,085千円は特別損失に計上していま

す。この結果、従来の方法によった場合

と比較して販売費及び一般管理費が

9,294千円減少し、営業損失及び経常損失

がそれぞれ同額減少し、税金等調整前当

期純損失は273,791千円増加しています。 

 

 

⑥関係会社損失引当金 

関係会社の事業に伴う損失に備えるた

め、当該会社の財政状態等を勘案し、当

該損失見込額を計上しています。 

⑦関係会社整理損失引当金 

関係会社の整理に伴う損失に備えるた

め、当該会社の財政状態等を勘案し、当

該損失見込額を計上しています。 

 

(4) 重要なヘッジ会計の方法 

①ヘッジ会計の方法 

同左 

 

 

 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

 

 

③ヘッジ方針 

同左 

 

 

④ヘッジの有効性評価の方法 

同左 

 

 

 

   

 

 

 

(5) その他連結財務諸表作成のための基本と

なる重要な事項 

消費税等の会計処理 

同左 
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項目 

前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 

 至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 

 至 平成18年３月31日) 

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

については、全面時価評価法を採用

しています。 

 

 

６ 連結調整勘定の償却に関す

る事項 

連結調整勘定は、重要性がないた

め発生年度に一括償却しています。 

 

７ 利益処分項目等の取扱いに

関する事項 

 

  連結剰余金計算書は、連結会計年

度中に確定した利益処分又は損失処

理に基づいています。 

 

同左 

 

８ 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カ月以内に償還

期限の到来する短期投資からなって

います。 

 

 

同左 

 

 

会計処理の変更 

 
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 

    至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

    至 平成18年３月31日） 

 
当連結会計年度から「固定資産の減損に係る会

計基準」（「固定資産の減損に係る会計基準の設定

に関する意見書」（企業会計審議会平成14年８月

９日））及び「固定資産の減損に係る会計基準の

適用指針」（「企業会計基準適用指針第６号」（企

業会計基準委員会平成15年10月31日））を適用し

ています。これにより税金等調整前当期純損失が

506,657千円増加しています。なお、減損損失累

計額については、改正後の連結財務諸表規則に基

づき当該各資産の金額から直接控除しています。 

 

表示方法の変更 

 
前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

 （新株予約権） 

前連結会計年度まで流動負債「その他」に含めて

表示していた「新株予約権」は負債、少数株主持分

及び資本の合計の5/100を超えることとなったため、

当連結会計年度より区分掲記することとしました。

なお、前連結会計年度の「新株予約権」は556,554千

円です。 
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追加情報 
 

前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

「地方税法等の一部を改正する法律」（平成15年法律第９

号）が平成15年３月31日に公布され、平成16年４月１日以後

に開始する事業年度より外形標準課税制度が導入されたこ

とに伴い、当連結会計年度から「法人事業税における外形標

準課税部分の損益計算書上の表示についての実務上の取扱

い」（平成16年２月13日 企業会計基準委員会 実務対応報

告第12号）に従い法人事業税の付加価値割及び資本割60,042

千円を販売費及び一般管理費に計上しています。 

 

  

注記事項 

 (連結貸借対照表関係) 

前連結会計年度 
(平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成18年３月31日) 

※１ 担保に供している資産 

①有価証券(債券) 504,700千円

申告納税による関税並びに引き取りに係る課税貨物

についての消費税及び地方消費税の納期限延長の担保

として差し入れています。 

当該限度額は450,000千円です。 

 

