
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 株式会社ディーアンドエムホールディングス 上場取引所 東

コード番号 6735 本社所在地 神奈川県

(URL　http://www.dm-holdings.com/)

代　　表　　者 代表執行役CEO 株本　辰夫

問合せ先責任者 CFO 石橋　善一郎 ＴＥＬ　（０４４）６７０－１１１１

決算取締役会開催日 平成18年５月17日

親会社等の名称 RHJインターナショナルSA／NV 親会社等における当社の議決権所有比率　　51.46％

米国会計基準採用の有無 無

１．平成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 ＊記載金額は、百万円未満を切捨て表示してあります。

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 ％

18年３月期 89,312 △2.6 3,606 286.9 3,106 211.2 2,397 292.3

17年３月期 91,693 4.9 932 △9.9 998 104.0 611 －

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

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年３月期 27 23 26 58 9.2 4.9 3.5

17年３月期 7 00 6 82 2.8 1.7 1.1

（注）   ①持分法投資損益 18年３月期 △25 百万円 17年３月期 △3百万円

②期中平均株式数（連結） 18年３月期          88,054,347株 17年３月期 87,363,977株

③会計処理の方法の変更 無

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  

総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

百万円 百万円 ％  円　銭

18年３月期 63,454 26,133 41.2  295.60

17年３月期 57,983 22,031 38.0  251.22

（注）①期末発行済株式数（連結） 18年３月期 88,496,228株 17年３月期 87,765,680株

(3）連結キャッシュ・フローの状況  

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

18年３月期 △2,855 3,061 △261 1,294

17年３月期 △1,469 1,044 △729 1,250

(4）連結範囲及び持分の適用に関する事項  

連結子会社数 31社 持分法適用非連結子会社数 －社 持分法適用関連会社数 1社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況  

連結（新規） 4社 （除外） －社 持分法（新規） －社 （除外） －社

２．平成19年度３月期の連結業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日）  

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

中間期 41,100 200 0

通　期 91,700 4,100 2,280

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　 　25円　30銭

（注）上記の業績予想は現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後の様々な要因によって

異なる結果となる可能性があります。
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１．企業集団の状況

　当社グループは、持株会社である「株式会社ディーアンドエムホールディングス」の傘下に「デノン事業組織」、

「マランツ事業組織」、「マッキントッシュ事業組織」、「ボストン・アコースティックス／スネル・アコースティッ

クス事業組織」及び、「デジタル・ネットワークス・ノース・アメリカ（DNNA）」の６事業が形成されております。

　それぞれの具体的活動内容は以下のとおりです。

●　「株式会社ディーアンドエムホールディングス」

　平成14年５月14日に日本マランツ株式会社と株式会社デノンが、競争力の強化および資本効率の向上等、経営上

のメリットを追求するため、商法第364条に定める株式移転により共同完全親会社として形成されました。なお、平

成17年４月１日、経営判断及び事業運営の迅速化を推進すべく、傘下にあった株式会社デノン、日本マランツ株式

会社及び株式会社ディーアンドエムマニュファクチュアリングを統合いたしました。

●　「デノン事業組織」、「マランツ事業組織」、「マッキントッシュ事業組織」

　音響・映像分野のプレミアム・ブランドであり、かつ、当社グループのコア事業であるデノン・マランツ・マッ

キントッシュそれぞれのAV機器に関する企画・開発・マーケティング・販売活動などを推進する組織です。

●　「ボストン・アコースティックス事業組織/スネル・アコースティックス事業組織」

　　ボストン・アコースティックスとスネル・アコースティックスは、平成17年８月末に買収を完了し、D&M傘下に

新たに加わりました。ボストン・アコースティックスは”ボストン・サウンド”で知られる家庭およびカー・オー

ディオ向け高級スピーカーを、スネル・アコースティックスは超高級スピーカーの企画・開発・マーケティング・

販売活動を推進しております。

●　「デジタル・ネットワークス・ノース・アメリカ（DNNA）」

　デジタル・ビデオ・レコーダー事業のリプレイTV、及び、デジタル・ホーム・エンターテイメント事業のエシェ

ントをそれぞれ資産買収により獲得した際に、これらを束ねる組織として形成されました。リプレイTV・エシェン

ト各事業の強化及び、これら最先端デジタル・ネットワーク関連技術のデノン、マランツ、マッキントッシュ各製

品への導入を推進する役割を担っております。ポータブル・オーディオ事業のリオについては平成17年9月末に事業

から撤退いたしました。

　これらの事業組織により、当社グループは音響・映像の分野を軸に技術融合とバックエンド業務の効率化を推し進

めながら、グローバルなマーケットでそれぞれトップブランドとしての地位を確実にして参ります。

　当社グループは、当社、子会社31社及び関連会社２社より構成されており、AV機器、デジタル・ネットワーク機器

の開発及び販売を主な事業としているほか、これらに付帯するサービス業務を営んでおります。

　各事業の主な内容は、次のとおりであります。

事業内容 主要製品及び商品

ＡＶ機器関連事業

ステレオアンプ、ＡＶレシーバー、チューナー、スピーカー、テープデッキ、ＭＤデッキ、ＣＤプ

レーヤー、ＣＤレコーダー、ビデオＣＤプレーヤー、ＤＶＤプレーヤー、システムオーディオ、Ｄ

ＬＰプロジェクター、車載用スピーカー、ＭＯレコーダー、ＩＣメモリー、業務用カラオケ機器、

ＤＪ機器、長時間通話録音装置、設備音響機器、映像監視システム

デジタル・ネット

ワーク関連事業

ネットワーク・メディア・サーバー、ネットワーク・メディア・マネージャー、パーソナルビデオ

レコーダー
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　事業の系統図は次のとおりであります。

 

国内販売・サービス子会社(連結子会社) 

・株式会社デノンコンシューマーマーケティング 

・株式会社マランツコンシューマーマーケティング 

・株式会社デノンラボ 

・株式会社シーティーエヌ 

欧州における持株会社(連結子会社) 

・D&M Eurepe BV. 

欧州における販売子会社（連結子会社） 

・D&M Germany GmbH. 

・D&M France SAS. 

・D&M Audiovisual Ltd. 

・Marantz Italy srl. 

海外生産子会社(連結子会社) 

・D&M (Zhong Shan) Co., Ltd. 

・Denon Asia Company Ltd. 

・Denon Shenzhen Company Ltd. 

得
意
先 

株式会社 ディーアンドエムホールディングス 

（生産、販売及びグループの統括・管理） 

北米における持株会社（連結子会社） 

・D&M Holdings U.S. Inc. 

北米における販売子会社（連結子会社） 

・Denon Electronics LLC. 

・Marantz America Inc. 

・McIntosh Laboratory Inc. 

・Digital Networks North America Inc. 

・Boston Acoustics Inc. 

・D&M Canada Inc. 

アジアにおける販売子会社（連結子会社） 

・D&M Singapore Pte., Ltd. 

・D&M Digital Audio Trading（Shanghai）Ltd. 

・Marantz Shanghai Trading Ltd. 

・Marantz Hong Kong Ltd. 
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２．経営の基本方針

　当社グループは以下の経営理念と経営方針に基づき事業運営に取り組んでおります。

理念

　音と映像を通じて人々に感動を与え、心豊かな社会実現に貢献する

方針

●　プレミアムAVソリューションの提供を柱として、ホーム・エンターテイメント市場のリーダーになる

●　想像豊かなソリューションと高品質なサービスの提供によって顧客満足を獲得する

●　ビジネス・パートナーと強い協力関係を結び、互いの発展のために努力する

●　世界トップレベルの経営体質を実現し、社会にとって価値のある存在となる

●　個性を尊重し、社員ひとりひとりが働きがいのある環境を提供する

(1）利益配分に関する基本方針

　当社は、株主に対する配当政策を重要な経営政策のひとつと位置付けており、長期的安定配当を継続して実施して

いくことを基本方針としております。配当金額は財務状況及び連結業績等を勘案して決定し、内部留保につきまして

はグループ内の活動資金、設備資金、新商品開発投資などに有効活用し、競争力の維持・強化と収益力の向上に努め

る所存です。

　平成18年３月期の利益配当金につきましては、１株につき５円とさせていただくこととなりました。

(2）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

　現在の１単元の株式数、1000株は、株価を鑑みるに投資単位としては適切な水準と考えています。

(3）目標とする経営指標

　当社では、グローバル企業として連結経営で収益力の向上を推進してまいります。統合のシナジー効果を通して売

上高営業利益率、EBITDA（金利、税金、償却前利益）率を向上し、長期的に、それぞれ10％、12.5％を目標にします。

(4）中期的な経営戦略

　既に事業展開している北米、日本、欧州、アジア地区などで、さらなるシェア拡大をはかるとともに、今後は成長

著しい新興国のプレミアム市場の開拓に努めます。また、昨年のボストン・アコースティックス買収を足がかりに、

カーOEMの分野における事業拡大の可能性を探ります。

 

