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平成 １８ 年 １２月期   中間決算短信（連結） 平成18年8月25日 

上場会社名      山水電気株式会社           上場取引所     東証・大証市場第１部 
コ ー ド 番 号        ６７９３               本社所在都道府県  東京都 
（ＵＲＬ http://www.sansui-jpn.co.jp） 
代   表   者 役職名 代表取締役社長   氏名  中道 武 
問合せ先責任者  役職名 財務経理部長   氏名  宮本 比都美    TEL(03)6418-0901 
決算取締役会開催日  平成18年8月25日 
親会社等の名称  バリカン･インベストメンツ･コーポレーション   
親会社等における当社の議決権所有比率 33.2％ 
米国会計基準採用の有無   無 

１．18年6月中間期の連結業績（平成18年1月1日～平成18年6月30日） 

(1) 連結経営成績 

 売上高 営業利益 経常利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円  ％

18年6月中間期 142 69.4 △99 ― 105 ― 

17年6月中間期 84 △79.2 △55 ― △63 ― 

17年12月期 350 △44.3 △149 ― △101 ― 
 

 中間(当期)純利益 
１株当たり中間 
（当期）純利益 

潜在株式調整後１株当 
たり中間(当期)純利益 

 百万円 ％ 円   銭   円   銭   

18年6月中間期 105 ― 0      08 ―    ― 

17年6月中間期 △64 ― △0      06 ―    ― 

17年12月期 △103 ―         △0      09 0    00 

(注)①持分法投資損益 18年6月中間期 ― 百万円  17年6月中間期 ― 百万円  17年12月期 ― 百万円 
②期中平均株式数(連結) 18年6月中間期 1,362,948,777 株      17年6月中間期 1,062,954,984 株  

17年12月期   1,115,376,673 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、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 

 (2) 連結財政状態 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産
 百万円 百万円 ％ 円   銭

18年6月中間期 10,060 9,474 94.2      6     95 

17年6月中間期 10,825 2,357 21.8 2     22 

17年12月期 10,273 9,558 93.0 7   01 

(注)期末発行済株式数(連結) 18年6月中間期 1,362,948,367 株      17年6月中間期 1,062,953,496 株  
17年12月期  1,362,948,786 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6月中間期 729 ― △6 6,680 

17年6月中間期 △110 7,928 △6 9,167 

17年12月期 △349 5,522 △13 6,088 
 
(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  2 社   持分法適用非連結子会社数 ― 社   持分法適用関連会社数 ― 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)  ― 社    持分法 (新規)  ― 社   (除外)  ― 社 

２．18年12月期の連結業績予想（平成18年1月1日～平成18年12月31日） 

 売上高 経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円

通  期 606 45 44 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）    0 円 04 銭 

 (注)  上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、 

今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 

上記業績予想に関する事項は、添付資料の6ページを参照してください。 
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１【企業集団の状況】 

 

当社グループ（当社及び連結子会社）は、当社（山水電気株式会社）及び子会社2社により構成されており、音響・

映像機器、その他電子機器の製造・販売及びその他の事業（音響・映像機器のアフターサービス事業、不動産の賃

貸事業等）を主たる事業としております。 

当社グループの事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。 

音響・映像機器、その他電子機器の製造・販売事業は、海外販売については当社及びサンスイ・セールス・ピー

ティーイー・リミテッドが行っております。国内販売については、従来当社が委託製造した製品を購入し、国内の

販売店を通じて国内販売しておりましたが、現在は一時中止しております。 

その他の事業（音響・映像機器のアフターサービス事業、不動産の賃貸事業等）のうち、アフターサービス事業

については当社が行っております。また、不動産の賃貸事業については、当社及び有限会社山水電気SPVが行ってお

ります。 

当社の事業再構築を財政的・人的に支援しているザ・グランデ・ホールディングズ・リミテッドは、当中間連結

会計期間末現在、間接所有子会社ハイテック・プレシジョン・プロダクツ・リミテッド及びナカミチ・マレーシア・

エスディーエヌ・ビーエイチディー並びに赤井電機株式会社を通じて当社の株式を11.7％所有する主要株主となっ

ております。また、バリカン・インベストメンツ・コーポレーションは、当中間連結会計期間末現在、同社が直接

所有する当社株式20.0％と、ザ・グランデ・ホールディングズ・リミテッドが間接所有する当社株式11.7％、合わ

せて31.7％を保有する主要株主であります。 

 

(事業系統図) 

以上に述べた事項を事業系統図によって示すと次の通りであります。 

 
 
  
 

           親会社(63.7%直接保有)                       
  
 
 
 

親会社(100％間接保有）   親会社(86.7%間接保有）  親会社(100%間接保有）   

                                                                  
           
                                                                                 

株主(9.0%直接保有)     株主(0.7%直接保有)   株主(2.0%直接保有)        
 

販売                                                  製品供給 
 

               部品供給 
                           
           販売    投資                投資 

 

 

 

 

 

国内販売店 

連結子会社(100%保有) 

有限会社山水電気SPV 

連結子会社(100%保有) 
サンスイ・セールス・ 

ピーティーイー・リミテッド 

バリカン・インベストメンツ・コーポレーション 

海外販売店 

ナカミチ・マレーシ

ア・エスディーエヌ・

ビーエイチディー 

ザ・グランデ・ホールディングズ・リミテッド 

提出会社 
山水電気株式会社 

赤井電機株式会社ハイテック・プレシジョン・  
プロダクツ・リミテッド 

部品供給業者 

委託加工業者 

主要株主(20.0%直接所有) 
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２【 経営方針】 

 

  （１）経営の基本方針 
     当社グループの経営基本方針としては、国内音響市場で高級アンプリファイアーのメーカーとして確立さ

れている高級イメージを基礎として、主として民生電子機器分野での市場の拡大を目指して参ります。 

 
（２）会社の利益配分に関する基本方針 

当社グループは、株主に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして認識しており、株主への安定配当