※１ 担保に供している資産 

①有価証券(債券) 500,000千円 

申告納税による関税並びに引き取りに係る

課税貨物についての消費税及び地方消費税の

納期限延長の担保として差し入れています。 

当該限度額は450,000千円です。 

②現金及び預金（定期預金） 1,500,000千円 

連結財務諸表提出会社が、取引金融機関に輸

入信用状の開設限度額及び為替予約取引等の

担保として差し入れています。 

※２ 関連会社に対するものは次のとおりです。 

その他（関係会社出資金） 93,350千円 

※２ 

※３ 授権株式数及び発行済株式の種類及び総数 

授権株式数    普通株式   398,328株 

発行済株式総数  普通株式   117,697株 

※３ 授権株式数及び発行済株式の種類及び総数 

授権株式数    普通株式  398,328株 

発行済株式総数  普通株式  117,727株 

※４ 自己株式の保有数 

普通株式    5,314株 

※４ 自己株式の保有数 

普通株式   5,314株 

５ ５  連結財務諸表提出会社は、中国における合

弁現地法人「蘇州創新中電科技有限公司」の

清算方針に基づき、合弁相手先企業である「中

国電子器件工業総公司」と清算に係る折衝を

行ってきましたが、「中国電子器件工業総公

司」が清算に関しての仲裁を中国仲裁委員会

に対して申し立てた旨の通知を同委員会から

平成17年10月19日に受領しました。平成17年

12月２日に「中国電子器件工業総公司」に対

して反訴申し立てを行ない、平成18年３月10

日に第１回の仲裁廷が開廷されました。 

（相手方申し立ての内容） 

合弁現地法人への「中国電子器件工業総公

司」の出資金と予想逸失利益、弁護士費用、

出張費などの総額2,148万人民元（約３億円）

及び仲裁費用を清算に係る損害賠償として請

求してきたもの。 
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(連結損益計算書関係) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次のと

おりです。 

荷造運賃 242,277千円

広告宣伝費 167,121千円

委託費 227,259千円

給与手当 933,570千円

雑給 301,152千円

賞与引当金繰入額 52,144千円

退職給付費用 32,259千円

減価償却費 238,054千円

研究開発費 233,584千円 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は

次のとおりです。 

荷造運賃 275,254千円

広告宣伝費 142,033千円

製品保証引当金繰入額 293,616千円

給与手当 764,308千円

雑給 254,535千円

貸倒引当金繰入額 199,021千円

賞与引当金繰入額 91,758千円

退職給付費用 12,489千円

減価償却費 173,111千円

研究開発費 160,573千円 
※２ 研究開発費の総額 

研究開発費の総額は233,584千円で、すべて販売費及

び一般管理費に含まれています。  

※２ 研究開発費の総額 

研究開発費の総額は160,573千円で、すべて販

売費及び一般管理費に含まれています。 

※３ 固定資産売却益の内訳 

機械装置及び運搬具 1,281千円

 

 
   

※３ 固定資産売却益の内訳 

土地 55,175千円

車両運搬具 1,167千円

工具、器具及び備品 52千円

計 56,394千円
   

※４ 固定資産除却損の内訳 

建物 1,309千円

その他 5,496千円

計 6,806千円

  

※４ 固定資産除却損の内訳 

建物 7,834千円

車両運搬具 290千円

工具、器具及び備品 39,340千円

長期前払費用 4,783千円

その他 649千円

計 52,897千円
  

※５ 固定資産評価損の内訳 

建物 113,501千円

土地 198,243千円

計 311,744千円 

※５ 固定資産評価損の内訳 

商標権 92,633千円 

※６ 固定資産売却損の内訳 

その他（会員権） 3,095千円

 

※６ 固定資産売却損の内訳 

建物 7,182千円

工具、器具及び備品 1,043千円

車両運搬具 235千円

計 8,462千円 
※７ 前期損益修正損の内訳 

過年度未収入金見積計上差額 21,494千円

 

※７  
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(連結損益計算書関係) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※８ ※８  関係会社損失には関係会社損失引当金繰入額

154,877千円が含まれています。  

 

※９ ※９  関係会社整理損失には関係会社整理損失引当金

繰入額114,928千円が含まれています。 

※10 ※10   (1)減損損失の概要 

地域 

 

用途 

 

種類 

 

金額（千円） 

 

北海道 事務所 建物等 671 

関東 事務所・倉庫 土地・建物等 449,175 

中部 事務所 建物等 21,657 

近畿 事務所 建物等 297 

中国四国 事務所 建物等 702 

九州 事務所 建物等 194 

台湾 事務所 建物等 148 

韓国 事務所 備品 33,811 

 

(2)減損損失の認識に至った経緯 

当社グループでは、継続して営業損失が発生し

ている資産グループについて、当該資産グループ

の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少

額を固定資産減損損失として特別損失に計上し

ています。 

 

(3)減損損失計上の内訳 

建物 114,592千円 

土地 180,074千円 

ソフトウェア 95,617千円 

その他 116,372千円 

計 506,657千円 

 

(4)資産のグルーピングの方法 

当社グループはキャッシュ・フローを生み出す

最小単位として、事業の種類別セグメントを基準

として、グルーピングしています。 

 