(5）会社の対処すべき課題

        • 市場拡大と新規事業立ち上げ

          • 新興市場でのプレゼンス拡大

          • カーＯＥＭ事業強化とD&Mブランドへの横展開

        • ソリューション提供力の強化

          • 機能／フィーチャーによって差別化した製品の提供

          • D&Mの特色を活かしたネットワーク・ソリューションの実現

     • 人的リソースの強化

       • サービス、及びボストン・アコースティックスを中心に、人材面の補強

     • パートナーシップの構築

       • 技術提携や企業提携による、新たな製品開発やチャネルの開拓

  • オペレーションの効率化追求

    • 日本の販売組織再編による販管費の削減

    • ボストン・アコースティックスの迅速な統合

    • 中国工場の生産規模拡大
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(6）親会社等に関する情報

 

    ①　親会社等の商号等

親会社等 属性
親会社等の議決権所

有割合（％）

親会社が発行する株券が上場されている

証券取引所等

RHJインターナショ

ナル（RHJI）
親会社 51.46

ベルギーユーロネクストブリュッセル証

券取引所　市場第一部

 

 ② 親会社等の企業グループにおける当社の位置付けおよび当社と親会社等の関係

 RHJIは当社を含む6社に対する投資を事業とする持株会社であり、当社も同社を中心とする企業グループに属して

おりますが、グループ内に当社と類似の事業を営む会社は無く、事実上の連携もありません。

当社の取締役9名のうち、RHJIのメンバーは4名、指名委員会、報酬委員会、監査委員会は各々2名、3名、2名となっ

ております（各委員会定員は3名）。これらは、主に経営情報の交換を目的とするものでありますが、今6月の株主

総会で、取締役を10名に増員し、うちRHJIのメンバーは4名となる予定であります。各委員会についてもRHJIのメン

バーは1名ずつを予定しております。今回の変更は、当社の事業モデルが概ね確立し、設立当初よりも一層、当社主

導による経営体制が定着してきたことによるものと言えます。

RHJIは当社の発行済株式数の過半数を所有していますが、事業活動を遂行する上での承認事項に、親会社としての

強制はありません。過去のM&A案件について助言を受けたケースもありましたが、これらについては別途コンサル

ティング契約を締結の上実施されました。契約に排他的な条項は含まれず、料金も業界で標準的な額に定められて

おります。

財務的には、安定的な大株主のRHJIの存在が、当社の信頼性を高めている側面も見受けられます。このように、親

会社との緊密な協力関係を保ちながらも、事業運営上の独立性は十分確保されているものと認識しております。

 

   （役員の兼任状況）

役員

 

氏名 親会社等での役職 就任理由

 取締役
ジェフ・ヘンド

レン

RHJインターナショナル 

SA/NV　ボードメンバー 経営体制強化

 

 ③ 親会社等との取引に関する事項

   「４．連結財務諸表等（関連当事者との取引）」に記載しております。
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３．経営成績及び財政状態

