
 1

平成18年 3月期      個別財務諸表の概要       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  中間配当制度の有無    有 

定時株主総会開催日   平成 18年 6月 28 日  単元株制度採用の有無  無 

 

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

（1） 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 

       百万円 

  17,992 
％ 
1.6      

百万円   ％   

△1,014     － 

百万円   ％   

   △954     － 

17 年 3月期 17,716 △20.7 △1,912     － △1,926     － 
 

 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 

 百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％ 

18 年 3月期 △2,215  － △19,708  57  －  － △32.0 △9.1 △5.3 

17 年 3月期 △2,664  － △23,710  84  －  － △28.5 △12.1 △10.9 

（注）① 期中平均株式数  18 年 3月期  112,403株  17 年 3月期 112,383株 

② 会計処理の方法の変更 有 

③ 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）配当状況              （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しています。 

1 株当たり年間配当金 
 

 中 間 期 末 

配当金総額 
（年 間） 

配当性向 
株主資本 
配 当 率 

 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％ 

 18 年 3月期 － － － － － － － － － 

 17 年 3月期 － － － － － － － － － 

 

（3）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 

百万円   

9,197 

百万円   

5,821 

％   

63.3 

円  銭 

      51,788     81 

17 年 3月期 11,894 8,035 67.6 71,504     92 

（注）① 期末発行済株式数   18 年 3月期   112,413 株  17 年 3月期 112,383株 

   ② 期末自己株式数     18 年 3月期    5,314 株  17 年 3月期  5,314株 
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財務諸表等 

財務諸表 

①貸借対照表  

  
前事業年度 

(平成17年３月31日) 
当事業年度 

(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  4,536,423   3,961,440  

２ 売掛金 ※４  2,970,996   2,557,828  

３ 有価証券 ※１  504,700   500,000  

４ 製品   1,025,553   1,213,936  

５ 原材料   116,478   315,804  

６ 前渡金   2,041   44,188  

７ 前払費用   15,106   14,355  

８ 未収入金 ※４  522,416   152,573  

９ 短期貸付金 ※４  200,000   300,000  

10 為替予約   ―   2,937  

11 その他   1,394   1,949  

貸倒引当金   △5,216   △566,327  

流動資産合計   9,889,895 83.1  8,498,685 92.4 

Ⅱ 固定資産        

１ 有形固定資産        

(1) 建物  718,564   402,344   

減価償却累計額  230,036 488,527  172,442 229,902  

(2) 機械及び装置  3,373   1,806   

減価償却累計額  2,332 1,040  1,806 ―  

(3) 車両運搬具  20,698   7,731   

減価償却累計額  14,910 5,788  7,731 ―  

(4) 工具、器具及び備品  523,717   315,845   

減価償却累計額  422,963 100,753  315,845 ―  

(5) 土地   693,705   376,806  

有形固定資産合計   1,289,816 10.9  606,708 6.6 

２ 無形固定資産        

(1) 借地権   18,525   ―  

(2) 商標権   99,433   ―  

(3) ソフトウェア   138,878   ―  

(4) 電話加入権   1,224   ―  

(5) その他   8,077   ―  

無形固定資産合計   266,137 2.2  ― ― 

３ 投資その他の資産        

(1) 投資有価証券   75,817   54,127  

(2) 関係会社株式   37,349   14,449  

(3) 出資金   10   10  

(4) 関係会社出資金   97,111   ―  

(5) 破産更生債権等   30,329   30,449  

(6) 長期前払費用   5,250   ―  

(7) 差入保証金   232,950   23,613  

(8) その他   280   280  

貸倒引当金   △30,329   △30,449  

投資その他の資産合計   448,769 3.8  92,480 1.0 

固定資産合計   2,004,723 16.9  699,189 7.6 

資産合計   11,894,618 100.0  9,197,875 100.0 
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前事業年度 

