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１．18 年９月中間期の連結業績（平成 18 年４月１日～平成 18 年９月 30 日） 

（1）連結経営成績                  （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 
 売 上 高 営業利益 経常利益 

 

1 8 年 ９ 月 中 間 期

1 7 年 ９ 月 中 間 期

  百万円    ％

6,764  (△36.4)
10,639  (  29.7)

  百万円    ％

△524  ( ― )
△437  ( ― )

  百万円    ％

 △503  ( ― )
△408  ( ― )

18 年３月期 19,625          △1,383          △1,415          

 

1 株 当 た り 潜在株式調整後 1 株当
 中間（当期）純利益 

中間（当期）純利益 たり中間（当期）純利益

 

1 8 年 ９ 月 中 間 期

  百万円    ％

△643  ( ― )
△565  ( ― )

  円    銭

△5,721   49
△5,032   95

  円    銭

―   ―
1 7 年 ９ 月 中 間 期    ―   ―

18 年３月期 △2,783          △24,763   10 ―   ―
(注) ①持分法投資損益    18 年 9 月中間期  ―百万円 17 年 9 月中間期 △９百万円 18 年 3 月期△ 105 百万円 

②期中平均株式数（連結）18 年 9 月中間期  112,482 株 17 年 9 月中間期  112,393 株 18 年 3 月期 112,403 株 

③会計処理の方法の変更 有 

④売上高、営業利益、経常利益、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                （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 総 資 産 純資産 自己資本比率 1 株当たり純資産 

 

18 年９月中間期 

17 年９月中間期 

  百万円 

― 
11,578 

  百万円

― 
7,460 

  ％

― 
64.4 

  円    銭

―   ―
66,371   12

18 年３月期 9,415 5,873 62.4 52,247   61
(注)① 期末発行済株式数（連結）18 年 9 月中間期 112,838 株  17 年 9 月中間期 112,413 株 18 年 3 月期 112,413 株 

   ②当中間連結会計期間末には連結子会社がありませんので、中間連結貸借対照表は作成しておりません。 

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

 
営 業 活 動 に よ る 

キャッシュ・フロー 

投 資 活 動 に よ る

キャッシュ・フロー

財 務 活 動 に よ る

キャッシュ・フロー

現 金 及 び 現 金

同 等 物 期 末 残 高

 

18 年９月中間期 

17 年９月中間期 

  百万円 

△769  
△1,505  

  百万円

△129  
△955  

  百万円

―  
0  

  百万円

1,831  
2,344  

18 年３月期 △1,725  △340  0  2,729  

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

（５）連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

連結（新規） ―社   (除外) １社   持分法（新規） －社   (除外) ―社 

２．19 年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 

 

通期 

百万円

     15,900  

百万円

      △400   

百万円

      △550    

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）―円―銭 

＊上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を 

含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 

 

 

 

1



 
１．企業集団の状況 

当社グループは、当社及び関係会社２社（持分法適用会社２社）により構成され、パーソナ

ルコンピュータ（以下、パソコンと称します）を専業として事業活動を行っております。その

事業活動は、主として製品の企画及び販売ならびにテクニカルサポート業務、保守・修理業務

であります。開発については海外（台湾）ベンダーと共同で行い、生産は、 初から完成品に

するものとベアボーンと言われる前半分を海外（台湾）ベンダーに委託しておりますが、多様

化する顧客のニーズをきめ細かく取り込み、 終完成品に仕上げる BTO（Build To Order、受注

生産方式）と言われる生産活動は、日本（横浜）にある自社工場で行っております。本年 10 月

から一部のモデルを除いて、全機種を BTO 生産方式に移行しております。また、パソコン事業

に加えて、本年６月より周辺機器事業に参入いたしました。 

なお、従来当社の連結子会社としてテクニカルサポート業務、保守・修理業務を行っており

ました株式会社ソーテック・イー・サービスを、当社は平成 18 年９月１日付けにて吸収合併い

たしました。 

 〔事業系統図〕 

事業系統図は、下図のとおりであります。 

　　[製品販売]