(1）当期の概況

　平成17年度は、コスト競争の激化や商品化スピードのさらなる加速など、家電メーカーにとっては利益の確保が難

しい状況にありましたが、当社がコア事業と位置づけているプレミアムAV分野は堅調に推移いたしました。現在、発

展途上にある国々の今後の経済成長や、先進国における富裕層の増大を鑑みますと、プレミアム製品に対する需要は、

今後ますます大きくなるものと見込んでおります。

　このような状況の中で、当社グループの主力事業であるプレミアムAVでは、当期においてボストン・アコースティッ

クスの統合を完了し、仕様や機能面において他社とは差別化された様々な高級品が市場に受入れられました。また、

デジタル・ネットワーク事業においては、9月末をもってリオのMP3プレーヤー事業を撤退いたしました。

　この結果、当連結売上高は893億12百万円、経常利益は31億６百万円、当期純利益は23億97百万円となりました。

• 今期の主な成果と、今後の活動

• マネジメント体制の強化 

2006年4月25日、元 米ディーボルド社社長兼COOのエリック・シー・エヴァンズが代表執行役兼共同CEOに就任しま

した。それ以前は米エマソン社での空調制御事業のグループ・ヴァイス・プレジデントを務めています。今後は、

その戦略的知識や実務経験を活かし、マネジメントの一員としてD&Mをリードしてまいります。  

• 新興市場でのプレゼンス拡大 

マーケットについては、先進国の富裕層の増大だけでなく、BRICSと呼ばれるような新興国の市場も広がりを見せて

おり、我々の得意とするプレミアムAV機器の購買層が増加傾向にあります。D&Mでは地域マネジメント制の利を活か

し、先進国及び発展途上国それぞれのニーズを汲み、製品開発・マーケティングを進めてまいります。

• カーＯＥＭ事業強化とD&Mブランドへの横展開

2005年8月のボストン・アコースティックス買収により、新たにカーOEMという事業分野がD&Mに加わりました。ボス

トン・ブランドは、米クライスラーの2007年モデルである、「ダッジ・カリバー」にも採用され、現在8車種に搭載

されております。2006年3月には元・米ソニー・エレクトロニクス社のチーフ・デザイン・エンジニアで、後にデジ

タル・スピーカー事業を立ち上げた商品企画開発担当ヴァイス・プレジデントをボストンのチーフ・エンジニアに

迎えました。彼の持つ知的財産・ノウハウの活用により、今後もユニークな商品開発を推進してまいります。また、

米ビステオン社や米リア社などでも経験を積んだ元 米メイ＆スコフィールド社COOがカーOEM事業部門のプレジデン

トに就任しました。マーケティング面では今後、彼を中心にグローバルな事業統括・展開してまいります。

• 機能／フィーチャーによって差別化した製品の提供

ハイエンド分野では、デノンがAVC-A1XVA等、ネットワーク対応のAVレシーバーを発表し、マランツはフルHD対応の

プロジェクターVP-11S1を始めとする高音質／高画質を追及した製品を開発しました。デザイン性の高い製品につい

ても同様に、ブランドの個性を活かし、各々のセンスで製品開発し、棲み分けを図っております。デノンは、入力

信号の方式にかかわらず高品位なデジタルビデオ信号の伝送が可能なデジタルビデオ・インターフェイス“HDMI”が

人気を博しており、世界的に市場のシェアを増加させました。マランツは、電灯線を通じてデジタルオーディオを

送信するDAvEDテクノロジーを利用した全機能搭載ホームシアターレシーバーを販売いたしました。マッキントッ

シュは、先例のないスーパープレミアム・ブランドAVコンポのリファレンスシステム販売に成功いたしました。ボ

ストン・アコースティックスは、超小型、高性能、ステレオ、デジタルHDラジオであります“Recepter Radio© 

HD”の販売に成功いたしました。

デジタルネットワーク事業については、リプレイTVが米ホーポーグ社との提携によるDVR機能搭載のPCカード販売計

画を発表いたしました。エシェントは、その製品ラインアップを広げ、Fireball SE-80およびFireball SE-D1の販

売によってメディア・マネージャー・セグメントにおける新たな視聴者層を獲得いたしました。

なお、D&M独自のネットワーク・ソリューションCDSM（コンテンツ・ドリブン・マネジメント）については、引き続

き製品化・システム化に向けて開発を継続しております。 

• オペレーションの効率化追求

日本国内において、効率化及び収益性向上のため、販売組織のフラット化とバックオフィス業務を統合する組織再

－ 6 －



編を実施しました。2006年度以降については、年間3億円ほどの費用削減を見込んでおります。

ボストン・アコースティックスについては、開発・営業・製造・バックオフィスの各方面において、順次、統合活

動を推進中です。

中国工場は現在、基板ライン4本、組立ライン5本で年間60億円弱、月間3万台の生産能力、600名規模の工場となっ

ており、生産を増強し、順調に稼動しております。

－ 7 －



(2）販売と利益の状況

　平成18年３月31日を末日とする当連結売上高は893億12百万円、経常利益は31億６百万円、当期純利益は23億97百万

円となりました。

　プレミアムAV事業は平成18年3月期売上高845億40百万円で前年同期756億12百万円に比べ89億28百万円(11.8%)の増

収となりました。これらは、主にボストン・アコースティックスの７ヶ月間の営業成績が含まれていること、デノン、

マランツ、マッキントッシュの堅調な販売によるものであります。D&Mプレミアムブランドは、今期そのターゲットと

するAVチャネルにおいてレシーバーとステレオアンプのマーケットシェアを拡大することができました。営業利益は

43億64百万円と前年同期33億98万円に比べ9億66百万円(28.4%)の増益となりました。これは、主にボストン・アコー

スティックスによる貢献、マランツの利益率改善と買収後のボストン・アコースティックスの統合効果、マッキントッ

シュの確固とした成長によるものであります。
　

　デジタル・ネットワーク関連事業は平成18年3月期売上高47億72百万円で前年同期に比べ著しい減少となりました。

平成18年3月期の営業損失は7億56百万円にまで削減されました。これら売上および営業損失の減少は、リオ事業から

の撤退とそのテクノロジーの販売によるものです。リオ事業撤退後のエシェント、リプレイTV、アドバンスト・セン

ター・フォー・テクノロジーズ（ACT）から構成されるデジタル・ネットワーク関連事業は、平成18年3月期利益を計

上しております。

　

(3）財政状態

　当期の連結キャッシュフローは以下のようになりました。

営業活動によるキャッシュフロー △28億55百万円

投資活動によるキャッシュフロー 30億61百万円

財務活動によるキャッシュフロー △2億61百万円

現金及び現金同等物の期末残高 12億94百万円

(4）平成19年３月期の業績見通し

　平成19年３月期の連結業績見通しとして、売上高は917億円、経常利益41億円と予想しています。なお、純利益は22

億80百万円と見込んでいます。

連結業績見通し

売上高 経常利益 当期純利益

百万円
対前期増減率

（％）
百万円

対前期増減率
（％）

百万円
対前期増減率

（％）

中間期 41,100 5.4 200 － 0 －

通期 91,700 2.7 4,100 32.0 2,280 △4.9

－ 8 －



４．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（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

現金及び預金   1,250   1,294  

受取手形及び売掛金 ※２  16,301   15,795  

たな卸資産   12,586   14,504  

短期貸付金   125   175  

繰延税金資産   2,104   3,021  

その他   1,735   1,558  

貸倒引当金   △964   △926  

流動資産合計   33,138 57.2  35,423 55.8

－ 9 －



  
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（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

Ⅱ　固定資産        

有形固定資産        

建物及び構築物 ※1,2  2,160   3,123  

機械装置 ※1,2  341   503  

工具器具備品 ※１  1,150   1,102  

土地 ※２  3,748   1,500  

建設仮勘定   713   778  

有形固定資産合計   8,114   7,009  

無形固定資産        

連結調整勘定   3,006   2,830  

商標権   1,420   2,112  

営業権   2,885   5,418  

その他   2,133   4,001  

無形固定資産合計   9,446   14,363  

投資その他の資産        

投資有価証券 ※３  1,323   1,431  

繰延税金資産   5,137   4,255  

その他   932   1,140  

貸倒引当金   △300   △174  

投資その他の資産合計   7,092   6,653  

固定資産合計   24,653 42.5  28.025 44.2

Ⅲ　繰延資産        

創立費   191   5  

繰延資産合計   191 0.3  5 0.0

資産合計   57,983 100.0  63,454 100.0

        

－ 10 －



  
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（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

支払手形及び買掛金   11,285   8,613  

短期借入金
※

2,4,5
 4,496   876  

一年内返済予定長期借入
金

※
2,4,5

 1,000   600  

未払金   1,200   1,890  

未払費用   2,488   4,917  

未払法人税等   572   1,412  

繰延税金負債    －   294  

製品保証引当金   1,030   1,159  

賞与引当金   914   730  

その他   1,287   1,123  

流動負債合計   24,274 41.9  21,619 34.1

Ⅱ　固定負債        

長期借入金
※

2,4,5
 4,933   9,014  

繰延税金負債   
 
 

 －   614  

退職給付引当金   6,057   5,389  

役員退職慰労引当金   83   85  

その他   518   478  

固定負債合計   11,592 20.0  15,581 24.5

負債合計   35,867 61.9  37,201 58.6

        

（少数株主持分）        

少数株主持分   83 0.1  120 0.2
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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（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資本の部）        

Ⅰ　資本金   3,255   3,279  

Ⅱ　資本剰余金   15,630   15,653  

Ⅲ　利益剰余金   3,325   5,547  

Ⅳ　その他有価証券評価差額金   139   403  

Ⅴ　為替換算調整勘定   △300   1,275  

Ⅵ　自己株式 ※６  △18   △25  

資本合計   22,031 38.0  26,133 41.2

負債、少数株主持分及び資
本合計

  57,983 100.0  63,454 100.0

        

－ 12 －



(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（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   91,693 100.0  89,312 100.0

Ⅱ　売上原価 ※３  60,207 65.7  55,742 62.4

売上総利益   31,485 34.3  33,569 37.6

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1,3  30,553 33.3  29,963 33.5

営業利益   932 1.0  3,606 4.0

Ⅳ　営業外収益        

受取利息  22   18   

受取配当金  24   9   

固定資産賃貸収入  101   38   

有価証券売却益  815   －   

その他  80 1,046 1.1 38 105 0.1

Ⅴ　営業外費用        

支払利息  245   246   

創立費償却  189   185   

支払手数料  104   69   

新株発行費償却  70   －   

為替差損  152   6   

その他  217 980 1.1 98 606 0.6

経常利益   998 1.1  3,106 3.5

Ⅵ　特別利益        

固定資産売却益  4   0   

都市再開発による権利変
換益

 899   －   

過年度有価証券売却益  958   －   

土地建物売却益  －   7,479   

投資有価証券売却益  40   －   

貸倒引当金戻入益  －   157   

その他  8 1,911 2.1 18 7,655 8.6

－ 13 －



  
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（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅶ　特別損失        

固定資産除却損 ※２ 305   30   

固定資産売却損 ※２ 159   0   

棚卸資産評価損  237   107   

過年度特許料  295   116   

クレジットアレンジメン
トフィー償却

 320   －   

事業撤退損失  －   5,099   

組織再編費用  －   574   

投資有価証券評価損  －   100   

投資有価証券売却損  50   －   

早期割増退職金  67   412   

その他 ※４ 256 1,693 1.8 263 6,702 7.5

税金等調整前当期純利益   1,216 1.3  4,059 4.5

法人税、住民税及び事業
税

 933   1,512   

法人税等調整額  △351 581 0.6 110 1,623 1.8

少数株主利益   23 0.0  38 0.0

当期純利益   611 0.7  2,397 2.7

－ 14 －



(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（百万円） 金額（百万円）

（資本剰余金の部）      

Ⅰ　資本剰余金期首残高   15,620  15,630

Ⅱ　資本剰余金増加高      

１　新株予約権行使による新
株式の発行

 9 9 23 23

Ⅲ　資本剰余金期末残高   15,630  15,653

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ　利益剰余金期首残高   2,713  3,325

Ⅱ　利益剰余金増加高      

１　当期純利益  611 611 2,397 2,397

Ⅲ　利益剰余金減少高      

１　配当金  － － 175 175

Ⅳ　利益剰余金期末残高   3,325  5,547

－ 15 －



(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（百万円） 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

   

税金等調整前当期純利益  1,216 4,059

減価償却費／無形固定資
産償却

 1,628 1,980

連結調整勘定償却額  181 176

都市再開発に伴う権利変
換益

 △899 －

クレジットアレンジメン
トフィー償却

 320 －

創立費等償却額  189 185

新株発行費償却額  70 －

貸倒引当金の増減額（△
は減少）

 335 △313

返品調整／割戻引当金の
増加額

 299 270

製品保証引当金の増減額
（△は減少）

 △136 128

賞与引当金の増加額  22 403

退職給付引当金の減少額  △474 △667

受取利息及び受取配当金  △47 △28

支払利息  245 246

為替差益  － △5

持分法による投資損失  3 25

投資有価証券売却損  50 －

投資有価証券評価損  7 100

投資有価証券売却益  △40 －

有価証券売却益  △815 －

過年度有価証券売却益  △958 －

過年度特許料  295 －

有形固定資産売却益  △4 △7,479

－ 16 －



  
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（百万円） 金額（百万円）

有形固定資産売却損  159 0

有形固定資産除却損  6 132

無形固定資産売却益  － △667

無形固定資産除却損  299 875

売上債権の増減額（△は
増加）

 △1,389 1,837

たな卸資産の増加額  △2,011 △207

仕入債務の増減額（△は
減少）

 1,729 △3,466

未払消費税等の増加額  245 195

その他資産の増減額（△
は増加）

 254 △362

その他負債の増減額（△
は減少）

 △1,231 426

小計  △450 △2,156

利息及び配当金の受取額  32 28

利息の支払額  △305 △238

法人税等の支払額  △746 △488

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 △1,469 △2,855

－ 17 －



  
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（百万円） 金額（百万円）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