を目指すとともに、競争力・収益力の向上に向けた事業投資に備えるための内部留保の充実も重要と考え、

これらを総合的に勘案した上で配当を実施することを基本方針としております。 

なお、配当に関する定款変更及び四半期配当の実施等については、現時点では未検討であります。 
 

（３）目標とする経営指標 

当社としては、当社の現状から赤字体質からの脱却を至上命題としているので、当面は販売の強化拡大に

よる営業損益レベルでの黒字化を目標としています。 

 
（４）中長期的な会社の経営戦略 

当社グループは、当中間連結会計期間を含め、継続的に営業損失を計上しております。当社グループは、

現在、音響・映像機器事業の海外市場の拡大を推し進め、営業利益の確保に努めておりますが、具体的には、

平成18年7月14日付にて、新規海外子会社を設立し、新たに白物家電事業に参入いたしました。今後、海外

市場でのシェアの確保を目指してまいります。今後は、新規事業の開拓・事業化についても取り組み、企業

規模の拡大及び収益力の強化を図る所存であります。 

 
  （５）会社の対処すべき課題 

① 当社の現状の認識について 
当社の経営構造改革は、引き続きグランデ・グループの支援を受けて推進いたします。同グループの

支援の継続如何は、当社の財政状態及び事業継続に重大な影響を及ぼす可能性があります。 
② 当面の対処すべき課題の内容 

当面の課題として、当社の主要株主であるグランデ・グループとの緊密な人的、業務的、財務的な関

係を維持・増進し改革を進めてまいります。 
     ③ 対処方針 

当社は、これまでリストラクチャリング策により縮小した企業規模及び事業の再構築を推進してまい

ります。 
④ 具体的な取組状況等 

当社は、グランデ・グループ企業との提携の下、引き続き海外市場を拡充、推進してまいります。 

 

（６）親会社等に関する事項 

① 親会社等の商号等                          (平成18年６月30日現在) 

親会社等 属性 
親会社等の議決

権所有割合(%) 

親会社等が発行する株式が上

場されている証券取引所等 

バリカン・インベストメン

ツ・コーポレーション 

上場会社が他の会社の関

連会社である場合におけ

る当該他の会社 

33.2 

(12.2) 
なし 

ザ・グランデ・ホールディン
グズ・リミテッド 

上場会社が他の会社の関

連会社である場合におけ

る当該他の会社 

12.2 

(12.2) 
香港交易所 

(注)親会社等の議決権所有割合欄の（）内は、間接被所有割合で内数であります。 
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② 親会社等のうち、上場会社に与える影響が も大きいと認められる会社の商号または名称およびその理

由 

上場会社に与える影響が も大きいと認

められる会社の商号 
ザ・グランデ・ホールディングズ・リミテッド 

その理由 １ 当社の親会社であるバリカン・インベストメンツ・コーポレー

ションは、現時点まで当社の経営に全く関与しておらず、当社

の経営に関して全く相談、協議したことがありません。 

２ 役員の兼務状況、財務上の関係、取引上の関係から、実質的に

当社の経営に関与しているのはザ・グランデ・ホールディング

ズ・リミテッドであります。 

(1)同社の取締役が当社取締役を兼務しております。 

(2)同社による第三者有償割当増資および円建転換社債型新株

予約権付社債の引受けなど、当社の財務上極めて重要な取引

については、同社と相談、協議の上行われております。 

(3)当社が、同社グループと取引を行う場合には、同社と相談、

協議して行っております。 

 

③ 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係 

1）親会社等の企業グループにおける上場企業の位置付け、親会社等やそのグループ企業との取引関係や

人的・資本的関係 

ザ・グランデ・ホールディングズ・リミテッドは、音響・映像機器を含む民生用電子機器等の製

造及び販売を世界規模で展開しており、平成18年6月30日現在で当社の発行済株式総数の11.7％（議

決権所有割合12.2％）を所有する主要株主であります。当社は、同社の経営支援による経営再建の

過程にあり、そのため、当社には同社との兼任取締役2名が就任しております。 

2）親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約、リスク及びメリット、親会社等やそのグ

ループ企業との取引関係や人的・資本的関係などの面から受ける経営・事業活動への影響等 

当社は、同社及び同社グループと緊密な関係を保つことにより、効率的な経営と事業展開を進め

ております。このような中、当社の取締役4名のうち2名は同社の取締役を兼任していることから、

同社の経営方針が当社の経営方針の決定等について、影響を及ぼし得る状況にあります。 

3）親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約、親会社等やそのグループ企業との取引関

係や人的・資本的関係などの面から受ける経営・事業活動への影響等がある中における、親会社等か

らの一定の独立性の確保に関する考え方及びそのための施策 

当社は同社グループと類似した事業を営んでおりますが、事業の棲分けがなされており、同社グ

ループから当社の自由な事業活動を阻害される状況にないと考えております。 

4）親会社等からの一定の独立性の確保の状況 

当社は、同社グループと緊密な協力関係を保ちながら事業展開する方針でありますが、同社グル

ープと事業の棲分けがなされており、同社との兼任取締役の就任状況は独自の経営判断を妨げるほ

どのものではなく、一定の独立性が確保されていると認識しております。 

 

④ 親会社等との取引に関する事項 
（単位：千円） 

関係内容 

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)

の割合 
役員の 

兼任等 

事業上の

関係 

取引 

内容 

取引 

金額 
科目 

期末 

残高 

主要株主 

バリカン・インベ

ストメンツ・コー

ポレーション 

英領バージ

ン諸島 

25,000千

米ドル

投資持株 

会社 

直接20.9％ 

間接12.2％ 
― ― ― ― ― ―

主要株主 

ザ・グランデ・ホ

ールディングズ・

リミテッド 

英領バミュ

ーダ島 

46,022千

香港ドル

投資持株 

会社 
間接12.2％ 役員2名 ― ― ― ― ―

 

（７）その他、会社の経営上の重要な事項 

該当事項はありません。 
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３【経営成績及び財政状態】 

（１）中間会計期間の概況 

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、原油をはじめとした原材料価格の急騰による不安要素があるも

のの、設備投資の増加や企業収益の拡大、個人消費の回復など、景気は回復基調にあります。一方、世界経済

においては、中国経済は依然上昇傾向にあるものの、原油価格の急騰や、中東情勢の悪化等により、、先行き

は不透明であります。 

このような状況下、当社グループは、引き続き、新規顧客の開拓を推し進め、事業規模の拡大に努めてまい

りました。 

これらの結果、当中間連結会計期間の売上高は前年同期の84,079千円から142,407千円（69.4%増）となりま

した。営業損失は、前年同期の55,771千円から99,334千円（78.1%増）、経常利益は、前年同期の損失63,533千

円から105,789千円、中間純利益は、前年同期の損失64,043千円から105,149千円となりました。 

部門別販売実績は次のとおりです。 

 

① 音響・映像機器事業 

音響・映像製品並びに関連部品の販売を進めてまいりました結果、売上高は80,016千円となりました。 

② その他の事業 

当中間連結会計期間の売上高は62,391千円となりました。 

 

（２）財政状態 

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、6,680,978千円となりました。 

なお、当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローは次の通りであります。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果増加した資金は、729,492千円となりました。その主な増加要因は、売上債権の減少83,940

千円、預け金の減少94,456千円、未収入金の減少570,147千円であります。 

 

（投資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・フローはありません。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果減少した資金は、6,853千円となりました。その主な減少要因は、短期借入金の返済による