（製品）
パ パソコ 海

デスク
トップ型
ノート

ブック型 外

ソ
周辺機器 べ

コ （製造） ン
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ダイレクト ダ

ン T
｜

O
ユ

（注１）

|
　　[サービス提供」

ザ

　　[物　　流]

アウトレット

リペアセンター

コールセンター

ロジスティクスセンター

量販店等

間接販売

法人営業

直接販売

製品・
部品

仕入

株式会社　ソーテック

ン

 

（注）１  B T O（Build To Order、受注生産方式） 

      ２  持分法適用会社である蘇州創新中電科技有限公司は事業を完全に停止しております。また、 ソーテ

ックコンピュータコリア（株）は、平成 18 年７月 25 日付けで解散し清算手続き中につき、両社とも

に事業系統図から除いております。 
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２．経営方針 

 

（１）経営の基本方針 

当社は、顧客のニーズに応えた製品を提供するために、価格や品質において満足していただ

けるモノづくりに真正面から取り組み、新しい企業文化を創り出し、社会的存在価値のある企

業へと転生することを決意しております。           

そのために①BTO（Build To Order、受注生産方式）生産に強くこだわりを持ち、「顧客のニ

ーズにきめ細かく対応した追加価値のある製品の提供」、「自社ブランドを付け社会に製品を送

り出すことに対してメーカーとして全面的な責任を負うこと」を重要な方針として取り組んで

おります（本年 10 月以後の BTO 生産品には、品質において全世界的に認識されている Made in 

Japan「J－MADE（商標登録出願中）」を付しております）。②パソコン事業と相乗効果が図れる

「周辺機器」事業の拡充、③流通政策ではこれまでの量販ルート中心に加え、 終ユーザへ直

接販売する「WEB/ダイレクト」の強化及び「法人市場」の開拓を積極的に進めております。 

加えて、簡素で筋肉質の経営体制を確立するため、昨年よりリストラクチャリングを押し進

め一定の成果を挙げておりますが、重複業務の排除、情報流通の簡素化及び意思決定の迅速性

を一層追求すべく、当社連結子会社の株式会社ソーテック・イー・サービスを平成 18 年９月

１日付けで吸収合併いたしました。更に経営効率を高めるため、平成 19 年２月を目標に基幹

システムの全面的置換を進めております。これにより一層の業務効率化、在庫管理等の合理化

及び WEB/ダイレクト等の営業活動の拡充につなげてまいります。 

 

（２）利益配分の基本方針 

当社は、株主に対する利益還元を重要課題の一つと考えておりますが、経営成績の不振によ

り誠に遺憾ながら利益還元としての配当を見送らざるを得ない状況であります。できるだけ早

期に株主の皆様のご期待に沿えるよう 大限努力してまいります。  

 

（３）目標とする経営指標 

  通期利益の黒字化の実現と定着を 重要項目として取り組んでおります。そのために、市場

需要に対応した製品作りにスピードを持って取り組み、売上の拡大はもとより、製品売上構成

比の改善による売上総利益率の向上及び新規事業（パソコン周辺機器）の拡充に努めておりま

す。 

    

（４）中長期的な会社の経営戦略 

当社は「新しい企業文化を創り出し、社会的存在価値のある企業へ転生」を図るために、以

下の諸施策に取り組んでおります。 

①「BTO 生産の拡充」 

BTO 生産の狙いはブランドの差別化及び製品に追加価値を付与する仕組みを作り上げること

にあります。様々な 終顧客のニーズを聞き、それを瞬時に BTO 生産ラインに反映して短時間

に 終完成品に仕上げます。そのために、需要予想やそれにもとづくモジュール（部材）の発

注、並びに在庫管理等、いわゆる SCM（サプライチェーン・マネジメント）と称される仕組み

を構築し運営する組織を立ち上げております。当社はモノづくりに絡む要素を一つ一つより厳

密にきめ細かく実施してまいります。 
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②「WEB/ダイレクト（直接販売）の強化」 