(5)回収可能価額の算定方法 

資産グループの回収可能価額は、正味売却価額

により測定しており、不動産鑑定評価等に基づき

算定しています。 
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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16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３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 

現金及び預金勘定 4,824,893千円

預入期間が３カ月を超える定期預金 △25,400千円

現金及び現金同等物 4,799,493千円
  

 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 

現金及び預金勘定 4,229,450千円

担保に供している定期預金 △1,500,000千円

現金及び現金同等物 2,729,450千円 
 

(セグメント情報) 

 事業の種類別セグメント情報 

  前連結会計年度（自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日） 

当連結会計年度における事業の種類別セグメントを示すと、次のとおりです。 

(単位：千円) 

  
パソコン事業 

  

テクニカル 
サポート、 

保守・修理事業 
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 17,465,915 985,709 18,451,625 
 

18,451,625 

 (2)セグメント間の 
内部売上高又は振替高 

1,219,600 1,080,260 2,299,861 (2,299,861) 
 

計 18,685,516 2,065,969 20,751,486 (2,299,861) 18,451,625 

営業費用 20,684,228 2,077,727 22,761,955 (2,267,861) 20,494,094 

営業損失 1,998,711 11,757 2,010,469 31,999 2,042,469 

Ⅱ資産、減価償却費及び 
資本的支出      

資産 11,572,980 769,617 12,342,597 (155,301) 12,187,295 

減価償却費 263,724 37,393 301,117 5,900 307,017 

資本的支出 107,588 2,369 109,958 
 

109,958 

（注）1 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっています。 

2 各区分の主な事業内容 

（1）パソコン事業   

パソコンの企画、開発・設計、販売 

      （2）テクニカルサポート、保守・修理事業 

                 パソコンのテクニカルサポート、保守・修理 

3 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は9,097千円であ

り、その主なものは当社の研修所・保養所に係る費用です。 

4 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は812,881千円であり、その 
主なものは研修所・保養所及び有価証券等です。 

5  減価償却費には長期前払費用に係る償却額が含まれています。 
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   当連結会計年度（自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日） 

    当連結会計年度における事業の種類別セグメントを示すと、次のとおりです。 

(単位：千円) 

  
パソコン事業 

  

テクニカル 
サポート、 

保守・修理事業 
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 18,834,786 791,188 19,625,975 ― 19,625,975 

 (2)セグメント間の 
内部売上高又は振替高 

275,322 941,139 1,216,461 (1,216,461) ― 

計 19,110,108 1,732,328 20,842,437 (1,216,461) 19,625,975 

営業費用 20,602,441 1,616,494 22,218,935 (1,209,898) 21,009,037 

営業利益又は営業損失（△） △1,492,332 115,834 △1,376,498 (6,563) △1,383,062 

Ⅱ資産、減価償却費、減損損
失及び資本的支出      

資産 9,252,263 677,111 9,929,374 (513,691) 9,415,683 

減価償却費 168,279 30,446 198,726 22,766 221,493 

減損損失 485,083 ― 485,083 21,574 506,657 

資本的支出 103,990 3,542 107,533 ― 107,533 

（注）1 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっています。 

2 各区分の主な事業内容 

（1）パソコン事業   

パソコンの企画、開発・設計、販売 

      （2）テクニカルサポート、保守・修理事業 

パソコンのテクニカルサポート、保守・修理 

3 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は7,266千円であ

り、その主なものは当社の研修所・保養所に係る費用です。 

4 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、43,627千円であり、投資

有価証券です。 

5  減価償却費には長期前払費用に係る償却額が含まれています。 

     

「所在地別セグメント情報」 

   前連結会計年度（自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日） 

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、いずれも90％を超えるため、所

在地別セグメント情報の記載を省略しています。 

当連結会計年度（自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日） 

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、いずれも90％を超えるため、所

在地別セグメント情報の記載を省略しています。 
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「海外売上高」 

 前連結会計年度（自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日） 

海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、記載していません。 

当連結会計年度（自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日） 

海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、記載していません。 
 
(リース取引関係) 

前連結会計年度   （自 平成 16 年 4月 1日 至 平成 17 年 3月 31 日） 

開示対象となるリース取引は、ありません。 

当連結会計年度   （自 平成 17 年 4月 1日 至 平成 18 年 3月 31 日） 

開示対象となるリース取引は、ありません。 
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（関連当事者との取引） 