支出6,818千円であります。 

 

なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは、下記の通りであります。 

 平成16年 

6月中間期

平成16年 

12月期 

平成17年 

6月中間期

平成17年 

12月期 

平成18年 

6月中間期

株主資本比率 73.3% 19.1% 21.8% 93.1% 94.2%

時価ベースの株主資本比率 1,419.5% 274.6% 304.4% 424.6% 392.9%

(算出の元となった期末株価終値) (34円) (27円) (31円) (32円) (29円)

債務償還年数 ― ― ― ― 0.6

インタレスト・カバレッジ・レシオ ― ― ― ― 104.2

(算出方法) 

・株主資本比率 : 株主資本 ／ 総資産 

・時価ベースの株主資本比率 : 株式時価総額 ／ 総資産 

・債務償還年数 : 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 

(注)１．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

  ２．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数(自己株式控除後)により算出しております。 

  ３．有利子負債は、貸借対照表に記載されている負債のうち、利子を支払っているすべての負債を対

象としております。 

    ４．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

ーを使用しております。 

５．利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 
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（３）当期の見通し 

平成18年12月期の景気動向につきましては、国内経済は引き続き好調に推移していくと思われます。世界経

済については、中国を除き、不安定な状況が続くと思われます。 

このような中にあって、当社といたしましては、当期経営方針に従い利益の拡大に努めてまいります。 

なお、当期（平成18年12月期）の業績見通しにつきましては、売上高606百万円、経常利益45百万円、当期

純利益44百万円を見込んでおります。 

 

 

４【事業等のリスク】 

中間決算短信に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼ

す可能性のある事項には、以下のようなものがあります。 

なお、文中における将来に関する事項は、当中間連結会計期間末現在において、当社グループとして判断し

たものであります。 

（１）為替レートの変動 

当社グループにおける海外への売上及び海外からの調達等には外貨建取引が含まれております。今後の急

激な為替変動によっては、当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 

（２）今後の海外展開 

当社グループは、シンガポールを拠点として音響・映像機器事業の海外展開を進めおりますが、テロや戦

争等による不安定な国際情勢、現地同業者との競合及び今後のデジタル家電市場の動向等の様々なリスクに

対応できない場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

（３）主要株主との関係 

当社グループは、主要株主であるザ・グランデ・ホールディングズ・リミテッド及び同社グループの支援

の下、経営構造改革に取組んでおります。当社グループは同社グループの支援により引き続き経営構造改革

を進め、営業収支の改善に努める所存ですが、何らかの理由により、同社グループによる支援の継続が困難

となった場合、当社グループの経営方針及び戦略を基本から見直す必要が生じます。 
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４ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

 

  
前中間連結会計期間末 

(平成17年６月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年６月30日) 

前連結会計年度 
要約連結貸借対照表 
(平成17年12月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

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   9,167,629 6,680,978  6,088,211

２ 受取手形及び 
売掛金 

  202,739 14,579  98,519

３ たな卸資産   26,166 25,164  25,705

４ 未収入金   347,835 1,246,269  568,807

５ 預け金   ― ―  94,456

６ その他   102,613 7,711  18,235

７ 貸倒引当金   △607 △30  △788

流動資産合計   9,846,377 91.0 7,974,673 79.3  6,893,147 67.1

Ⅱ 固定資産    

(1) 有形固定資産 ※１   

１ 建物 ※２  170,351 168,255  170,827

２ 工具・器具 
  及び備品 

  2,500 4,228  4,890

３ 車両運搬具   1,689 1,150  1,369

４ 土地 ※２  694,904 694,904  694,904

有形固定資産合計   869,445 8.0 868,538 8.6  871,991 8.5

(2) 無形固定資産   1,220 0.0 1,108 0.0  1,164 0.0

(3) 投資その他の資産    

１ 投資有価証券   230 1,152,430  2,400,038

２ その他   107,293 63,268  104,808

３ 貸倒引当金   △2,912 △427  △427

投資その他の資産 
合計 

  104,610 1.0 1,215,271 12.1  2,504,419 24.4

固定資産合計   975,276 9.0 2,084,917 20.7  3,377,575 32.9

Ⅱ 繰延資産    

１ 社債発行費   3,545 1,181  2,363

繰延資産合計   3,545 0.0 1,181 0.0  2,363 0.0

資産合計   10,825,198 100.0 10,060,772 100.0  10,273,086 100.0
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前中間連結会計期間末 

(平成17年６月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年６月30日) 

前連結会計年度 
要約連結貸借対照表 
(平成17年12月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

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   ― 4,263  7,084

２ １年以内返済 
予定長期借入金 

※２  13,530 13,964  13,746

３ 未払金   183,534 89,034  198,657

４ 未払法人税等   2,937 11,140  22,460

５ 製品保証引当金   360 ―  ―

６ 展示商品販売促 
進費引当金 

  1,584 1,584  1,584

７ その他   12,082 8,145  4,528

流動負債合計   214,029 2.0 128,133 1.3  248,061 2.4

Ⅱ 固定負債    

１ 社債   7,800,000 ―  ―

２ 長期借入金 ※２  436,640 422,675  429,713

３ 長期未払退職金   17,262 15,435  16,651

４ 預り敷金   ― 19,968  19,968

固定負債合計   8,253,903 76.2 458,080 4.5  466,333 4.6

負債合計   8,467,932 78.2 586,213 5.8  714,395 7.0

(少数株主持分)    

少数株主持分   ― ― ― ―  ― ―

(資本の部)    

Ⅰ 資本金   1,894,263 17.5 ― ―  5,794,263 56.4

Ⅱ 資本剰余金   11 0.0 ― ―  3,900,011 38.0

Ⅲ 利益剰余金   △92,383 △0.8 ― ―  △131,499 △1.3

Ⅳ 為替換算調整勘定   556,167 5.1 ― ―  △3,100 △0.0

Ⅴ 自己株式   △793 △0.0 ― ―  △982 △0.0

資本合計   2,357,265 21.8 ― ―  9,558,691 93.0

負債、少数株主 
持分及び資本合計 

  10,825,198 100.0 ― ―  10,273,086 100.0

    

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金   ― ― 5,794,263 57.6  ― ―

２ 資本剰余金   ― ― 3,900,034 38.8  ― ―

３ 利益剰余金   ― ― △26,350 △0.3  ― ―

４ 自己株式   ― ― △1,017 0.0  ― ―

株主資本合計   ― ― 9,666,930 96.1  ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等    

１ 為替換算調整勘定   ― ― △192,371 △1.9  ― ―

評価・換算差額等 
合計 

  ― ― △192,371 △1.9  ― ―

Ⅲ 少数株主持分   ― ― ― ―  ― ―

純資産合計   ― ― 9,474,559 94.2  ― ―

負債及び純資産合計   ― ― 10,060,772 100.0  ― ―
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② 【中間連結損益計算書】 
 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