WEB/インターネットにより直接顧客に対して受注活動を行ない、顧客のニーズをきめ細かく

捉え受注する「WEB/ダイレクト営業」を行っております。直接販売は収益性の高い販売活動で

あり、当社の中枢事業として育成すべく取り組んでおります。なお、「新 IT システム」（平成

19 年２月完成予定）により、これまで制限のあった販売活動が改善され、売上増強に寄与する

と判断しております。 

③「法人市場の開拓」 

パソコンの 55%～60%を構成すると言われている「法人市場」に本格的に参入し（ブランド名 

e-three）、中間流通や法人ユーザからの信頼を勝ち得ることを強く認識してビジネスに取り組

んでおります。 

④「周辺機器事業の拡充」 

専業としているパソコン事業と相乗効果がとれ、収益性の高い「周辺機器市場」に平成 18

年６月より参入しております（ブランド名 comfix）。「WEB/ダイレクト」と同様、収益性の高

い販売活動であり、当社の核となる事業として育成すべく取り組んでおります。 

⑤「連結子会社の吸収合併等」 

当社連結子会社である株式会社ソーテック・イー・サービスは、製品の保守・修理やコール

センター業務を中心に顧客満足度の向上に取り組むとともに、BTO 生産体制を作り上げてまい

りました。その結果、漸くにしてサービス会社として利益確保できる体質・体制を実現するこ

とができました。 

しかし、当社グループを取り巻く環境は一段と厳しくなっており、簡素で筋肉質の経営体制

の確立が急務であり、重複業務の排除、情報流通の簡素化及び意思決定の迅速化を一層追求し、

市場競争に勝つために、当社は平成 18 年９月１日付けにて同社を吸収合併いたしました。ま

た、世の中のダイナミックな動きに対応しきれなくなっている、旧式化した「コンピュータシ

ステム」を「新 IT システム」に全面置換し、来年３月に本格稼動すべく取り組んでおります。 

 

（５）会社の対処すべき課題 

パソコン市場の競争激化、製品の成熟化などが今後も予想される厳しい環境の中、当社は、

市場の要求に対応するためのスピードを持つことが、競争に勝つ要と認識しております。また、

従来の事業構造から転換し、業容の拡大と収益のとれる会社にするためには、積極的且つ選択

的な投資が急務であると判断しております。経営資源の有効活用を図り、市場の変化に俊敏に

対応できる体制作りをさらに目指してまいります。 
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３．経営成績及び財政状態 
 