(平成17年３月31日) 
当事業年度 

(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   2,452,040   1,539,047  

２ 未払金   436,216   374,317  

３ 未払費用   77,582   58,001  

４ 未払法人税等   60,657   22,509  

５ 前受金   45,717   15,111  

６ 預り金   22,403   15,837  

７ 繰延ヘッジ利益   ―   2,937  

８ 新株予約権   556,554   556,554  

９ 賞与引当金   36,537   19,961  

10 製品保証引当金   ―   273,791  

11 関係会社損失引当金   ―   154,877  

12 関係会社整理損失引当金   ―   114,928  

13 その他   ―   1,032  

流動負債合計   3,687,709 31.0  3,148,907 34.2 

Ⅱ 固定負債        

１ 繰延税金負債   5,798   6,377  

２ 退職金給付引当金   96,030   69,686  

３ リサイクル費用引当金   69,143   151,169  

固定負債合計   170,972 1.4  227,232 2.5 

負債合計   3,858,681 32.4  3,376,140 36.7 

(資本の部)        

Ⅰ 資本金 ※２  11,248,900 94.6  8,522,327 92.7 

Ⅱ 資本剰余金        

１  資本準備金   5,212,913   127  

２  その他資本剰余金        

   資本準備金減少差益   11,000,000   ―  

資本剰余金合計   16,212,913   136.3  127 0.0 

Ⅲ 利益剰余金        

１  利益準備金   32,855   ―  

２ 当期未処理損失    18,972,469    2,215,301  

利益剰余金合計   △18,939,613 △159.2  △2,215,301 △24.1 

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

Ⅴ 自己株式 ※３  △494,733  △4.2  △494,733 △5.4 

  資本合計   8,035,936   67.6  5,821,735 63.3 

  負債・資本合計   11,894,618 100.0  9,197,875 100.0 
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②損益計算書                                       

  
前事業年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(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   17,716,942 100.0  17,992,095 100.0 
Ⅱ 売上原価        

１ 期首製品たな卸高  1,978,267   1,025,553   

２ 当期製品製造原価  15,418,805   16,369,350   

合計  17,397,072   17,394,903   
３ 期末製品たな卸高  1,025,553 16,371,519 92.4 1,213,936 16,180,966 89.9 

売上総利益   1,345,423 7.6  1,811,129 10.1 
Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1,2  3,257,944 18.4  2,825,168 15.7 

営業損失   1,912,520 △10.8  1,014,039 △5.6 
Ⅳ 営業外収益        

１ 受取利息及び配当金  2,366   6,966   

２ 有価証券利息  24,793   4,490   

３ 受取補償金  12,846   3,791   

４ 還付加算金  75   247   

５ 為替差益  4,197   46,977   

６ その他  9,649 53,928 0.3 2,999 65,472 0.4 

Ⅴ 営業外費用        

１ 支払利息  60,412   ―   

２ その他  7,272 67,685 0.4 6,105 6,105 0.1 

経常損失   1,926,277 △10.9  954,672 △5.3 
Ⅵ 特別利益        

１ 固定資産売却益 ※３ ―   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  8,514 53,028 0.3 4,640 780,771 4.4 
Ⅶ 特別損失        
 １ 前期損益修正損 ※７ 21,494   ―   

２ たな卸資産廃棄損  40,259   17,348   

３ たな卸資産評価損  214,309   70,914   

４ 固定資産売却損 ※４ 3,095   8,226   

５ 固定資産除却損 ※５ 6,806   30,968   

６ 固定資産評価損 ※６ 311,744   92,633   

７ 投資有価証券売却損  12,059   ―   

８ 投資有価証券評価損  2,484   8,210   

９ 関係会社株式評価損  43,952   22,900   

10 関係会社出資金評価損  94,149   97,111   

11 特別退職金  29,949   ―   
12 過年度製品保証引当金繰

入額 
 ―   283,085   

13 関係会社損失 ※８ ―   184,428   

14 関係会社整理損失 ※９ ―   138,760   

15 貸倒引当金繰入額 ※10 ―   517,540   

16 固定資産減損損失 ※11 ―   472,846   

17 事業所移転費用  ― 780,304 4.4 84,273 2,029,248 11.3 

税引前当期純損失   2,653,552 △15.0  2,203,149 △12.2 
法人税、住民税 
及び事業税 

 11,142   12,152   

法人税等調整額  ― 11,142 0.0 ― 12,152 0.1 

当期純損失   2,664,695 △15.0  2,215,301 △12.3 

前期繰越損失   16,307,773   2,726,700  
資本金減少による欠損填
補額 

  ―   2,726,700  

当期未処理損失   18,972,469   2,215,301  

        

 



 5

③損失処理計算書（案） 

  
前事業年度 

株主総会承認日 
（平成17年６月28日） 

当事業年度 
株主総会承認予定日 
（平成18年６月28日） 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰその他資本剰余金    11,000,000  ― 