前連結会計年度 
要約連結損益計算書 

(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比
(％) 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

金額(千円) 
百分比
(％) 

Ⅰ 売上高   84,079 100.0 142,407 100.0  350,812 100.0

Ⅱ 売上原価 ※４  62,976 74.9 118,338 83.1  296,382 84.5

売上総利益   21,103 25.1 24,069 16.9  54,429 15.5

Ⅲ 販売費及び 
一般管理費 

※ 
１
４ 

 76,874 91.4 123,404 86.7  204,068 58.2

営業損失   55,771 △66.3 99,334 △69.8  149,638 △42.7

Ⅳ 営業外収益 ※２  2,789 3.2 213,364 149.8  68,385 19.5

Ⅴ 営業外費用 ※３  10,551 12.5 8,239 5.7  20,626 5.8

経常利益又は 
経常損失（△） 

  △63,533 △75.6 105,789 74.3  △101,879 △29.0

税金等調整前中間純利
益又は中間(当期)純損
失(△) 

  △63,533 △75.6 105,789 74.3  △101,879 △29.0

法人税、住民税 
及び事業税 

  510 0.6 640 0.4  1,280 0.4

中間純利益又は 
中間(当期)純損失(△) 

  △64,043 △76.2 105,149 73.8  △103,159 △29.4
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③ 【中間連結剰余金計算書】 
 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12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  909,000  909,000

Ⅱ 資本剰余金増加高   

１ 増資による新株発行  ― 3,900,000 

２ 自己株式処分差益  11 11 11 3,900,011

Ⅲ 資本剰余金減少高   

１ 資本準備金取崩による減
少高 

 909,000 909,000 909,000 909,000

Ⅳ 資本剰余金中間期末(期末)残高  11  3,900,011

(利益剰余金の部)   

Ⅰ 利益剰余金期首残高  △17,689,553  △17,689,553

Ⅱ 利益剰余金増加高   

１ 資本金取崩による増加高  16,752,213 16,752,213 

２ 資本準備金取崩による増
加高 

 909,000 17,661,213 909,000 17,661,213

Ⅲ 利益剰余金減少高   

１ 中間(当期)純損失  64,043 103,159 103,159

Ⅳ 利益剰余金中間期末(期末)残高  △92,383  △131,499
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④ 【中間連結株主資本等変動計算書】 
当中間連結会計期間 (自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日) 

(単位：千円) 

株主資本  

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成17年12月31日残高 5,794,263 3,900,011 △131,499 △982 9,561,791

中間連結会計期間中の変動額  

自己株式処分差益 23  23

中間純利益 105,149  105,149

自己株式の取得 △65 △65

自己株式の処分 31 31

株主資本以外の項目の中間連結会

計期間の変動額(純額) 
 ―

中間連結会計期間中の変動額合計 ― 23 105,149 △34 105,138

平成18年６月30日残高 5,794,263 3,900,034 △26,350 △1,017 9,666,930

 

評価・換算差額等  

為替換算調整

勘定 

評価・換算差

額等合計 

少数株主持分 純資産合計 

平成17年12月31日残高 △3,100 △3,100 ― 9,558,691 

中間連結会計期間中の変動額  

自己株式処分差益 23 

中間純利益 105,149 

自己株式の取得 △65 

自己株式の処分 31 

株主資本以外の項目の中間連結会

計期間の変動額(純額) 
△189,270 △189,270 △189,270 

中間連結会計期間中の変動額合計 △189,270 △189,270 ― △84,132 

平成18年６月30日残高 △192,371 △192,371 ― 9,474,559 
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⑤ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  
前中間連結会計期間 

(自平成17年１月１日 
至平成17年６月30日) 

当中間連結会計期間 

(自平成18年１月１日 
至平成18年６月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結キャッシュ・

フロー計算書 
(自平成17年１月１日 
至平成17年12月31日)

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動による 
キャッシュ・フロー 

  

１ 税金等調整前中間純利益又は 
中間(当期)純損失(△) 

 △63,533 105,789 △101,879

２ 減価償却費  3,039 3,473 6,282

３ 貸倒引当金の減少額  △789 △758 △3,092

４ 受取利息及び受取配当金  △42 △54,867 △56,331

５ 支払利息  7,234 6,980 14,281

６ 社債発行費償却  1,181 1,181 2,363

７ 展示商品販売促進費引当金の減少  △172 ― △172

８ 売上債権の増減額  △38,240 83,940 65,978

９ たな卸資産の減少額  660 541 1,121

10 預け金の増減額  △5,144 94,456 △11,096

11 仕入債務の増減額  ― △2,820 7,084

12 預り敷金の増加額  ― ― 17,822

13 その他営業活動による 
  キャッシュ・フロー 

 △6,226 444,349 △332,442

小計  △102,032 682,266 △390,081

14 利息及び配当金の受取額  42 54,867 56,331

15 利息の支払額  △7,213 △7,001 △14,322

16 法人税等の支払額  △1,280 △640 △1,280

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 △110,483 729,492 △349,352

Ⅱ 投資活動による 
キャッシュ・フロー 

  

１ 有形固定資産の取得による支出  △442 ― △6,468

２ 投資有価証券の取得による支出  ― ― △2,400,008

３ 無形固定資産取得代金の前渡金
の返還による収入 

 7,929,365 ― 7,929,365

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 7,928,923 ― 5,522,888

Ⅲ 財務活動による 
キャッシュ・フロー 

  

１ 短期借入金の返済による支出  △6,606 △6,818 △13,318

２ 自己株式の処分および取得による
純支出 

 △190 △34 △380

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 △6,797 △6,853 △13,699

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  427,634 △129,871 20

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  7,811,641 722,639 5,159,836

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  928,353 6,088,211 928,353

Ⅶ 現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高 

 9,167,629 6,680,978 6,088,211
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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 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

当社グループは当中間連結会計期間を

含め、継続的に営業損失を計上してお

ります。当該状況により、継続企業の

前提に関する重要な疑義が存在してお

りますが、当社グループは、グランデ・

グループの支援のもとで経営構造改革

に取組んでおります。この経営構造改

革は、引き続きグランデ・グループの

支援のもと、売上の増大ならびにコス

トの削減等により、営業収支の改善に

努めてまいります。同グループの支援

の継続如何は、当社グループの財政状

態及び事業継続に重大な影響を及ぼす

可能性があります。 

中間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

な疑義の影響を中間連結財務諸表には

反映しておりません。 

同左 当社グループは当連結会計年度を含

め、継続的に営業損失を計上しており

ます。当該状況により、継続企業の前

提に関する重要な疑義が存在しており

ますが、当社グループは、グランデ・

グループの支援のもとで経営構造改革

に取組んでおります。この経営構造改

革は、引き続きグランデ・グループの

支援のもと、売上の増大ならびにコス

トの削減等により、営業収支の改善に

努めてまいります。同グループの支援

の継続如何は、当社グループの財政状

態及び事業継続に重大な影響を及ぼす

可能性があります。 

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

おりません。 
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

１ 連結の範囲に関する事項 

(1)連結子会社の数     ２社 

㈲山水電気ＳＰＶ 

サンスイ・セールス・ピーティ

ーイー・リミテッド 

１ 連結の範囲に関する事項 

(1)連結子会社の数     ２社 

同左 

 