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

（１）親会社及び法人主要株主等 

関係内容 

属性 
会社等 
の名称 

住所 
資本金 
(千円) 

事業の内容 
又は職業 

議決権等 
の所有 

(被所有)割合 
(％) 

役員の 
兼任等 

事業上 
の関係 

取引の内容 
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高 
(千円) 

主要 
株主 

ACTIV 
Investments 
Fund L．P． 

英国領西
インド諸
島ケイマ
ン諸島 

― 投資業 
(被所有) 

直接15.9 
― ― 

新株予約権
の交付 

― 
新株 
予約権 

556,554 

（２）役員及び主要株主等 

関係内容 

属性 
会社等 
の名称 

住所 
資本金 
(千円) 

事業の内容 
又は職業 

議決権等 
の所有 

(被所有)割合 
(％) 

役員の 
兼任等 

事業上 
の関係 

取引の内容 
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高 
(千円) 

役員及

びその

近親者 

大邊 創一 
神奈川県
横浜市金
沢区 

― 
当社代表取
締役 

(被所有) 

直接10.4 
― ― 

固定資産 
（会員権） 
の譲渡 

22,750 ― ― 

（注）１上記金額には消費税等は含まれていません。 

２取引条件及び取引条件の決定方針等 

会社簿価を考慮の上、市場価格に基づいた客観的評価により一般的取引と同様に決定

しています。 

 
当連結会計年度(自 平成 17 年４月１日 至 平成 18 年３月 31 日) 

 親会社及び法人主要株主等 

関係内容 

属性 
会社等 
の名称 

住所 
資本金 
(千円) 

事業の内容 
又は職業 

議決権等 
の所有 

(被所有)割合 
(％) 

役員の 
兼任等 

事業上 
の関係 

取引の内容 
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高 
(千円) 

主要 
株主 

ACTIV 
Investments 
Fund L．P． 

英国領西
インド諸
島ケイマ
ン諸島 

― 投資業 
(被所有) 

直接15.9 
― ― 

新株予約権
の交付 

― 
新株 
予約権 

556,554 
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（税効果会計関係) 
前連結会計年度 

 (平成17年３月31日) 
当連結会計年度 

 (平成18年３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 

(繰延税金資産)  

①流動資産  

繰越欠損金 
製品評価損否認額 
賞与引当金繰入限度超過額 
未払事業税否認額 
その他 

91,416千円 
78,341千円 
28,721千円 
22,863千円 
27,930千円 

小計 249,272千円 

評価性引当額 △249,272千円 

合計 ―千円 
 

②固定資産  

繰越欠損金 
退職給付引当金繰入限度超過額 

7,367,202千円 
53,765千円 

ゴルフ会員権等評価損否認額 1,267千円 

貸倒引当金繰入限度超過額 6,317千円 

減価償却超過額 7,216千円 

土地・建物評価損否認額 126,686千円 

その他 28,114千円 

小計 7,590,571千円 

評価性引当額 △7,590,571千円 

合計 ―千円 

  

(繰延税金負債)  

①固定負債  

その他有価証券評価差額金 5,798千円 

合計 5,798千円 

 
 

 

   

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)  

①流動資産  

繰越欠損金 
製品評価損否認額 
賞与引当金繰入限度超過額 
その他 
 

  81,276千円 
123,016千円 
21,899千円 

  11,253千円
   

小計 237,445千円 

評価性引当額 △237,445千円 

合計 ―千円 
 

②固定資産  

繰越欠損金 
退職給付引当金繰入限度超過額 

7,527,082千円 
46,534千円 

製品保証引当金繰入否認額 111,263千円 

貸倒引当金繰入限度超過額 173,817千円 

関係会社損失引当金繰入否認額 109,643千円 

固定資産評価損否認額 318,841千円 

その他 315,419千円 

小計 8,602,603千円 

評価性引当額 △8,602,603千円 

合計 ―千円 

  

(繰延税金負債)  

①固定負債  

その他有価証券評価差額金    6,377千円 

合計 6,377千円  

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                            40.6％ 
   （調整） 
   交際費等永久に損金算入されない項目  △0.2％ 