（1）当中間連結会計期間の経営成績 

当中間連結会計期間（平成 18 年４月～９月、以下「当中間期」という）における日本経済

は、原油価格の高騰、金利上昇等から景気停滞への影響が懸念されたものの、企業収益の改善

を背景とした設備投資の増加に加え、個人消費も底堅く推移するなど緩やかながらも景気は回

復基調で推移いたしました。 

一方、当パソコン業界は、前期まで台数ベースで６半期連続のプラス成長を記録してまいり

ましたが、当第一四半期（平成 18 年４月～６月）では前年同期比 25％減、当第二四半期（平

成 18 年７月～９月）では前年同期比 14％減、当中間期では 20％の減少と前年同期を下回る結

果となりました。（参考：（社）電子情報技術産業協会） 

ビジネス市場（法人向けパソコン）は中小企業でのリプレース需要の拡大や、雇用環境の回

復によるパソコン増設需要等により堅調に推移したものの、当社のパソコン売上の大半を占め

る一般消費者市場において、当中間期前半では、サッカーのワールドカップのために需要が大

型テレビやDVDレコーダー等にシフトしたこと、当中間期を通じて、マイクロソフトのOS Vista

の発売延期（平成 19 年１月発売予定）による買い控えなどが影響したと判断しております。 

このような市場環境の影響を直接受け、当中間期における売上高は 6,764 百万円（前年同期

比 36.4％減）となりました。販売費及び一般管理費は 1,264 百万円と前年同期比 23.5％の削

減となったものの円安の影響を受け、営業損失は 524 百万円（前年同期は 437 百万円の営業損

失）、経常損失 503 百万円（同 408 百万円の経常損失）となり、経営効率向上のため、本年９

月に計上した IT 投資 100 百万円を含む 107 百万円を減損処理し、特別損失とした結果、中間

純損失は 643 百万円（同 565 百万円の中間純損失）となりました。当期を本格的な改革のスタ

ート期と位置づけ、量の拡大を主体とした従来の事業運営から、質（利益のとれる事業構造へ

の転換）を重視した事業運営への転換を図っておりますが、今だ途上にあると考えております。 

また、一般にファブレス（海外で完成品を造らせ、一部フロントパネル（ベゼル）を化粧直し

して自社ブランドを付けて販売する方法）と言われる方法は、日本の大手メーカーを初め、中

堅・中小企業にも採用され、似通った機種が店頭に並び、価格優位性を持つメーカーが勝つと

いう図式も販売低迷の一つと判断しております。 

利益のとれる事業構造への転換を目指し、取り組んでおります施策の当中間期における成績

は、「BTO 生産の割合を前年度実績の 13％から 21％に引き上げる目標」に対して 14.4％（前年

度比 1.4％増）、「直販事業（WEB/ダイレクト）のチャネル別売上構成に占める比率を前年度実

績の 16％から 22％に引き上げる目標」に対して 19.8％（前年度比 3.8％増）となり、特に「WEB/

ダイレクト（直接販売）」の伸びが顕著となりました。ただし、法人市場開拓及び周辺機器事

業においては、課題を残した結果となりました。 
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今迄以上にスピードを上げ、ブランドの認知度の向上、技術開発力や品質技術の確立により、

企業としてのファンダメンタルな要素を身に付け、企業価値の向上に努めてまいります。更に

経営効率を高めるため、当中間期において当社連結子会社の株式会社ソーテック・イー・サー

ビスを当社に吸収合併いたしました。これにより重複業務の排除等のコスト削減はもとより、

意思決定の迅速性の向上により、市場ニーズに俊敏に対応する体制ができたと考えております。        

また、懸案でありました「新 IT システム」の本格稼動（来年３月）により、販売、商品企画・

開発、BTO 生産及びサービスサポートを有機的に統合し、社内の管理業務、商品部材の調達、

並びに在庫管理などにおいて、一層の合理化を推進してまいります。 

 

 事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

  パソコン事業の売上高は 6,425 百万円（前年同期比 38.5％減）、営業損失は 552 百万円（前

年同期は 465 百万円の営業損失）となりました。 

 テクニカルサポート、保守修理事業の売上高は 741 百万円（同 14.8％減）、営業利益は 28 百万

円（同 29 百万円の営業利益）とコスト等の見直しによる地道な努力により、利益を計上して

おります。 

 

（２）財政状態 

当中間期末における現金及び預金残高は3,551百万円であり、借入金等は一切行なっており

ません。輸入信用状の開設限度額及び為替予約等の担保として定期預金1,720百万円を取引金

融機関に差し入れているため、中間連結キャシュ・フロー計算書上では1,831百万円を現金及

び現金同等物（以下「資金」という）として計上いたしました。 

  

 (営業活動によるキャッシュ･フロー) 

営業活動による資金の減少は769万円（前年同期は1,505百万円の減少）となりました。売

上債権の減少576百万円等がありましたが、税金等調整前中間純損失632百万円及びたな卸資

産の増加331百万円、仕入債務の減少381百万円等により減少いたしました。 

 

(投資活動によるキャッシュ･フロー) 

投資活動による資金の減少は 129 百万円（前年同期は 955 百万円の減少）となりました。

有価証券の満期償還による 500 百万円の収入がありましたが、定期預金の担保差し入れによ

る支出 220 百万円及び投資有価証券の取得による支出 303 百万円等により減少いたしました。 

 

(財務活動によるキャッシュ･フロー) 

財務活動による資金の増減はありません。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7

 

（キャッシュ・フロー指標について） 

 平成 16 年９月

中間期 

平成 17 年９月

中間期 

平成 18 年９月

中間期 

自己資本比率（％） 49.7 64.4 63.6 

時価ベースの自己資本比率（％） 35.0 81.1 52.8 

（注）１ 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値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 合併により連結対象会社がなくなりましたので、当中間期は、個別中間財務諸表のデータを基準とし

て算出しております。 

 