 

１ 連結の範囲に関する事項 

(1)連結子会社の数     ２社 

同左 

 

 

(2)非連結子会社の数   ２社 

福島サンスイ株式会社（以下「福

島サンスイ」）は清算することを

前提に営業活動を中止している

ため、また、ターギー・リミテッ

ド（以下「ターギー」）は、総資

産、売上高、当期純損益及び利益

剰余金等のそれぞれの金額はい

ずれも小規模であり、かつ全体と

して中間連結財務諸表に重要な

影響を及ぼしてはいないため連

結の範囲に含めておりません。 

(2)非連結子会社の数   ２社 

福島サンスイ株式会社及びター

ギー・リミテッドは営業活動を

中止しているため、連結の範囲

に含めておりません。 

(2)非連結子会社の数   ２社 

同左 

２ 持分法の適用に関する事項 

持分法を適用しない非連結子会

社         ２社 

非連結子会社２社は、いずれも中

間連結純損益及び連結利益剰余

金等に及ぼす影響が軽微であり、

全体としても中間連結財務諸表

に重要な影響を及ぼしていない

ので、これらの会社に対する投資

については持分法を適用せず原

価法により評価しております。 

２ 持分法の適用に関する事項 

持分法を適用しない非連結子会

社         ２社 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 持分法の適用に関する事項 

持分法を適用しない非連結子会

社         ２社 

非連結子会社２社は、いずれも連

結純損益及び連結利益剰余金等

に及ぼす影響が軽微であり、全体

としても連結財務諸表に重要な

影響を及ぼしていないので、これ

らの会社に対する投資について

は持分法を適用せず原価法によ

り評価しております。 

３ 連結子会社の中間決算日等に関する

事項 

連結子会社の中間決算日は、中間

連結財務諸表提出会社の中間連

結決算日とすべて一致しており

ます。 

３ 連結子会社の中間決算日等に関する

事項 

同左 

３ 連結子会社の決算日等に関する事項

連結子会社の決算日は、連結財務

諸表提出会社の連結決算日とす

べて一致しております。 
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前中間連結会計期間 

(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12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 

その他有価証券 

時価のないもの 

総平均法による原価法によって

おります。 

４ 会計処理基準に関する事項 

(1)重要な資産の評価基準及び評価方法 

その他有価証券 

時価のないもの 

同左 

 

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 

その他有価証券 

時価のないもの 

同左 

 

たな卸資産 

中間連結財務諸表提出会社の製

品については先入先出法による

原価法であり、貯蔵品について

は移動平均法による原価法であ

ります。 

たな卸資産 

同左 

 

たな卸資産 

連結財務諸表提出会社の製品に

ついては先入先出法による原価

法であり、貯蔵品については移

動平均法による原価法でありま

す。 

(2)重要な減価償却資産の減価償却の方

法 

有形固定資産 

中間連結財務諸表提出会社および

有限会社山水電気ＳＰＶの建物は

定額法、その他は定率法によって

おります。また、サンスイ・セー

ルス・ピーティーイー・リミテッ

ドは定額法によっております。な

お、主な耐用年数は次の通りであ

ります。 

建物  10年～38年 

工具・器具 
及び備品 

2年～6年 

車両運搬具 6年 

無形固定資産 

定額法によっております。 

(2)重要な減価償却資産の減価償却の方

法 

有形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

無形固定資産 

同左 

(2)重要な減価償却資産の減価償却の方

法 

有形固定資産 

連結財務諸表提出会社および有限

会社山水電気ＳＰＶの建物は定額

法、その他は定率法によっており

ます。また、サンスイ・セールス・

ピーティーイー・リミテッドは定

額法によっております。なお、主

な耐用年数は次の通りでありま

す。 

建物  10年～38年

工具・器具 
及び備品 

2年～6年 

車両運搬具 6年 

無形固定資産 

同左 

(3)繰延資産の処理方法 

社債発行費 

：社債発行期間（3年）に亘り均等

償却しております。 

(4)重要な外貨建の資産又は負債の本邦

通貨への換算の基準 

外貨建金銭債権債務は、中間決算日

の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理して

おります。なお、在外子会社の資産

及び負債は中間決算日の直物為替

相場により円貨に換算し、収益及び

費用は期中平均相場により円貨に

換算し、換算差額は資本の部におけ

る為替換算調整勘定に含めて計上

しております。 

(3)繰延資産の処理方法 

社債発行費 

同左 

 

(4)重要な外貨建の資産又は負債の本邦

通貨への換算の基準 

同左 

 

(3)繰延資産の処理方法 

社債発行費 

同左 

 

(4)重要な外貨建の資産又は負債の本邦

通貨への換算の基準 

外貨建金銭債権債務は、決算日の直

物為替相場により円貨に換算し、換

算差額は損益として処理しておりま

す。なお、在外子会社の資産及び負

債は決算日の直物為替相場により円

貨に換算し、収益及び費用は期中平

均相場により円貨に換算し、換算差

額は資本の部における為替換算調整

勘定に含めて計上しております。 

(5)重要な引当金の計上基準 

貸倒引当金 

：債権の貸倒損失に備えるため、過

去の貸倒発生率及び個別的な債

権の貸倒見積額に基づいた金額

を計上しております。 

(5)重要な引当金の計上基準 

貸倒引当金 

：債権の貸倒に備えるため、一般

債権については貸倒実績率によ

る計算額、貸倒懸念債権等の特定

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。 

(5)重要な引当金の計上基準 

貸倒引当金 

同左 
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前連結中間会計期間 

(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

当連結中間会計期間 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

製品保証引当金 

：無償アフターサービス費に充てる

ため売上高に対応した製品保証

費を過去の実績に基づいて見積

り計上しております。 

製品保証引当金 

――――― 

製品保証引当金 

――――― 

展示商品販売促進費引当金 

：中間連結財務諸表提出会社は過去

に小売店に販売した製品のうち、

小売店内に展示してあるものの

販売を促進するために、一定金額

の事後値引きに応じることから

生じる費用の見積額を引当計上

しております。 

展示商品販売促進費引当金 

同左 

展示商品販売促進費引当金 

：連結財務諸表提出会社は過去に小

売店に販売した製品のうち、小売

店内に展示してあるものの販売

を促進するために、一定金額の事

後値引きに応じることから生じ

る費用の見積額を引当計上して

おります。 

(6)重要なリース取引の会計処理方法 

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。 

(6)重要なリース取引の会計処理方法 

同左 

 