   

有形固定資産の取得によ
る支出

 △1,544 △1,739

有形固定資産の売却によ
る収入

 547 10,846

無形固定資産の取得によ
る支出

 △85 △95

無形固定資産の売却によ
る収入 

 － 998

連結子会社の株式取得に
要した支出

※２ － △7,280

有価証券の売却による収
入

 1,774 －

投資有価証券の取得によ
る支出

 0 －

投資有価証券の売却によ
る収入

 261 239

連結範囲変更を伴う子会
社株式取得による収入

※２ 20 －

貸付による支出  － △50

貸付金の回収による収入  70 144

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 1,044 3,061

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

   

短期借入金の純増減（△
は減少）

 236 △3,624

長期借入れによる収入  4,000 7,500

長期借入金の返済による
支出

 △5,000 △4,000

株式の発行による収入  16 46

少数株主からの払い込み
による収入

 21 －

自己株式の取得による支
出

 △3 △7

配当金の支払額  － △175

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 △729 △261

－ 18 －



  
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（百万円） 金額（百万円）

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る
換算差額

 19 97

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

 △1,136 43

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首
残高

 2,386 1,250

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末
残高

※１ 1,250 1,294

－ 19 －



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

 

連結の範囲に関する事項

すべての子会社を連結しております。

連結の範囲に関する事項

すべての子会社を連結しております。

 

 

 

 

連結子会社数　27社

主要会社名

関係会社の状況に記載しております。

株式会社デノン、日本マランツ株式

会社

連結子会社数 31社

主要会社名

関係会社の状況に記載しております。

株式会社デノンコンシューマーマー

ケティング、株式会社マランツコン

シューマーマーケティング

 

 

 

（新規）

・ディーアンドエム（チュンザン）コ

リミテッド

・マランツカナダインク

・マランツホンコンリミテッド

ディーアンドエム（チュンザン）コ

リミテッドにつきましては、海外生

産拠点のハブとして平成16年10月に

設立されました。

マランツカナダインクにつきまして

は、カナダにおけるマランツブラン

ド製品の拡大のため平成16年４月に

設立されました。

マランツホンコンリミテッドにつき

ましては、持分法適用関連会社でし

たが、持分追加取得により連結子会

社となりました。

 

上記主要連結子会社は、平成17年４月

に、当社及び連結子会社であった株式

会社デノン、日本マランツ株式会社及

び株式会社ディーアンドエムマニュ

ファクチャリング間における合併、ま

た同日付での株式会社デノンコン

シューマーマーケティング、株式会社

マランツコンシューマーマーケティン

グの新設分割をおこなったことにより

設立されました。

 

（新規）

・ボストンアコースティックスインク

他　（子会社３社を含む）

　

 平成１７年８月に買収により当社グ

ループに加わりました。

 

 

２　持分法の適用に関する事項 持分法適用関連会社　１社

会社名　エムケーエンタープライズリミ

テッド

マランツホンコンリミテッドは、持分追

加取得により、当連結会計年度より連結

子会社に含めております。

持分法適用関連会社　１社

会社名　エムケーエンタープライズリミ

テッド

 

 

 

持分法を適用しない関連会社は以下のとお

りであります。

会社名　株式会社アコースティガイドデ

ノン、カリンデノンエンターテ

インメントインク

持分法を適用しない関連会社は以下のとお

りであります。

会社名　カリンデノンエンターテインメ

ントインク

 なお、持分法を適用していない関連会社

２社の合計の純損益及び利益剰余金等は、

いずれも少額であり、連結財務諸表に及

ぼす影響は軽微であります。

なお、持分法を適用していない関連会社

の純損益及び利益剰余金等は、いずれも

少額であり、連結財務諸表に及ぼす影響

は軽微であります。

 

 

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、連結決算日に

一致しております。

 

 

同左

 

－ 20 －



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　有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

ａ　時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時

価法であり、評価差額は全部資

本直入法により処理しておりま

す。

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

ａ　時価のあるもの

同左

 

 

ｂ　時価のないもの

移動平均法に基づく原価法を採

用しております。

ｂ　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

当連結会計年度よりたな卸資産の評

価基準及び評価方法を統一しました。

なお、統一による影響は軽微であり

ます。

②　たな卸資産の評価基準及び評価方法

 

 

 

ａ　製品

先入先出法による原価法を採用

しております。

ａ　製品

      同左

 

 

ｂ　半製品

最終仕入原価法に基づく原価法

を採用しております。

ｂ　半製品

      同左

 

 

ｃ　材料・仕掛品

移動平均法による原価法を採用

しております。

 

③ デリバティブ取引により生じる正味の

債権（及び債務）の評価基準及び評価

方法

　　－

ｃ　材料・仕掛品

      同左

 

 

③ デリバティブ取引により生じる正味の

債権（及び債務）の評価基準及び評価

方法

　時価法

 

 

 

 

 

(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

定率法を採用しております。ただし、

平成10年４月１日以降取得した建物

（建物付属設備は除く）については、

定額法によっております。

 

 

建物及び構築物　７年～38年

機械装置　　　　４年～10年

工具器具備品　　２年～10年

その他　　　　　４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

定率法を採用しております。ただし、

平成10年４月１日以降取得した建物

（建物付属設備は除く）については、

定額法によっております。また、金

型は販売数量を基礎とする生産高比

例法を採用しております。

建物及び構築物　７年～42年

機械装置　　　　２年～10年

工具器具備品　　２年～20年

その他　　　　　４年
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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 （会計方針の変更）

従来、金型の減価償却方法は定額法

によっておりましたが、当連結会計

年度より基幹システムを統合したこ

とにより、金型について購買・生産

から販売までの一貫管理が可能と

なったことから、より適切な期間損

益を算定するため、当連結会計年度

より販売数量を基礎とする生産高比

例法に変更いたしました。

この変更は当連結会計年度の下期に

おいて基幹システムが本格稼動した

ことにより実施したものであるため、

当中間連結会計期間は従来の方法を

採用しておりました。当中間連結会

計期間において、当連結会計年度と

同一の方法を採用した場合の影響は

軽微であります。

 

　　　　　───── 　　　

 

 

②　無形固定資産

ソフトウエアについては、社内にお

ける見込利用可能期間（５年）に基

づく定額法を採用しております。ま

た国内子会社の商標権については定

額法（10年）で償却しております。

海外子会社の有する営業権及び商標

権（主として米国子会社において計

上している）については、海外子会

社において現地の会計基準に従い計

上しております。

②　無形固定資産

同左

 

 

(3）重要な繰延資産の処理方法

創立費については、商法施行規則の規

定により毎期均等額（５年）を償却し

ております。

新株発行費については、商法施行規則

の規定により毎期均等額（３年）を償

却しております。

(3）重要な繰延資産の処理方法

創立費については、商法施行規則の規

定により毎期均等額（５年）を償却し

ております。
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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

 

(4）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

債権の貸倒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

る計算額を、貸倒懸念債権等の特定

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。

(4）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

従業員の賞与の支給に備えるため、

支給見込額のうち当連結会計年度に

対応する金額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

国内連結子会社は、確定給付型の制

度として厚生年金基金制度及び適格

退職年金制度を採用しておりました

が、厚生年金基金制度につきまして

は平成16年１月に解散しました。ま

た、平成16年２月に従来の確定給付

型年金制度から確定拠出年金制度に

移行したことに伴い、適格退職年金

制度を廃止しました。

廃止した適格退職年金制度に関わる

年金資産は分配し、年金資産が不足

する過去勤務分の退職金は退職給付

引当金として認識して退職時に従業

員に支払います。

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

定の年数による定額法により翌連結

会計年度から費用処理することとし

ております。

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

年数による定額法により費用処理す

ることとしております。

③　退職給付引当金

 