 
当期未処理損失の処理に充当  11,000,000  11,000,000 ― ― 

その他資本剰余金次期繰越高   ―             ― 

      

Ⅱ当期未処理損失   18,972,469  2,215,301 

Ⅲ損失処理額      

その他資本剰余金からの振替  11,000,000  ―  

利益準備金取崩額  32,855  ―  

資本準備金取崩額  5,212,913 16,245,768 ― ― 

Ⅳ次期繰越損失  2,726,700  2,215,301 
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重要な会計方針 

 

項目 
前事業年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法 

(1) 子会社株式 

 移動平均法による原価法 

(2) 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) 子会社株式 

同左 

(2) 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 たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

 製品、原材料 

 総平均法による原価法 

 製品、原材料 

同左 

３ 固定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 

主な耐用年数は以下のと

おりです。 

建物    ３年～39年 
工具、器具 
及び備品 

２年～15年 
 

(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(５年)に基づく定額法で

す。 

(2) 無形固定資産 

同左 
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項目 
前事業年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

４ 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、当事業年度の負担額を

計上しています。 

（追加情報） 

当事業年度において、給与規

程を改定したことにより従業員

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、当事業年度負担額を新た

に賞与引当金として計上してい

ます。 

(3)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)  

 

 

 

 

(5)  

 

 

 

 

 

 

(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、当事業年度の負担額を計上し

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 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） 

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、当事業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、税引前当期

純損失は273,791千円増加してい

ます。 

(4) 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。 

(5) 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。 
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項目 
前事業年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

  (6) 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、当期末に

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。 

(7) 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、前期

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。 

(6) 退職給付引当金 

同左 

 

 

 

 

 

(7) 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 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おり

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) ヘッジの有効性の評価方法 

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。 

(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) ヘッジの有効性の評価方法 

同左 

 

６ その他財務諸表作成のた

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。 

消費税等の会計処理 

同左 
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会計処理の変更 

 前事業年度 
（自 平成16年４月１日 

    至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 

    至 平成18年３月31日） 

 当事業年度から「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。これにより税引前当期純損失が472,846千円増
加しています。なお、減損損失累計額については、改正後
の財務諸表等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 

該当事項はありません。 

 

追加情報 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 

  至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（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、当事業年度か
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
56,261千円を販売費及び一般管理費に計上してい
ます。 
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注記事項 
(貸借対照表関係) 

 

前事業年度 
(平成17年３月31日) 

当事業年度 
(平成18年３月31日) 

※１ 担保提供資産 

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るものです。 

当該限度額は450,000千円です。 

※１ 担保提供資産 

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るものです。 

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 

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 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 

※２ 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 

※３ 自己株式の保有数 
普通株式         5,314株 

※３ 自己株式の保有数 
普通株式         5,314株 

※４ 関係会社に対する資産及び負債 

   未収入金            212,714千円 
売掛金             404,951千円 
短期貸付金           200,000千円 

※４ 関係会社に対する資産及び負債 

   売掛金             507,766千円 
短期貸付金           300,000千円 
 

５  資本の欠損 

   資本の欠損は8,467,202千円です。 

５  資本の欠損 

   資本の欠損は2,710,035千円です。 

６  配当制限 

有価証券の時価評価により、純資産額が8,470

千円増加しています。なお、当該金額は商法施行

規則第124条第3号の規定により、配当に充当する

ことが制限されています。 

６  配当制限 

有価証券の時価評価により、純資産額が9,315

千円増加しています。なお、当該金額は商法施行

規則第124条第3号の規定により、配当に充当する

ことが制限されています。 

７ ７  当社は、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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(損益計算書関係) 

 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(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 

販売費に属する費用のおおよその割合は67％で

あり、一般管理費に属する費用のおおよその割合

は33％です。 

主要な費目及び金額は次のとおりです。 

荷造運賃             232,037千円 
広告宣伝費             142,305千円 
委託費              736,149千円 
給与手当              702,542千円 
雑給                74,495千円 
賞与引当金繰入額                 33,533千円 
退職給付費用            25,632千円 
地代家賃             153,762千円 
減価償却費            202,088千円 
研究開発費            233,981千円 