(6)重要なリース取引の会計処理方法 

同左 

 

(7)外形標準課税 

「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日以降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、当中間連結会計期間から

「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につい

ては、販売費及び一般管理費に計上

しております。 

この結果、販売費及び一般管理

費は2,427千円増加し、営業損失、

経常損失及び税金等調整前中間純

損失は、同額増加しております。 

(7)外形標準課税 

――――― 

(7)外形標準課税 

「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日以降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について

は、販売費及び一般管理費に計上し

ております。 

この結果、販売費及び一般管理費

は21,180千円増加し、営業損失、経

常損失及び税金等調整前当期純損

失は、同額増加しております。 

(8)消費税等の会計処理方法 

消費税等の会計処理は、税抜方式に

よっております。 

(8)消費税等の会計処理方法 

同左 

(8)消費税等の会計処理方法 

同左 

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に

関する事項 

連結子会社の資産及び負債の評

価については、全面時価評価法

を採用しております。 

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に

関する事項 

同左 

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に

関する事項 

同左 
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前連結中間会計期間 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

当連結中間会計期間 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

６ 中間連結キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲 

中間連結キャッシュ・フロー計算

書における資金（現金及び現金同

等物）は手許現金、随時引き出し

可能な預金及び容易に換金可能

であり、かつ、価値の変動につい

て僅少なリスクしか負わない取

得日から３ヶ月以内に償還期限

の到来する短期投資からなって

おります。 

６ 中間連結キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲 

同左 

６ 連結キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金の範囲 

連結キャッシュ・フロー計算書に

おける資金（現金及び現金同等

物）は手許現金、随時引き出し可

能な預金及び容易に換金可能で

あり、かつ、価値の変動について

僅少なリスクしか負わない取得

日から３ヶ月以内に償還期限の

到来する短期投資からなってお

ります。 
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中間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 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

――――― (固定資産の減損に係わる会計基準) 

当中間連結会計期間より、固定資産の

減損に係る会計基準（「固定資産の減損に

係わ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わる会計基準の

適用指針」（企業会計基準摘要指針第6号

平成15年10月31日）を摘要しております。

これによる損益に与える影響はありま

せん。 

――――― 

――――― (貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準) 

当中間連結会計期間から「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準委員会 平成17年12月

９日 企業会計基準第５号）及び「貸借

対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準の適用指針」（企業会計基準委員

会 平成17年12月９日 企業会計基準

適用指針第８号）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。 

なお、従来の「資本の部」の合計に相

当する金額は9,474,559千円でありま

す。 

中間連結財務諸表等規則の改正によ

り、当連結会計期間における中間連結貸

借対照表の純資産の部については、改正

後の中間連結財務諸表規則により作成

しております。 

 

――――― 

――――― (株主資本等変動計算書に関する会計基

準等) 

当中間連結会計期間から「株主資本等

変動計算書に関する会計基準」（企業会

計基準委員会 平成17年12月27日 企

業会計基準第６号）及び「株主資本等変

動計算書に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準委員会 平成17年12月

27日 企業会計基準適用指針第９号）を

適用しております。 

中間財務諸表等規則の改正により、当

中間連結会計期間から「中間連結株主資

本等変動計算書」を作成しております。

また、前中間連結会計期間まで作成し

ておりました「中間連結剰余金計算書」

は、本改正により廃止され、当中間連結

会計期間からは作成しておりません。 

――――― 
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注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

 

前中間連結会計期間末 
(平成17年６月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成18年６月30日) 

前連結会計年度末 
(平成17年12月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

29,276千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

35,972千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

32,519千円 

※２ イ 担保に供している資産 

建物 164,542千円

土地 694,904千円

計 859,446千円
 

※２ イ 担保に供している資産 

建物 160,347千円

土地 694,904千円

計 855,251千円
 

※２ イ 担保に供している資産 

建物 162,442千円

土地 694,904千円

計 857,347千円
 

   ロ 上記に対応する債務 

1年以内返済

長期借入金 
13,530千円

長期借入金 436,640千円

計 450,171千円
 

   ロ 上記に対応する債務 

1年以内返済

長期借入金 
13,964千円

長期借入金 422,675千円

計 436,640千円
 

   ロ 上記に対応する債務 

1年以内返済

長期借入金 
13,746千円

長期借入金 429,713千円

計 443,459千円
 

 

(中間連結損益計算書関係) 

 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

※１ 販売費及び一般管理費の主な内

訳 

給与手当等 8,813千円

福利厚生費 4,177千円

支払手数料 7,896千円

租税公課 1,011千円

株式費 32,173千円

ビル管理費 3,531千円
 

※１ 販売費及び一般管理費の主な内

訳 

給与手当等 12,617千円

福利厚生費 3,639千円

決算関係費 19,572千円

支払手数料 8,081千円

租税公課 11,970千円

株式費 53,068千円

ビル管理費 3,663千円
 

※１ 販売費及び一般管理費の主な内

訳 

給与手当等 24,494千円

福利厚生費 8,211千円

決算関係費 19,716千円

支払手数料 18,479千円

租税公課 25,307千円

株式費 76,319千円

ビル管理費 7,080千円
 

※２ 営業外収益のうち、 

受取利息及び 
配当金 

42千円

 
 

※２ 営業外収益のうち、 

受取利息及び 
配当金 

54,867千円

為替差益 150,001千円
 

※２ 営業外収益のうち、 

受取利息及び 
配当金 

56,331千円

 
 

※３ 営業外費用のうち、 

支払利息 7,234千円

社債発行費償却 1,181千円

為替差損 2,004千円
 

※３ 営業外費用のうち、 

支払利息 6,980千円

社債発行費償却 1,181千円

 
 

※３ 営業外費用のうち、 

支払利息 14,281千円

社債発行費償却 2,363千円

為替差損 3,515千円
 

※４ 減価償却実施額 

有形固定資産 3,039千円
 

※４ 減価償却実施額 

有形固定資産 3,417千円
 

※４ 減価償却実施額 

有形固定資産 6,282千円
 

 



 

―20― 

 (中間連結株主資本等変動計算書関係) 

当中間連結会計期間 (自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日) 

１. 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末 

普通株式（株） 1,362,999,999 ― ― 1,362,999,999 

 