             　  同左

 

 

 

 

④　役員退職慰労引当金

退任取締役に対する退職慰労金支給

に備えるため、内規に基づく期末要

支給額を計上しております。

④　役員退職慰労引当金

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　会計処理基準に関する事項 ⑤　製品保証引当金

販売製品の無償サービス費用の支出

に備えるため、売上に対する保証実

績率に基づき、当連結会計年度末に

おいて必要額を計上しております。

⑤　製品保証引当金

同左

 

 

(5）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）重要なリース取引の処理方法

同左

 

 

 

(6）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

外貨建債権債務のうち、為替予約が

付されているものについては、振当

処理を行なっております。また、外

貨建予定取引の為替リスクのヘッジ

については繰延ヘッジ処理を行なっ

ております。金利スワップについて

は繰延ヘッジ処理を行っております。

(6）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

外貨建債権債務のうち、為替予約が

付されているものについては、振当

処理を行なっております。また、外

貨建予定取引の為替リスクのヘッジ

については繰延ヘッジ処理を行なっ

ております。金利スワップについて

ヘッジ会計の要件を満たしている場

合には、繰延ヘッジ処理を行ってお

ります。ただし、特例処理の要件を

満たしている場合には、特例処理に

よっております。

 

 

 

 

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…先物為替予約

通貨オプション

金利スワップ

ヘッジ対象…外貨建債権債務、長期

借入金

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…先物為替予約

金利スワップ

 

ヘッジ対象…外貨建債権債務、長期

借入金

 

 

③　ヘッジ方針

社内管理規定に従い、相場の変動に

よるリスクを軽減するために、デリ

バティブ取引を行なうこととしてお

ります。

③　ヘッジ方針

同左

 

 

④　ヘッジの有効性評価の方法

ヘッジ手段とヘッジ対象のキャッ

シュ・フローの固定化・変動の回避

との相関関係が継続的に存在するこ

とが明らかであることから、ヘッジ

会計適用によるヘッジの有効性の評

価は不要の為、行っておりません。

④　ヘッジの有効性評価の方法

同左

 

 

 

(7）その他連結財務諸表作成のための重要

な事項

①　消費税等の会計処理

消費税等については、税抜方式に

よっております。

 

(7）その他連結財務諸表作成のための重要

な事項

①　消費税等の会計処理

同左

 

②　連結納税制度の適用

当連結会計年度から連結納税制度を

適用しております。
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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）

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、

全面時価評価法によっております。

同左

６　連結調整勘定の償却に関

する事項

連結調整勘定は原則として発生年度以後20

年以内で均等償却しており、その金額に重

要性が乏しい場合には発生年度に全額償却

しております。

同左

７　利益処分項目等の取扱い

に関する事項

連結会計年度中に確定した利益処分又は損

失処理に基づいております。

 

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

手許現金、要求払預金及び取得日から３ヶ

月以内に満期日の到来する流動性の高い、

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短期的な

投資としております。

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）

               　　　　　　──────       （固定資産の減損に係る会計基準）

　当連結会計年度より、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　平成15年10月31日）を適

用しております。

　これによる損益に与える影響はありません。

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）

               　　　　　　──────                　　　　　　──────

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）

──────

 

──────
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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　有形固定資産  (百万円)

減価償却累計額 8,102 

※１　有形固定資産  (百万円)

減価償却累計額 6,906  

※２　担保に供されている資産は次のとおりであります。 ※２　担保に供されている資産は次のとおりであります。

(1）担保資産　　　　　　　　　　　　　(百万円) (1）担保資産　　　　　　　　　　　　　(百万円)

売掛金 2,296

土地 1,902

建物 1,470

機械装置 48

合計 5,717

売掛金 1,848 

土地 970 

建物 204 

機械装置 － 

合計 3,022

(2）上記に対する債務　　　　　　　　　(百万円) (2）上記担保は、コミットメントライン契約に対す

　　るものであります。　　　　

短期借入金 3,500

一年内返済予定長期借入金 1,000

長期借入金 3,000

合計 7,500

※３　関連会社株式

関連会社に対するものは次のとおりであります。

※３　関連会社株式

関連会社に対するものは次のとおりであります。

(百万円) (百万円)

投資有価証券（株式） 18 投資有価証券（株式） 5 

※４　コミットメントライン

当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うた

め株式会社ディーアンドエムホールディングスを借

主とするコミットメントラインを主幹事のみずほ銀

行、三井住友銀行と締結しております。

※４　コミットメントライン

当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うた

め株式会社ディーアンドエムホールディングスを借

主とするコミットメントラインを主幹事のみずほ銀

行、三井住友銀行と締結しております。

(百万円) (百万円)

コミットメントライン契約の

総額
15,000

借入実行残高 7,500

未実行残高 7,500

コミットメントライン契約の

総額
11,000 

借入実行残高 － 

未実行残高 11,000 

※５　財務制限条項

上記コミットメントラインには各種財務指標の遵守、

最低利益の確保等の財務制限条項が付されておりま

すが、当社グループはこの財務制限条項に従ってお

ります。

※５　財務制限条項

同左

 

財務制限条項の内容は、以下のとおりであります。

①連結純資産について、前期比80％以上を維持

②連結経常利益黒字維持

③レバレッジレシオ　4.5倍未満

 

 

 

 

－ 26 －



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）

※６　自己株式の保有数

連結会社が保有する連結財務諸表提出会社の株式の

数は次のとおりであります。

※６　自己株式の保有数

連結会社が保有する連結財務諸表提出会社の株式の

数は次のとおりであります。

普通株式 66千株 普通株式 87千株

尚、当社の発行済株式総数は、普通株式87,765千株

であります。

尚、当社の発行済株式総数は、普通株式88,496千株

であります。

（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ものは次のとおりで

あります。

※１　販売費及び一般管理費の主要なものは次のとおりで

あります。

(百万円) (百万円)

荷造運搬費 2,589

広告宣伝費 1,531

販売促進費 3,895

給料 8,946

減価償却費 805

研究開発費 5,312

荷造運搬費 3,637 

広告宣伝費 1,195 

販売促進費 3,977 

給料 9,411 

減価償却費 951 

研究開発費     

4,901　

　　

※２　固定資産の除却損の内訳は次のとおりであります。 ※２　固定資産の除却損の内訳は次のとおりであります。

(百万円) (百万円)

工具器具備品 6

ソフトウェア 299

合計 305

工具器具備品 　30 

ソフトウェア 　－ 

合計 30

固定資産の売却損は主に土地の売却損（155百万円）

によるものであります。

 

 

※３　一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

は、5,312百万円であります。

※３　一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

は、4,901百万円であります。

  

※４　その他の特別損失の主な内訳は次のとおりでありま

す。

※４　その他の特別損失の主な内訳は次のとおりでありま

す。

(百万円) (百万円)

製品補償損失 138

過年度リベート 27

過年度売上原価修正損 119
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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）

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

記載されている科目の金額との関係

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

記載されている科目の金額との関係

  百万円

現金及び預金勘定 1,250 

預金期間が３ヶ月を超える定

期預金
－ 

現金及び現金同等物 1,250 

  百万円

現金及び預金勘定   1,294

預金期間が３ヶ月を超える定

期預金
  　　－

現金及び現金同等物   1,294

※２　株式の取得により連結子会社となった会社の資産及

び負債の主な内訳

マランツホンコンリミテッド

※２　株式の取得により連結子会社となった会社の資産及

び負債の主な内訳

ボストン・アコースティックス・インク

 百万円

流動資産 202

固定資産 1

営業権 3

流動負債 (79)

固定負債 (125)

取得価額 2

現金同等物 (22)

取得による収入 20

 百万円

流動資産 3,620

固定資産 5,454

営業権 2,491

流動負債 (2,278)

固定負債 (777)

取得価額 8,509

現金同等物 (1,229)

取得のための支出 7,280
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①　リース取引

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）

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　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