住民税均等割             △0.4％ 

評価性引当額の増減                     △39.3％ 

連結調整勘定償却           △0.3％ 

持分法による投資損失                  △1.0％ 

持分変動益                0.4％ 

海外子会社に係る適用税率の差異         △0.3％ 

その他                  0.1％ 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △0.4％ 
 

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                            40.6％ 
   （調整） 
   交際費等永久に損金算入されない項目  △0.2％ 

住民税均等割             △0.5％ 

評価性引当額の増減                     △36.1％ 

持分法による投資損失                  △1.6％ 

その他                 △2.7％ 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △0.5％ 
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(有価証券関係) 

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 
 

区  分 
連結貸借対照表 
計  上  額 

(千円) 

時  価 
(千円) 

差  額 
(千円) 

時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの    

国債・地方債等 ― ― ― 

時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの ― ― ― 

合  計 ― ― ― 

（注）保有目的を変更した有価証券 

当連結会計年度において、従来満期保有目的で保有していた債券（期首連結貸借対照表計上額

2,202,160千円）をその他有価証券に変更しています。これは借入金の返済等資金の効率的な運

用を図るためのものです。この保有目的の変更に伴い、当期末連結貸借対照表においては、有価

証券4,489千円、繰延税金負債1,824千円、その他有価証券評価差額金2,665千円それぞれ増加し

ています。 

 

２ その他有価証券で時価のあるもの 
 

区  分 
取 得 原 価 

(千円) 

連結貸借対照表 
計   上   額 

(千円) 

差  額 
(千円) 

連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの    

① 株式 30,714 40,493 9,779 

② 債券 500,210 504,700 4,489 

③ その他 ― ― ― 

小  計 530,924 545,193 14,269 

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 ― ― ― 

② 債券 ― ― ― 

③ その他 ― ― ― 

小  計 ― ― ― 

合  計 530,924 545,193 14,269 

(注) 有価証券の減損にあたっては、連結会計年度末における市場価格の終値が簿価の50％以下に下落

した場合には、簿価との差額を減損処理しています。また、連結会計年度末における市場価格の

終値が簿価の70％以下、50％超に下落した場合には、時価の回復可能性を検討し、回復の可能性

が見込めない場合には、簿価との差額を減損処理しています。その減損処理額は、2,484千円です。 
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３ 当連結会計年度中に売却した有価証券 

満期保有目的の債権 
 

 売却原価(千円) 売却額(千円) 売却益(千円) 

国債 1,700,953 1,717,551 16,597 

売却理由 借入金の返済と資金等の効率的な運用を図るため。 

その他有価証券 

売却額（千円） 売却益の合計（千円） 売却損の合計（千円） 

381,979 27,917 12,059 

 

４ 時価のない主な有価証券の内容 
 

内  容 連結貸借対照表計上額(千円) 

その他有価証券  

 非上場株式 35,323 

合  計 35,323 

 

５ その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額 
 

区  分 １年以内(千円) １年超５年以内(千円) ５年超10年以内(千円) 10年超(千円) 

１ 債券     

国債・地方債等 504,700 ― ― ― 

２ その他 ― ― ― ― 

合  計 504,700 ― ― ― 
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当連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 
 

区  分 
取 得 原 価 

(千円) 

連結貸借対照表 
計   上   額 

(千円) 

差  額 
(千円) 

連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの    

① 株式 31,645 47,338 15,692 

② 債券 ― ― ― 

③ その他 ― ― ― 

小  計 31,645 47,338 15,692 

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 ― ― ― 

② 債券 500,210 500,000 △210 

③ その他 ― ― ― 

小  計 500,210 500,000 △210 

合  計 531,855 547,338 15,482 

(注) 時価が連結貸借対照表計上額を超えないもののうち減損処理をしているものはありません。  

       

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 
 

売却額(千円) 売却益の合計(千円) 売却損の合計(千円) 

740,059 719,735 ― 

３ 時価のない主な有価証券の内容 
 

内  容 連結貸借対照表計上額(千円) 

その他有価証券  

 非上場株式 6,789 

合  計 6,789 

 

４ その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額 
 

区  分 １年以内(千円) １年超５年以内(千円) ５年超10年以内(千円) 10年超(千円) 

１ 債券     

国債・地方債等 500,000 ― ― ― 

２ その他 ― ― ― ― 

合  計 500,000 ― ― ― 
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(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16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 取引の内容 