２. 自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末 

普通株式（株） 51,213 2,055 1,636 51,632 

（変動事由の概要） 

増加は単元未満株式の買取りによる増加であります。 

 

３. 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

 

４. 配当に関する事項 

該当事項はありません。 

 

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

１ 現金及び現金同等物の中間連結期末

残高と中間連結貸借対照表に記載

されている科目の金額との関係 

(平成17年６月30日現在) 

現金及び 
預金勘定 

9,167,629千円  

預金期間が 
３ヶ月を超える 
定期預金 

―千円

現金及び 
現金同等物 

9,167,629千円

 

１ 現金及び現金同等物の中間連結期

末残高と中間連結貸借対照表に記

載されている科目の金額との関係 

(平成18年６月30日現在)

現金及び 
預金勘定 

6,680,978千円

預金期間が 
３ヶ月を超える 
定期預金 

―千円

現金及び 
現金同等物 

6,680,978千円

 

１ 現金及び現金同等物の連結会計年

度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 

(平成17年12月31日現在)

現金及び 
預金勘定 

6,088,211千円

預金期間が 
３ヶ月を超える 
定期預金 

―千円

現金及び 
現金同等物 

6,088,211千円

 
――――― ――――― ２ 重要な非資金取引の内容 

新株予約権付
社債の転換に
よる資本金 
増加額 

3,899,999千円

新株予約権付
社債の転換に
よる資本準備
金増加額 

3,900,000千円

 

 

 

 (リース取引関係) 

 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

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

ース取引に係わる注記 

該当事項はありません。 

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

ース取引に係わる注記 

同左 

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

ース取引に係わる注記 

 同左 
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(有価証券関係) 

(前中間連結会計期間) 

       時価のない主な有価証券の内容 

（単位：千円） 

前中間連結会計期間末（平成17年６月30日現在） 

 

中間貸借対照表計上額 

その他有価証券 

非上場株式（店頭売買取引を除く） 230

 

(当中間連結会計期間) 

       時価のない主な有価証券の内容 

（単位：千円） 

当中間連結会計期間末（平成18年６月30日現在） 

 

中間貸借対照表計上額 

その他有価証券 

非上場株式（店頭売買取引を除く） 1,152,430

 

(前連結会計年度) 

       時価のない主な有価証券の内容 

（単位：千円） 

前連結会計年度末（平成17年12月31日現在） 

 

連結貸借対照表計上額 

その他有価証券 

非上場株式（店頭売買取引を除く） 2,400,038

 

(デリバティブ取引関係) 

(前中間連結会計期間) 

当社グループは、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

 

(当中間連結会計期間) 

当社グループは、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

 

(前連結会計年度) 

当社グループは、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 
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(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成17年１月１日 至 平成17年６月30日) 
 

 
音響・映像機器

事業 
(千円) 

その他の事業
(千円) 

計 
(千円) 

消去又は 
全社 
(千円) 

 
連結 
(千円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益   

  売上高   

   外部顧客に 
   対する売上高 

14,705 69,374 84,079 ―  84,079

   セグメント間の 
   内部売上高 

― ― ― ―  ―

計 14,705 69,374 84,079 ―  84,079

  営業費用 14,125 56,726 70,852 68,999  139,851

  営業利益又は 
  営業損失(△) 

579 12,647 13,227 (68,999)  △55,771

   

(注) １ 事業区分の方法及び各区分に属する主要な製品の名称 

  事業区分は製品の機能別種類により区分いたしました。 

  ［音響・映像機器事業］製品名…音響機器全般、液晶テレビ,液晶ディスプレイ、関連部品 

  ［その他の事業］アフターサービス、賃貸料 

２ 営業費用のうち消去又は全社の項目の金額は配賦不能営業費用の金額であり、その主なものは連結財務諸表提出会社の

総務・人事部門、経理・財務部門、企画調整部門に係わる費用であります。 

 

当中間連結会計期間(自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日) 
 

 
音響・映像機器

事業 
(千円) 

その他の事業
(千円) 

計 
(千円) 

消去又は 
全社 
(千円) 

 
連結 
(千円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益   

  売上高   

   外部顧客に 
   対する売上高 

80,016 62,391 142,407 ―  142,407

   セグメント間の 
   内部売上高 

― ― ― ―  ―

計 80,016 62,391 142,407 ―  142,407

  営業費用 86,473 46,975 133,448 108,294  241,742

  営業利益又は 
  営業損失(△) 

△6,456 15,415 8,959 (108,294)  △99,334

   

(注) １ 事業区分の方法及び各区分に属する主要な製品の名称 

  事業区分は製品の機能別種類により区分いたしました。 

  ［音響・映像機器事業］製品名…音響機器全般、映像機器全般、関連部品 

  ［その他の事業］アフターサービス、賃貸料 

２ 営業費用のうち消去又は全社の項目の金額は配賦不能営業費用の金額であり、その主なものは連結財務諸表提出会社の

総務・人事部門、経理・財務部門、企画調整部門に係わる費用であります。 
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前連結会計年度(自 平成17年１月１日 至 平成16年12月31日) 
 

 
音響・映像機器

事業 
(千円) 

その他の事業
(千円) 

計 
(千円) 

消去又は 
全社 
(千円) 

 
連結 
(千円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益   

  売上高   

   外部顧客に 
   対する売上高 

216,725 134,086 350,812 ―  350,812

   セグメント間の 
   内部売上高 

― ― ― ―  ―

計 216,725 134,086 350,812 ―  350,812

  営業費用 219,610 108,001 327,612 172,838  500,450

  営業利益又は 
  営業損失(△) 

△2,885 26,084 23,199 (172,838)  △149,638

   

(注) １ 事業区分の方法及び各区分に属する主要な製品の名称 

  事業区分は製品の機能別種類により区分いたしました。 

  ［音響・映像機器事業］製品名…音響機器全般、液晶テレビ,液晶ディスプレイ、関連部品 

  ［その他の事業］アフターサービス、賃貸料 

２ 営業費用のうち消去又は全社の項目の金額は配賦不能営業費用の金額であり、その主なものは連結財務諸表提出会社の

総務・人事部門、経理・財務部門、企画調整部門に係わる費用であります。 

 

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成17年１月１日 至 平成17年6月30日) 

           

 
日本 
(千円) 

アジア 
(千円) 

計 
(千円) 

消去又は 
全社 
(千円) 

 
連結 
(千円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益   

  売上高   

   外部顧客に 
   対する売上高 

78,347 5,732 84,079 ―  84,079

   セグメント間の 
   内部売上高 

― ― ― ―  ―

計 78,347 5,732 84,079 ―  84,079

  営業費用 65,438 5,414 70,852 68,999  139,851

  営業利益又は営業損失(△) 12,909 318 13,227 (68,999)  △55,771

   