①　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

１　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

①　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

機械装置及び運搬具　　　　　　　　　(百万円) 機械装置及び運搬具

取得価額相当額 545

減価償却累計額相当額 368

期末残高相当額 177

取得価額相当額 280

減価償却累計額相当額 101

期末残高相当額 179

工具器具備品及び金型 工具器具備品及び金型

取得価額相当額 289

減価償却累計額相当額 127

期末残高相当額 162

取得価額相当額 110

減価償却累計額相当額 60

期末残高相当額 50

無形固定資産 無形固定資産

取得価額相当額 919

減価償却累計額相当額 256

期末残高相当額 663

取得価額相当額 869

減価償却累計額相当額 414

期末残高相当額 455

合計 合計

取得価額相当額 1,754

減価償却累計額相当額 752

期末残高相当額 1,002

取得価額相当額 1,260

減価償却累計額相当額 575

期末残高相当額 684

②　未経過リース料期末残高相当額　　　　(百万円) ②　未経過リース料期末残高相当額　　　　(百万円)

１年以内 326

１年超 703

合計 1,029

１年以内 257

１年超 446

合計 703

③　支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 ③　支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

(百万円) (百万円)

支払リース料 400

減価償却費相当額 354

支払利息相当額 30

支払リース料 348

減価償却費相当額 319

支払利息相当額 28

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

額法により算定しております。

④　減価償却費相当額の算定方法

　　　　　　　　同左

⑤　利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額

を利息相当額とし、各期への配分方法については利

息法によっております。

⑤　利息相当額の算定方法

　　　　　　　　同左

２　オペレーティング・リース取引 ２　オペレーティング・リース取引

未経過リース料　　　　　　　　　　　(百万円) 未経過リース料　　　　　　　　　　　(百万円)

１年以内 48

１年超 45

合計 93

１年以内 57

１年超 76

合計 133
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②　有価証券

前連結会計年度（平成17年３月31日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 

前連結会計年度（平成17年３月31日現在）

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 251 485 234

小計 251 485 234

連結貸借対照表計上額が取得原価

を超えないもの
   

株式 － － －

小計 － － －

合計 251 485 234

２．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（平成17年３月31日現在）

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）

株式 261 40 50

合計 261 40 50

３．時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額

 前連結会計年度（平成17年３月31日現在）

 連結貸借対表照計上額（百万円）

その他有価証券  

非上場株式 805

債券 15

合計 820
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当連結会計年度（平成18年３月31日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 

当連結会計年度（平成18年３月31日現在）

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 251 931 680

小計 251 931 680

連結貸借対照表計上額が取得原価

を超えないもの
   

株式 － － －

小計 － － －

合計 251 931 680

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券

 

当連結会計年度（平成18年３月31日現在）

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）

株式 239 － －

合計 239 － －

３．時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額

 当連結会計年度（平成18年３月31日現在）

 連結貸借対表照計上額（百万円）

その他有価証券  

非上場株式 478

債券 15

合計 493
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③　デリバティブ取引

前連結会計年度（自　平成16年４月１日現在　至　平成17年３月31日）

１．取引の状況に関する事項

(1）取引の内容及び利用目的

　外貨建債権債務に係わる将来の為替変動リスクを回避する目的として、為替予約取引及び通貨オプショ

ン取引を行っております。

　また、変動金利の長期借入金を固定金利の資金調達に換えるため、金利スワップ取引を行っています。

　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）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…先物為替予約・通貨オプション、金利スワップ

ヘッジ対象…外貨建債権債務、長期借入金

２）ヘッジ方針

外貨建取引の為替相場の変動リスクを回避する目的で為替予約取引及び通貨オプション取引を行って

おり、ヘッジ対象の識別は個別契約毎に行っております。

３）ヘッジの有効性評価の方法

ヘッジ手段とヘッジ対象に関する重要な条件が同一であり、ヘッジ開始時期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見込まれるため、ヘッジの有効性の判

定は省略しております。

(2）取引に対する取組方針

　通貨関連のデリバティブ取引については、外貨建販売計画の範囲内で為替予約取引を利用することとし

ており、１年を超える長期契約及び投機目的のデリバティブ取引は行わない方針であります。

(3）取引に係るリスクの内容

　為替予約取引及び通貨オプション取引には、為替相場の変動によるリスクを有しております。

　なお、デリバティブ取引の契約先は、信用度の高い国内及び海外の銀行であるため、相手先の契約不履

行によるいわゆる信用リスクは、ほとんどないと判断しております。

(4）取引に係わるリスクの管理体制

　当社グループのデリバティブ取引は、各社の社内規定に基づき事前承認の上執行され、取引の実行及び

管理は経理・財務部門が行い、取引毎にその状況は担当役員に報告されております。

２．取引の時価等に関する事項

　デリバティブ取引については、全てヘッジ会計を適用しているため、時価等の開示対象から除いております。
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当連結会計年度（自　平成17年４月１日現在　至　平成18年３月31日）

１．取引の状況に関する事項

(1）取引の内容及び利用目的

　外貨建債権債務に係わる将来の為替変動リスクを回避する目的として、為替予約取引を行っております。

　また、変動金利の長期借入金を固定金利の資金調達に換えるため、金利スワップ取引を行っております。

　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）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…先物為替予約、金利スワップ

ヘッジ対象…外貨建債権債務、長期借入金

２）ヘッジ方針

外貨建取引の為替相場の変動リスクを回避する目的で為替予約取引を行っており、ヘッジ対象の識別

は個別契約毎に行っております。

３）ヘッジの有効性評価の方法

ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計

とヘッジ手段のキャッシュ・フローの累計とを比較し、両者の変動額等を基礎にして判断しておりま

す。ヘッジ手段とヘッジ対象に関する重要な条件が同一であり、ヘッジ開始時期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見込まれるものについては、ヘッ

ジの有効性の判定は省略しております。

(2）取引に対する取組方針

　通貨関連のデリバティブ取引については、外貨建販売計画の範囲内で為替予約取引を利用することとし

ており、１年を超える長期契約及び投機目的のデリバティブ取引は行わない方針であります。

(3）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おります。

　なお、デリバティブ取引の契約先は、信用度の高い国内及び海外の銀行であるため、相手先の契約不履

行によるいわゆる信用リスクは、ほとんどないと判断しております。

(4）取引に係わるリスクの管理体制

　当社グループのデリバティブ取引は、各社の社内規定に基づき事前承認の上執行され、取引の実行及び

管理は経理・財務部門が行い、取引毎にその状況は担当役員に報告されております。

２．取引の時価等に関する事項

 

区分 種類

当連結会計年度（平成18年３月31日）

契約額等
契約額等
うち１年超

時価 評価損益

（百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

市場取引以外

の取引

金利スワップ取引     

変動受取・固定

支払
2,000 2,000 △10 △10

合計 2,000 2,000 △10 △10

　　　　　　　　　（注）１．時価の算定方法

　　　　　取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。

　　　　　　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。
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④　退職給付

１．採用している退職給付の概要

　当社及び国内連結子会社は、確定給付型の制度として厚生年金基金制度及び適格退職年金制度を採用して

おりましたが、厚生年金基金制度につきましては平成16年１月に解散しました。また、平成16年２月に従来

の確定給付型年金制度から確定拠出年金制度に移行したことに伴い、適格退職年金制度を廃止しました。

　廃止した適格退職年金制度に関わる年金資産は分配し、年金資産が不足する過去勤務分の退職金は退職給

付引当金として認識し、退職時に従業員に支払うことといたしました。廃止した適格退職年金制度に関わる

年金資産のうち年金受給者分は閉鎖年金として保持し、従業員部分については分配して、年金資産が不足す

る過去勤務分の退職金は退職給付引当金として認識し、退職時に従業員に支払うことといたしました。

２．退職給付債務に関する事項

 

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　退職給付債務 6,327百万円 5,636百万円

②　年金資産 △775  △946

③　未積立退職給付債務①＋② 5,552  4,690

④　未認識過去勤務債務 1,311  977

⑤　未認識数理計算上の差異 △806  △278

⑤　退職給付引当金③＋④＋⑤ 6,057  5,389

３．退職給付費用に関する事項

①　勤務費用 －百万円 －百万円

②　利息費用 132  113

③　期待運用収益 0  0

④　過去勤務債務の費用処理額 △336  △336

⑤　数理計算上の差異費用処理額 156  233

小計 △48  10

⑥　早期割増退職金 67  412

⑦　確定拠出年金に係る要拠出額 435  457

合計 454  879

４．退職給付債務等の計算の基準に関する事項

①　退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準  期間定額基準

②　割引率 0.7％～2.0％  0.7％～　2.0％

③　期待運用収益率 0.0％  3.3％

④　数理計算上の差異の処理年数 ５年  ５年

⑤　過去勤務債務の処理年数 ５年  ５年

－ 34 －



⑤　税効果会計

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．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 １．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産（流動）   