※１ 販売費及び一般管理費 

販売費に属する費用のおおよその割合は66％で

あり、一般管理費に属する費用のおおよその割合

は34％です。 

主要な費目及び金額は次のとおりです。 

荷造運賃                253,289千円 
広告宣伝費              139,163千円 
委託費               570,505千円 
給与手当               531,783千円 
雑給                 23,539千円 
賞与引当金繰入額           55,113千円 
地代家賃              88,743千円 
減価償却費            136,807千円 
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233,981千円ですべて販売

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  

 

  

 

 

※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 固定資産売却損の内訳 

その他（会員権） 3,095千円 
 

※４ 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 

計 8,226千円 
 

※５ 固定資産除却損の内訳 

建物 1,309千円 

工具、器具及び備品 5,496千円 

計 6,806千円 
 

※５ 固定資産除却損の内訳 

建物 6,948千円 

車両運搬具 290千円 

工具、器具及び備品     18,296千円 

長期前払費用 4,783千円 

その他 649千円 

計 30,968千円 
 

※６ 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 
 

※６ 固定資産評価損の内訳 

商標権 92,633千円 
 

※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  

  

 

 
※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  関係会社に対する収益及び費用 

貸倒引当金繰入額517,540千円 
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前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※11  ※11 (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 

 
(2)減損損失の認識に至った経緯 
当社は継続して営業損失が発生していること

から、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 95,278千円 

その他 82,900千円 

計 472,846千円 

 
(4)資産のグルーピングの方法 
当社は全社をキャッシュ・フローを生み出す最

小単位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、不動産鑑定評価に基づき算
定しています。 

 

 

(リース取引関係) 

前事業年度（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。 
当事業年度（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。 
 

(有価証券関係) 

前事業年度（平成17年3月31日現在） 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。 

当事業年度（平成18年3月31日現在） 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。 
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(税効果会計関係) 

 

前事業年度 
  (平成17年３月31日) 

当事業年度 
  (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 81,276千円 

製品評価損否認額 78,341千円 

賞与引当金繰入限度超過額 14,848千円 

未払事業税否認額 22,863千円 

その他 18,968千円 

小計 216,297千円 

評価性引当額 △216,297千円 

合計 ― 千円 
 
 
 

②固定資産  

繰越欠損金 7,202,495千円 

関係会社株式評価損否認額 146,519千円 

退職給付引当金繰入限度超過額 37,432千円 

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 6,162千円 

減価償却超過額 2,959千円 

土地・建物評価損否認額 126,686千円 

その他 28,098千円 

小計 7,551,622千円 

評価性引当額 △7,551,622千円 

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 

 
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  △0.1％ 
住民税均等割             △0.4％ 
評価性引当額の増減               △40.3％ 
その他                 △0.2％ 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △0.4％ 

  

  
 

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 

81,276千円 
116,715千円 

賞与引当金繰入限度超過額 8,112千円 

その他 7,839千円 

小計 213,943千円 

評価性引当額 △213,943千円 

合計 ―千円 
 
 
 
 
 
 

②固定資産  

繰越欠損金 
関係会社株式評価損否認額 

7,396,719千円 
213,150千円 

退職給付引当金繰入限度超過額 28,319千円 

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 98,483千円 

小計 8,450,239千円 

評価性引当額 △8,450,239千円 

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） 

住民税均等割             △0.6％ 
評価性引当額の増減               △40.7％ 
その他                   0.1％ 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △0.6％ 
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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) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当社は、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、当事業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て新ビジネスモデ

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事

業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事業年度において

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、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財務諸表には反映し

ていません。  

当社は、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。当事業年度は新経営

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、当事業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事業年度は業績の回

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

要な疑義の影響を財務諸表には反映していません。 
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 (１株当たり情報) 

 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(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 71,504円92銭 
 

１株当たり純資産額 51,788円81銭 
 

１株当たり当期純損失 23,710円84銭 
 

１株当たり当期純損失 19,708円57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 
前事業年度 

（自 平成 16年 4月 １日 
   至 平成 17年 3月 31日） 

当事業年度 
（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） 2,664,695 2,215,301 

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） 2,664,695 2,215,301 

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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(重要な後発事象) 

 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

（１）当社は、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
約権を当社の従業員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 

当社普通株式 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）当社は、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 

 

当社は、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、当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：合併契約締結時までに両社

で協議のうえ決定予定 
③合併期日：平成 18 年９月１日（予定） 

 
以 上 