（３）通期の見通し 

パソコンを専業とする当社を取り巻く環境は、更なる競争激化、急速な IT 技術の進歩と技

術革新及びブロードバンド環境の進展による市場ニーズの変化などにより、今後も厳しい状

況が続くと予想されますが、改革の柱である①「BTO 生産の拡充」、②「WEB/ダイレクト（直

接販売）の強化」、③「法人市場の開拓」、④「周辺機器事業の拡充」の４つの施策を、従来

にも増したスピードで推進してまいります。 

当中間期において、WEB 取引による直接販売が、前年同期比 10.7％増となりました。商品

においては、成熟したパソコンについても、通信や放送のデジタル化にともない、これらの

分野との融合製品が生まれております。来年２月にワンセグ（携帯機器向け放送サービス）

を搭載したノートブック型パソコン、来春には、フルセグ（地上波デジタル）テレビ機能を

搭載したデスクトップ型パソコンを創出いたします。また、通信機能においても新しい技術

を取り入れた製品を企画してまいります。来年１月にはマイクロソフト OS Vista の発売も予

定されており、低迷を続けるパソコン市場も活性化し、売上の増強につながると判断してお

ります。また、法人向けには「１台から導入可能なシンクライアント」として、[e－three TS203]

を発表（平成 18 年 10 月）いたしました。各企業の反響も少なからず、今後の市場開拓に期

待しております。更に周辺機器の分野においても、新しい通信技術をベースとした新製品の

導入を計画しております。なお、本年８月に発売を開始した、デスクトップ型パソコン（ス

タイリッシュスリムタワー）「PC STATION BJ シリーズ」が、財団法人 日本産業デザイン振興

会の 2006 年グッドデザイン賞（商品デザイン部門）を受賞し、好調に販売を伸ばしておりま

す。このように着実に改革の成果が出始めていると認識しております。 

 連結業績予想（平成 18 年 10 月１日～平成 19 年３月 31 日） 

 売上高 経常利益 純利益 

当下半期 9,136 百万円 103 百万円 93 百万円 

通 期 15,900 百万円 △400 百万円 △550 百万円 

当下半期において黒字化を実現すべく全社一丸となって邁進いたします。 
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（４）事業等のリスク 