たな卸資産 827百万円

貸倒引当金 397 

製品保証引当金 204 

賞与引当金 335 

未払費用 237 

その他 104 

繰延税金資産（流動）計 2,104 

繰延税金資産（固定）   

減価償却費 403 

ソフトウェア 613 

退職給付引当金 2,478 

繰越欠損金 2,422 

その他 711 

繰延税金資産（固定）小計 6,627 

評価性引当額 △672 

繰延税金資産（長期）計 5,955 

繰延税金負債（固定）   

土地等評価差額金 818 

繰延税金資産（固定）の純額 5,137 

繰延税金資産合計 7,242 

繰延税金資産   

たな卸資産 1,531百万円

貸倒引当金 164 

製品保証引当金 305 

賞与引当金 537 

未払費用 437 

減価償却費 50 

ソフトウェア 1,039 

退職給付引当金 2,214 

繰越欠損金 1,793 

その他 1,736 

繰延税金資産小計 9,807 

評価性引当額 △873 

繰延税金資産合計 8,934 

繰延税金負債   

その他有価証券評価差額金 △276 

減価償却費 △329 

無形固定資産 △1,285 

その他 △676 

 繰延税金負債合計 △2,565 

 繰延税金資産の純額 6,368 

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。

流動資産－繰延税金資産 3,021百万円

固定資産－繰延税金資産 4,255 

流動負債－繰延税金負債 △294 

固定負債－繰延税金負債 △614 

２．法定実効税率と税効果適用後の法人税等の負担率との

差異の原因となった主要な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果適用後の法人税等の負担率との

差異の原因となった主要な項目別の内訳

法定実効税率 40.6％

（調整）   

税率変更による繰延税金資産の修正 2.6 

受取配当、交際費等永久に益金又は

損金に算入されない項目
10.0 

海外子会社税率差異 △9.9 

住民税均等割等 5.2 

試験研究費及び外国法人税等の税額

控除
△4.9 

過年度法人税等修正 19.4 

繰越欠損金の使用（＊） △8.3 

未実現利益の税効果未認識部分 △15.6 

連結調整勘定償却に係る税効果 6.2 

評価性引当の増額 1.9 

その他 0.6 

税効果会計適用後の法人税等の

負担率
47.8 

法定実効税率 40.6％

（調整）   

受取配当、交際費等永久に益金又は

損金に算入されない項目
1.3 

海外子会社税率差異 4.0 

住民税均等割等 0.1 

試験研究費及び外国法人税等の税額

控除
△4.5 

未実現利益の税効果未認識部分 △4.8 

連結調整勘定償却に係る税効果 1.8 

組織再編に係る税効果 △0.9 

評価性引当の増額 5.0 

その他 △2.6 

税効果会計適用後の法人税等の

負担率
40.0 
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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）

（＊）ドイツの子会社においては、繰越欠損金にか

かる繰延税金資産を計上できないことによる

ものであります。
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⑥　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

 
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

 
AV機器関連事
業（百万円）

デジタル・
ネットワーク
関連事業
（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      

(1）外部顧客に対する売上高 75,612 16,081 91,693 － 91,693

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － －  

計 75,612 16,081 91,693 － 91,693

営業費用 72,214 18,547 90,760 － 90,760

営業利益又は営業損失（△） 3,398 △2,466 932 － 932

Ⅱ　資産、減価償却費及び資本的支

出
     

資産 45,727 10,735 56,462 1,522 57,983

減価償却費 1,716 93 1,809 － 1,809

資本的支出 1,601 28 1,629 － 1,629

　（注）１．事業区分の方法

当社の事業区分は、当企業グループが採用している売上集計区分であります。

２．前連結会計年度における資産のうち、消去又は全社の項目に含めた1,522百万円は、主に親会社での余資運用

資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産であります。

３．各事業区分の主な製品

 主要製品

プレミアムAV事業

ステレオアンプ、AVレシーバー、チューナー、スピーカー、テープデッキ、

MDデッキ、CDプレーヤー、CDレコーダー、ビデオCDプレーヤー、DVDプレー

ヤー、システムオーディオ、DLPプロジェクター、MOレコーダー、ICメモ

リー、電子ピアノ、業務用カラオケ機器、DJ機器、長時間通話録音装置、設

備音響機器、映像監視システム

デジタル・ネットワーク

関連事業

ネットワーク・メディア・サーバー、ネットワーク・メディア・マネー

ジャー、パーソナルビデオレコーダー、ポータブルオーディオプレーヤー
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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）

 
AV機器関連事
業（百万円）

デジタル・
ネットワーク
関連事業
（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      

(1）外部顧客に対する売上高 84,540 4,772 89,312 － 89,312

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － － －

計 84,540 4,772 89,312 － 89,312

営業費用 80,177 5,528 85,705 － 85,705

営業利益又は営業損失（△） 4,364 △756 3,606 － 3,606

Ⅱ　資産、減価償却費及び資本的支

出
     

資産 55,868 5,577 61,445 2,009 63,454

減価償却費 2,087 69 2,156 － 2,156

資本的支出 1,756 79 1,835 － 1,835

　（注）１．事業区分の方法

当社の事業区分は、当企業グループが採用している売上集計区分であります。

２．当連結会計年度における資産のうち、消去又は全社の項目に含めた2,009百万円は、主に親会社での余資運用

資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産であります。

３．各事業区分の主な製品

 主要製品

プレミアムAV事業

ステレオアンプ、AVレシーバー、チューナー、スピーカー、テープデッキ、

MDデッキ、CDプレーヤー、CDレコーダー、ビデオCDプレーヤー、DVDプレー

ヤー、システムオーディオ、DLPプロジェクター、MOレコーダー、ICメモ

リー、電子ピアノ、業務用カラオケ機器、DJ機器、長時間通話録音装置、設

備音響機器、映像監視システム

デジタル・ネットワーク

関連事業

ネットワーク・メディア・サーバー、ネットワーク・メディア・マネー

ジャー、パーソナルビデオレコーダー、ポータブルオーディオプレーヤー
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ｂ．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）

 
日本

（百万円）
米州

（百万円）
欧州

（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        

(1）外部顧客に対する売

上高
27,026 36,959 23,039 4,667 91,693 － 91,693

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
33,972 1,590 54 7,764 43,382 (43,382) －

計 60,999 38,550 23,094 12,432 135,075 (43,382) 91,693

営業費用 59,741 38,939 23,074 12,206 133,961 (43,200) 90,760

営業利益又は営業損失

（△）
1,258 △388 19 225 1,114 (181) 932

Ⅱ　資産 48,640 20,504 10,427 4,020 83,593 (25,609) 57,983

　（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．本邦以外の区分に属する主な地域の内訳は、次のとおりであります。

米州・・・・・米国、カナダ

欧州・・・・・オランダ、フランス、ドイツ、イギリス

アジア ・・・中国、シンガポール

３．前連結会計年度における営業費用のうち、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、181百万

円であり、その主なものは、親会社の管理部門等に係る費用であります。

４．前連結会計年度における資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、1,522百万円であり、

その主なものは、親会社での余資運用資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門

に係る資産であります。
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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）

 
日本

（百万円）
米州

（百万円）
欧州

（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        

(1）外部顧客に対する売

上高
21,957 37,866 24,137 5,351 89,312 － 89,312

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
39,665 66 － 4,639 44,371 (44,371) －

計 61,622 37,932 24,137 9,990 133,683 (44,371) 89,312

営業費用 60,946 34,585 24,417 9,951 129,900 　(44,195) 85,705

営業利益又は営業損失

（△）
675 3,347 △280 39 3,782 (176) 3,606

Ⅱ　資産 46,889 43,636 9,916 12,556 112,999 (49,544) 63,454

　（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．本邦以外の区分に属する主な地域の内訳は、次のとおりであります。

米州・・・・・米国、カナダ

欧州・・・・・オランダ、フランス、ドイツ、イギリス

アジア ・・・中国、シンガポール

３．当連結会計年度における営業費用のうち、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、176百万

円であり、その主なものは、親会社の管理部門等に係る費用であります。

４．当連結会計年度における資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、2,009百万円であり、

その主なものは、親会社での余資運用資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門

に係る資産であります。
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ｃ．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）

 米州 欧州 アジア他 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 36,959 23,039 6,715 66,714