(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地域の内訳は次の通りであります。 

アジア … シンガポール 
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当中間連結会計期間(自 平成18年１月１日 至 平成18年6月30日) 

 
日本 
(千円) 

アジア 
(千円) 

計 
(千円) 

消去又は 
全社 
(千円) 

 
連結 
(千円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益   

  売上高   

   外部顧客に 
   対する売上高 

121,692 20,715 142,407 ―  142,407

   セグメント間の 
   内部売上高 

― 25,229 25,229 (25,229)  ―

計 121,692 45,944 167,636 (25,229)  142,407

  営業費用 98,994 52,772 151,767 89,975  241,742

  営業利益又は営業損失(△) 22,697 △6,828 15,869 (115,204)  △99,334

   

(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地域の内訳は次の通りであります。 

アジア … シンガポール 

 

前連結会計年度(自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日) 

 
日本 
(千円) 

アジア 
(千円) 

計 
(千円) 

消去又は 
全社 
(千円) 

 
連結 
(千円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益   

  売上高   

   外部顧客に 
   対する売上高 

213,097 137,714 350,812 ―  350,812

   セグメント間の 
   内部売上高 

― ― ― ―  ―

計 213,097 137,714 350,812 ―  350,812

  営業費用 184,715 142,896 327,612 172,838  500,450

  営業利益又は営業損失(△) 28,381 △5,182 23,199 (172,838)  △149,638

   

(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地域の内訳は次の通りであります。 

アジア … シンガポール 
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【海外売上高】 

前中間連結会計期間(自 平成17年１月１日 至 平成17年6月30日) 

(単位：千円) 

 アジア ヨーロッパ 計 

Ⅰ 海外売上高 46,823 424 47,248

Ⅱ 連結売上高 83,655 424 84,079

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合 56.0% 100.0% 56.2%

(注) １．地域は地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

(１) アジア …香港、マレーシア、シンガポール 

 

当中間連結会計期間(自 平成18年１月１日 至 平成18年6月30日) 

(単位：千円) 

 アジア 

Ⅰ 海外売上高 104,711

Ⅱ 連結売上高 142,407

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合 73.5%

(注) １．地域は地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

(１) アジア …香港、マレーシア、シンガポール、タイ、台湾 

 

前連結会計年度(自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日) 

(単位：千円) 

 アジア 

Ⅰ 海外売上高 278,394

Ⅱ 連結売上高 350,812

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合 79.4%

(注) １．地域は地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

(１) アジア …香港、マレーシア、シンガポール 
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(１株当たり情報) 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

 
１株当たり 

純資産額 
2  円 22 銭 

１株当たり 

中間純損失額 
0  円 06 銭 

潜在株式調整後１株当たり中間純利益

金額については、１株当たり中間純損

失であるため記載しておりません。 
 

 
１株当たり 

純資産額 
6  円 95 銭

１株当たり 

中間純利益額 
0  円 08 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、潜在株式がないた

め、記載しておりません。 
 

 
１株当たり 

純資産額 
 7 円 01 銭

１株当たり 

当期純損失 
  0 円 09 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、潜在株式がないため、

記載しておりません。 

(注) 

１株当たり中間純損失額の算定基礎は

以下の通りであります。 

 

中間純損失額 64,043千円 

普通株主に帰属し

ない金額 
― 

普通株式に係る中

間純損失金額 
64,043千円 

期中平均株式数 1,062,954千株 

 

(注) 

１株当たり中間純利益額の算定基礎は

以下の通りであります。 

 

中間純利益額 105,149千円

普通株主に帰属し

ない金額 
―

普通株式に係る中

間純利益金額 
105,149千円

期中平均株式数 1,362,948千株

 

(注) 

１株当たり当期純損失額の算定基礎は

以下の通りであります。 

 

当期純損失額 103,159千円

普通株主に帰属し

ない金額 
―

普通株式に係る当

期純損失金額 
103,159千円

期中平均株式数 1,115,376千株

 
  

(追加情報) 

当中間連結会計期間から、改正後の

「１株当たり当期純利益に関する会計

基準」（企業会計基準委員会 終改正

平成18年１月31日 企業会計基準第２

号）及び「１株当たり当期純利益に関す

る会計基準の適用指針」（企業会計基準

委員会 終改正平成18年１月31日

企業会計基準適用指針第４号）を適用し

ております。 

これによる影響はありません。 
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（重要な後発事象） 
  前中間連結会計期間 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

――――― 平成18年7月14日開催のサンスイ・セー

ルス・ピーティーイー・リミテッド取締

役会において、同社全額出資による子会

社を設立し、新たに白物家電事業を開始

することを決議いたしました。 

 

1. 会社設立の目的 

当社連結子会社であるサンスイ・セー

ルス・ピーティーイー・リミテッド（本

店所在地068909シンガポール オーバー

シーズ ユニオン トラスト ビルディン

グ146ロビンソン ロード、#01－01、代

表者  取締役 ルビー・リー）は、ホー

ム・シアター・システムやプラズマ・デ

ィスプレイなどのデジタル家電の販売

を展開しておりますが、このたび、冷蔵

庫、エアコン、洗濯機などの白物家電市

場への参入を目的として、同社100％出

資子会社を設立することといたしまし

た。 

 
2. 設立する会社の概要 

(1)商号 ： サンスイ・カデ

ン・リミテッド 

(2)代表者 ： 取締役 マイケ

ル・エー・ビー・

ビニー 

(3)本店所在地 ： P.O. Box 957、オ

フショア イン

コーポレーショ

ン センター、ロ

ードタウン、トー

トラ、英領ヴァー

ジン諸島 

(4)設立年月日 ： 平成18年7月14

日 

(5)主な事業内容 ： 白物家電製品の

販売 

(6)決算期  ： 12月31日 

(7)従業員数 ： 3名 

(8)資本の額 ： 1米ドル 

(9)株主構成 ： サンスイ・セール

ス・ピーティーイ

ー・リミテッド

（100%）  

――――― 
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５ 【生産、受注、及び販売の状況】 
(１) 生産実績 

該当事項はありません。 

 

(２) 受注実績 

該当事項はありません。 

 

(３) 販売実績 

販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

(単位:千円) 

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 
事業の種類別 

セグメントの名称 (自平成17年１月１日 

 至平成17年6 月30日) 

(自平成18年１月１日 

 至平成18年6 月30日) 

(自平成17年１月１日 

 至平成17年12月31日) 

音響・映像機器事業 14,705 80,016 216,725 

その他の事業 69,374 62,391 134,086 

合 計 84,079 142,407 350,812 

(注) 上記金額には、消費税等が含まれておりません。 

 

 