当社の利用しているデリバティブ取引は、通貨関係

の為替予約取引です。 

２ 取引に対する取組方針 

当社のデリバティブ取引は、将来の為替変動による

リスク回避を目的としており、投機的な取引は行わな

い方針です。 

３ 取引の利用目的 

当社のデリバティブ取引は、外貨建金銭債務の為替

リスクを回避し、安定的な利益の確保を図る目的で利

用しています。 

当社はヘッジ会計を適用しており、ヘッジ会計の方

法、ヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針及びヘッジ

の有効性評価の方法については、連結財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項に記載しています。 

４ 取引に係るリスクの内容 

為替予約取引は、為替相場の変動によるリスクを有

しています。 

５ 取引に係るリスク管理体制 

年間の事業計画に基づき、予想される仕入金額を上

回らない額のデリバティブ取引に限定されています。

個別の取引は、製品仕入額に見合った取引に限定され

ており、当該デリバティブ取引の執行・管理について

は、財務担当部門が経営会議の承認を得て行っていま

す。 

１ 取引の内容 

同左 

 

２ 取引に対する取組方針 

同左 

 

 

３ 取引の利用目的 

同左 

 

 

 

 

 

 

４ 取引に係るリスクの内容 

同左 

 

５ 取引に係るリスク管理体制 

同左 

 
２ 取引の時価等に関する事項 

前連結会計年度(平成17年３月31日現在) 

該当事項はありません。 

なお、為替予約取引を行っていますが、ヘッジ会計を適用していますので注記の対象から

除いています。 

 
当連結会計年度(平成18年３月31日現在) 

該当事項はありません。 

なお、為替予約取引を行っていますが、ヘッジ会計を適用していますので注記の対象から

除いています。 
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(退職給付関係) 
 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 採用している退職給付制度の概要 

退職金規程に基づく社内積立の退職一時金制度を採

用しています。 
 

１ 採用している退職給付制度の概要 

同左 

 

２ 退職給付債務に関する事項 

①退職給付債務 △136,221千円 

②退職給付引当金 △136,221千円 
   

２ 退職給付債務に関する事項 

①退職給付債務 △114,511千円 

②退職給付引当金 △114,511千円 
  

３ 退職給付費用に関する事項 

①勤務費用 43,519千円 

②退職給付費用 43,519千円  

３ 退職給付費用に関する事項 

①勤務費用 16,367千円 

②退職給付費用 16,367千円  

 

 
 (１株当たり情報) 

 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１株当たり純資産額 71,326円87銭
 

１株当たり純資産額    52,247円61銭
 

１株当たり当期純損失 23,919円22銭
 

１株当たり当期純損失 24,763円10銭
 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について
は当期純損失を計上しているため記載していません。  

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について
は当期純損失を計上しているため記載していません。  

(注) １株当たり当期純損失及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎 

項目 

前連結会計年度 

（自 平成 16 年 4 月１日 

至 平成 17 年 3月 31 日） 

当連結会計年度 

（自 平成 17 年 4 月１日 

  至  平成 18 年 3月 31 日） 

当期純損失（千円） 2,688,114     2,783,446 

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― 

普通株式に係る当期純損失（千円） 2,688,114     2,783,446 

普通株式の期中平均株式数（株） 112,383     112,403 

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり当期純利益の算定に

含まれなかった潜在株式の概要 

新株予約権３種類 

（新株予約権24,030個） 

新株予約権４種類 

（新株予約権23,860個） 
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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) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当社グループは、平成14年３月期以降、営業損失、経

常損失及び当期純損失を継続的に計上し、営業キャッシ

ュ・フローもマイナスが継続しているため、継続企業の

前提に関する重要な疑義を抱かせる状況が存在していま

す。当該状況を解消すべく、当連結会計年度には経営体

制を刷新し、製品戦略、市場戦略を根本的に見直すこと

により業績の回復を目指しています。 

また、新事業計画において経営計画を見直し、従来の

ソーテック・リバイバルプランに加え新ビジネスモデル

を導入し、パソコンのコモディティ化に対応するための

スピード、瞬時の適応能力、商品に対する企画能力、QCD

コントロール能力、営業能力、サービス・サポート能力、

オペレーションに関わる諸能力の構築と施策を当連結会

計年度に実施してきました。その結果、当下半期におい

てはパソコン販売台数の増加という形でその効果が現れ

始めておりますが、収益の改善に向けてさらに徹底した

仕入れ管理による製品在庫の大幅圧縮、直接販売部門の

拡充と新規取引先チャネルの開拓による規模の追求、資

金の効率運用による有利子負債残高ゼロ・オペレーショ

ンの実践等を図って行きます。 

これらの施策の適切な実践により翌連結会計年度にお

いては業績の回復が見込まれるため、継続企業の前提に

関する重要な疑義は解消されるものと判断しています。

従いまして、連結財務諸表は継続企業を前提として作成

されており、このような重要な疑義の影響を連結財務諸

表には反映していません。 

  