Ⅱ　連結売上高（百万円）    91,693

Ⅲ　海外売上高の連結売上高に占

める割合（％）
40.3 25.1 7.3 72.8

　（注）１　国又は地域の区分は、地理的近接度により区分しております。

２　各区分に属する主な国又は地域は、次のとおりであります。

①　米州・・・・・・・米国、カナダ

②　欧州・・・・・・・オランダ、フランス、ドイツ、イギリス

③　アジア他 ・・・中国、韓国、台湾、シンガポール、オーストラリア

３　海外売上高は、当社及び本国に所在する連結子会社の輸出高並びに本国以外に所在する連結子会社の売上高

の合計額（ただし、連結会社間の内部売上は除く）であります。

 
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）

 米州 欧州 アジア他 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 37,866 24,137 7,203 69,206

Ⅱ　連結売上高（百万円）    89,312

Ⅲ　海外売上高の連結売上高に占

める割合（％）
42.4 27.0 8.1 77.5

　（注）１　国又は地域の区分は、地理的近接度により区分しております。

２　各区分に属する主な国又は地域は、次のとおりであります。

①　米州・・・・・・・米国、カナダ

②　欧州・・・・・・・オランダ、フランス、ドイツ、イギリス

③　アジア他 ・・・中国、韓国、台湾、シンガポール、オーストラリア

３　海外売上高は、当社及び本国に所在する連結子会社の輸出高並びに本国以外に所在する連結子会社の売上高

の合計額（ただし、連結会社間の内部売上は除く）であります。
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⑦　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

属性
会社等の名
称

住所
資本金又は出
資金

事業の内
容又は職
業

議決権等の所
有（被所有）
割合

（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
（百万円）

科目
期末残高
（百万円）役員の

兼任等
事業上
の関係

主要

株主

コーニンク

レッカフィ

リップスエ

レクトロニ

クスエヌ

ヴェー

オランダ

アイント

ホーベン

市

百万ユーロ

263

電子応用

機器の製

造販売

直接 12.74
兼任

１名
－

ロイヤリ

ティーの支払
48

未払費

用
10

注 1.　取引条件及び取引条件の決定方針等

　　　　個別の契約に基づいて決定しております。

注２.　上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

２．役員及び個人主要株主等

属性
会社等の名
称

住所
資本金又は
出資金
（百万円）

事業の内
容又は職
業

議決権等の
所有（被所
有）割合

（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
(百万円)
(付与個数)

科目
期末残高
(百万円)
(付与個数)

役員の
兼任等

事業上
の関係

役員 本多慶行 － －
当社執行

役
－ － －

新株予約権

付与
(65千個) － (330千個)

役員

ジャック・

ケー・

リュー

－ －
当社

取締役
－ － －

コンサルタ

ント料支払
14

販売費及

び一般管

理費

－

取引条件及び取引条件の決定方針等

　新株予約権の付与については、平成16年６月24日株主総会特別決議に基づいております。

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）

１．親会社及び法人主要株主等

属性
会社等の名
称

住所
資本金又は出
資金

事業の内
容又は職
業

議決権等の所
有（被所有）
割合

（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
（百万円）

科目
期末残高
（百万円）役員の

兼任等
事業上
の関係

主要

株主

コーニンク

レッカフィ

リップスエ

レクトロニ

クスエヌ

ヴェー

オランダ

アイント

ホーベン

市

百万ユーロ

263

電子応用

機器の製

造販売

直接 12.63
兼任

１名
－

ロイヤリ

ティーの支払
90

未払費

用
18

親会

社の

子会

社

 RHJイン

ターナショ

ナル ユー

エスマネー

ジメント

アメリカ

デラウェ

ア州

 

USドル

10 

 

投資事業 － 　－ －

子会社買収に

関わる手数料

の支払

－
未払費

用
224

注 1.　取引条件及び取引条件の決定方針等

　　　　個別の契約に基づいて決定しております。

注２.　上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

２．役員及び個人主要株主等

属性 会社等の名称 住所
資本金又は
出資金
（百万円）

事業の内
容又は職
業

議決権等の
所有（被所
有）割合

（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
(百万円)
(付与個数)

科目
期末残高
(百万円)
(付与個数)

役員の
兼任等

事業上
の関係

役員

ヴィクター・

ジェイ・ペイ

コー

－ －
当社執行

役
－ － －

新株予約権

付与
(200千個) － (500千個)
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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)
(付与個数)

科目
期末残高
(百万円)
(付与個数)

役員の
兼任等

事業上
の関係

役員 石橋善一郎 － －
当社執行

役
－ － －

新株予約権

付与
(150千個) － (150千個)

役員 本村直之 － －
当社執行

役
－ － －

新株予約権

付与
(20千個) － (35千個)

役員 浅野恭文 － －
当社執行

役
－ － －

新株予約権

付与
(15千個) － (115千個)

取引条件及び取引条件の決定方針等

　新株予約権の付与については、平成17年６月28日株主総会特別決議に基づいております。
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（１株当たり情報）

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株当たり純資産額 251円22銭 295円　60銭

１株当たり当期純利益 7円00銭 27円　23銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 6円82銭 26円　58銭

　（注）　１株当たり当期純利益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は以下のとおりであります。

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株当たり当期純利益 7円00銭 27円　23銭

連結損益計算書上の当期純利益 611百万円 2,397百万円

普通株主に帰属しない金額 －  

普通株式に係る当期純利益 611百万円 2,397百万円

普通株式の期中平均株式数 87,363千株 88,054千株

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 6円82銭 26円　58銭

当期純利益調整額 － －

普通株式増加数 2,299千株 2,135千株

（うち新株予約権） （2,299千株） （　 2,135千株）

 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）

株主総会の特別決議日

平成15年６月26日

（新株予約権　813,000個）

（新株予約権）

株主総会の特別決議日

平成15年６月26日

（新株予約権　370,000個）

 

株主総会の特別決議日

平成16年６月24日

（新株予約権　265,000個）

株主総会の特別決議日

平成17年６月28日

（新株予約権　33,000個）
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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）

１．平成17年５月13日の取締役会において下のとおり新株予約権の発行が決議されました。

新株予約権の総数　　　　　　　　　　　 150,000個

発行する株式の種類および数　　　　 普通株式　150,000株

発行価額　　　　　　　　　　　　　　　     237円

発行価額中資本に組み入れない額　発行価額の２分の１ただし円未満切り捨て

発行日　　　　　　　　　　　　　　　　      平成17年５月23日

新株の配当起算日　　　　　　　　　　　本新株予約権の権利行使として全額の払込をしたときの属する

営業年度の前営業年度の終わりにおいて、新株の発行があったものとし

てこれを支払う。

２．平成17年６月９日付で、当社のアメリカにおける子会社であるディーアンドエム・ホールディングス・ユー

エス・インクを通じて、高級スピーカー・ブランドとして知られるボストン・アコースティックス・イン

ク（米マサチューセッツ州）を買収する最終合意書を締結いたしました。買収価額は、１株当たり17.5US

ドル、総額約7,600万USドルであります。買収手続きについては、既にボストン・アコースティックスの取

締役会で承認されておりますが、株主総会での決議のほか、資金調達など、諸手続の必要があり、手続き

が最終的に完了するのは平成17年８月31日の見込みです。

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）

１．平成18年４月６日の取締役会において下のとおり新株予約権の発行が決議されました。

新株予約権の総数　　　　　　　　　　　 50,000個

発行する株式の種類および数　　　　 普通株式　50,000株

発行価額　　　　　　　　　　　　　　　     466円

発行価額中資本に組み入れない額　発行価額の２分の１ただし円未満切り捨て

発行日　　　　　　　　　　　　　　　　      平成17年４月18日

新株の配当起算日　　　　　　　　　　　本新株予約権の権利行使として全額の払込をしたときの属する

営業年度の前営業年度の終わりにおいて、新株の発行があったものとし

てこれを支払う。

２．平成18年４月25日の取締役会において下のとおり新株予約権の発行が決議されました。

新株予約権の総数　　　　　　　　　　　 600,000個

発行する株式の種類および数　　　　 普通株式　600,000株

発行価額　　　　　　　　　　　　　　　　　 413円

発行価額中資本に組み入れない額　発行価額の２分の１ただし円未満切り捨て

発行日　　　　　　　　　　　　　　　　      平成18年５月２日

新株の配当起算日　　　　　　　　　　　本新株予約権の権利行使として全額の払込をしたときの属する

営業年度の前営業年度の終わりにおいて、新株の発行があったものとし

てこれを支払う。
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