当社は、事業等のリスクに関し、組織的・体系的に対処することとしておりますが、現在、

当社の経営成績、財務状況等に影響を与える事項のうち、投資家の判断に重要な影響を及ぼ

す可能性がある事項には以下のようなものがあると考えております。 

①経営成績及び財政状態について 

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５期連続して計上し、

営業キャッシュ・フローは６期連続のマイナスが継続しております。今後も営業キャッシュ・

フローのマイナスが継続した場合、運転資金の不足、取引条件の悪化等、仕入・販売活動に

影響が出る可能性があります。 

②為替変動に係る影響 

当社は、当社製品の生産を海外（台湾）ベンダーに委託しております。当社では為替変動

リスクを軽減するために為替委員会を運営し、社内規程に則り為替予約を行っておりますが、

為替レートの急激な変動や変動幅の多寡が当社の業績及び財務状況に影響を与える可能性が

あります。 

③製品販売に係る影響について 

当社は、パソコンとその周辺機器の販売を行っております。当社の主要顧客層は個人ユー

ザであることから普及率のさらなる上昇、個人消費需要の冷え込み、同業他社との競争によ

り、当社の業績及び財務状況に影響が及ぶ可能性があります。 

④技術革新及び市場ニーズへの対応について 

当社が事業を展開するパソコン市場は、急速な技術革新、市場・顧客ニーズの変化により、

新製品及び新サービスの適時導入が常に要求されます。当社は市場ニーズを把握し、他社に

先駆けて新しい製品、サービスを市場・顧客に俊敏に提供するよう取り組んでおります。た

だし、製品の供給元の業績悪化等により、製品の供給がスムーズに行かなくなった場合、当

社の業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 

⑤製造委託に係る影響について 

当社は、当社製品の生産を海外（台湾）ベンダーに委託しております。仕入先企業の信用

状況や技術水準の低下などにより、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。また、製

品の船積地等の所在地は台湾及び中国につき、当該地域の自然災害または政治的、経済的な

変動等により、当社製品の円滑な製造もしくは仕入に支障をきたす可能性があります。 

⑥特定の部品への依存について 

現在のパソコンの主要構成部品である中央演算装置（CPU）、ハードディスクドライブ

（HDD）、CD／DVD ドライブ、液晶（LCD）、半導体（IC・LSI）メモリ、基本ソフトウェア（OS）

などは市況性が極めて高く、限られた特定専業メーカーからの供給に依存しているため、需

要の増加等によりその需給関係が崩れる恐れが発生した場合、必要とされる数量が必要とす

る時期に納入されない可能性があります。また、需給関係により仕入価格が上昇した場合、

販売価格に完全に転嫁できず当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

⑦製品の欠陥等、製造物責任について 

当社製品の品質管理には万全を期してはおりますが、予測不能な製品の欠陥、あるいは使

用部品またはソフトウェア等の不具合及び欠陥を理由として、損害賠償請求が提起される可

能性が存在します。製造物責任賠償保険等に加入しておりますが、全ての補償額をカバーで

きるとは限りません。 
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⑧知的財産権の侵害について 

電子機器、電子部品の集積物であるパソコンは、その機構、技術及び使用方法等において

何らかの意匠権、特許権等の知的財産権が確立もしくは新たな知的財産権の申請がなされて

おります。また、その知的財産権の応用及び適用範囲が幅広く多岐に渡っていることから、

想定外の係争または訴訟が発生した場合、当社の業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性が

あります。 

⑨海外関係会社について 
持分法適用関連会社である蘇州創新中電科技有限公司は、合弁パートナーである中国電子

器件工業総公司との共同経営上の課題を抱えながら推移を見守ったこと等から損失が累積

し、将来に向けての改善の兆しを見ることができませんでしたので、合弁契約に基づき事業

を終了しております。なお、同社の解散整理等については合弁パートナーの中国電子器件工

業総公司と仲裁係争中であります。当該係争が当社の業績及び財務状況に影響を及ぼす可能

性があります。 

⑩取引先の信用リスクについて 

当社は取引先の財務情報をもとに独自の格付けを行っており、取引先の信用リスクにそな

えております。しかし、倒産のような予期せぬ事態により債権回収等に支障が生じた場合、

当社の業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 

⑪個人情報について 

当社は個人情報の取り扱いについて、社内管理システムを構築しております。さらに、全

従業員に対する教育を行っておりますが、当社の業務に関連して得た個人情報について、何

らかの不祥事、法規に反する事態等が発生した場合、当社の業績及び財務状況に影響を及ぼ

す可能性があります。 
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４．中間連結財務諸表等 

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９月30日） 

  前連結会計年度 

要約連結貸借対照表 

（平成18年３月31日） 

 期 別 
 
 

科 目 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 ※２ 4,344,112 4,229,450  

 ２ 受取手形及び売掛金  2,581,476 2,590,398  

３ 有価証券 ※２ 501,450 500,000  

 ４ たな卸資産  2,305,557 1,685,269  

 ５ その他  516,825 205,750  

   貸倒引当金  △251,138 △566,661  

  流動資産合計  9,998,282 86.3 8,644,207 91.8 

Ⅱ 固定資産    

 １ 有形固定資産 ※１   

  (1) 建物  402,228 262,227  

(2) 機械装置及び運搬具  11,769 3,630  

  (3) 土地  556,880 376,806  

  (4) その他  139,266 7,740  

有形固定資産合計  1,110,145 9.6 650,404 6.9 

 ２ 無形固定資産  192,736 1.7 21,820 0.2 

 ３ 投資その他の資産    

  (1) 投資有価証券  57,036 54,127  

  (2) その他  251,093 75,573  

   貸倒引当金  △30,329 △30,449  

投資その他の資産合計  277,800 2.4 99,251 1.1 

   固定資産合計  1,580,682 13.7 771,476 8.2 

   資産合計  11,578,964 100.0 9,415,683 100.0 

   

（注）１ 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 

２ 合併により連結対象会社がなくなりましたので、当中間連結会計期間末の、 

中間連結貸借対照表は作成しておりません。 
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 前中間連結会計期間末