当社グループは、平成14年３月期以降、営業損失、経

常損失及び当期純損失を継続的に計上し、営業キャッシ

ュ・フローもマイナスが継続しているため、継続企業の

前提に関する重要な疑義が存在しています。当連結会計

年度は新経営体制のもと、メーカーであることの使命を

明確に認識し、モノづくりに真正面から取り組み「新し

い企業文化を創り出し、社会的存在価値のある企業への

転生」を目指し、実質的な改革の第一歩を踏みだしまし

た。 

その施策として①「BTO生産の確立」②「法人市場への

参入」③「WEB/ダイレクト販売の強化」④「新規事業の

取り組み」（パソコンと相乗効果のとれる周辺機器市場へ

の参入）を新ビジネスモデルの柱として、業容の拡大の

みならず質の面での改善により、早期黒字化の達成に取

り組んできました。取り組みスピードの不足、また、市

場への認識・浸透力不足から改善すべき点がありますが、

着実に成果が出始めております。 

当社グループは上記の諸施策に、業績回復の自信を持

っています。新経営体制のもと、当連結会計年度にスタ

ートをした諸施策を、従来にも増して組織能力を最大限

に発揮して、業績の回復による黒字化の達成と定着を目

指します。 

①「BTO生産の確立」はユーザのニーズを細かく取り入

れ最終完成品として仕上げ、コモディティ化した商品に

「付加価値」を付けることにより収益を上げます。②「法

人市場への参入」は「e－three」のブランドで、パソコ

ン市場の55％～60％を構成する市場に積極的に参入して

行きます。③「WEB/ダイレクト販売の強化」は直接ユー

ザに対して受注活動のできる収益性の高い販売活動です

ので、中枢事業として育成します。④「新規事業の取り

組み」は専業としているパソコン事業と相乗効果のとれ

る収益性の高い「周辺機器」の市場に参入を図ります。 

これらの諸施策の実践により翌連結会計年度は業績の

回復が見込まれるため、継続企業の前提に関する重要な

疑義は解消されると判断しています。従いまして、連結

財務諸表は継続企業を前提として作成されており、この

ような重要な疑義の影響を連結財務諸表には反映してい

ません。 
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  (重要な後発事象) 

前連結会計年度 
 (自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

（１）連結財務諸表提出会社は、平成17年４月27日開催

の取締役会において、平成16年６月25日開催の第21

期定時株主総会での承認に基づき、ストックオプシ

ョンとして新株予約権を連結財務諸表提出会社の

従業員２名に付与する決議をいたしました。 

①新株予約権の目的となる株式の種類及び数 

連結財務諸表提出会社普通株式 300株 

②新株予約権の数 

300個 

③新株予約権の発行価額 

無償 

④新株予約権の行使時の払込金額 

68,400円 

⑤新株予約権の行使期間 

平成18年６月26日から平成26年６月24日まで 

 

（２）連結財務諸表提出会社は、平成17年６月28日開催

の第22期定時株主総会において、資本減少を決議い

たしました。 

①資本減少の目的 

資本の欠損填補として。 

②減少する資本の額 

2,726,700,609円 

③資本の減少の方法 

無償で減少させる。 

④効力発生日 

平成17年８月中 
 

連結財務諸表提出会社は、平成18年５月17日開催の

取締役会において、当社グループの競争力強化と業務

の効率的運営等を図るため、連結財務諸表提出会社の

連結子会社である（株）ソーテック・イー・サービス

を吸収合併することを決議し、同日付で合併覚書に調

印しました。 

①存続会社：（株）ソーテック 

②合併比率及び交付金：合併契約締結までに両社協

議のうえ決定予定。 

③合併期日：平成18年９月１日（予定） 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