   （平成17年９月30日）

 

 

 

前連結会計年度   

要約連結貸借対照表 

  （平成18年３月31日） 

  期 別 
 
 

科 目 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  1,981,881 1,553,751  

  ２ 未払金  545,955 376,402  

  ３ 未払法人税等  16,425 23,039  

４ 新株予約権  ― 556,554  

  ５ 賞与引当金  57,573 53,889  

  ６ 製品保証引当金  289,325 273,791  

７ 事業所移転費用引当金  69,889 ―  

８  関係会社損失引当金  ― 154,877  

９ 関係会社整理損失引当金  126,797 114,928  

  10 その他  787,178 135,983  

   流動負債合計  3,875,027 33.5 3,243,217 34.4 

Ⅱ 固定負債    

  １ 繰延税金負債  8,498 6,377  

  ２ 退職給付引当金  121,730 114,511  

  ３ リサイクル費用引当金  98,704 151,169  

   固定負債合計  228,932 2.0 272,057 2.9 

   負債合計  4,103,960 35.5 3,515,275 37.3 

 (少数株主持分)    

   少数株主持分  14,027 0.1 27,098 0.3 

(資本の部)    

Ⅰ 資本金  8,522,327 73.6 8,522,327 90.5 

Ⅱ 資本剰余金  127 0.0 127 0.0 

Ⅲ 利益剰余金  △582,765 △5.0 △2,182,338 △23.2 

Ⅳ その他有価証券評価差額金  12,414 0.1 9,315 0.1 

Ⅴ 為替換算調整勘定  3,606 0.0 18,611 0.2 

Ⅵ 自己株式  △494,733 △4.3 △494,733 △5.2 

資本合計  7,460,976 64.4 5,873,310 62.4 

負債、少数株主持分及び 
資本合計  11,578,964 100.0 9,415,683 100.0 

    

（注）１ 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 

２ 合併により連結対象会社がなくなりましたので、当中間連結会計期間末の、 

中間連結貸借対照表は作成しておりません。 
 
 

 



 
 
② 中間連結損益計算書 

  
 

前中間連結会計期間 

自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日 

 
当中間連結会計期間 

自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日 

前連結会計年度 
要約連結損益計算書 
自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日 

期 別 
 
 

科 目 
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  10,639,601 100.0 6,764,268 100.0  19,625,975 100.0

Ⅱ 売上原価  9,423,532 88.6 6,024,093 89.1 17,693,137 90.1

  売上総利益  1,216,068 11.4 740,174 10.9 1,932,837 9.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 1,653,858 15.5 1,264,712 18.7  3,315,899 16.9

営業損失  437,789 △4.1 524,537 △7.8  1,383,062 △7.0

Ⅳ 営業外収益    

１ 受取利息  3,597 2,902  5,271 

２ 受取配当金  1,692 301  1,692 

３ 受取補償金  30,841 6,288  3,791 

４ 為替差益  3,791 2,730  68,049 

５ その他  681 40,605 0.4 9,414 21,637 0.4 3,288 82,092 0.4

Ⅴ 営業外費用    

 １ 持分法による 

投資損失 
 9,748 ―  105,915 

 ２ その他  1,439 11,187 0.1 675 675 0.0 8,250 114,166 0.6

経常損失  408,372 △3.8 503,576 △7.4  1,415,135 △7.2

Ⅵ 特別利益    

 １ 貸倒引当金戻入益  ― 870  4,640 

２ 固定資産売却益 ※２ 56,394 ―  56,394 

 ３ 投資有価証券売却益  719,735 ―  719,735 

 ４  関係会社損失引当金

 戻入益 
 ― 776,130 7.3 21,000 21,870 0.2 ― 780,771 4.0

    

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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前中間連結会計期間 

自 平成17年４月１日   

至 平成17年９月30日 

 
当中間連結会計期間 

自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日 

前連結会計年度 
要約連結損益計算書 

自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日 

期 別 
 
 

科 目 
 金 額（千円） 

百分比
（％） 金 額（千円） 

百分比
（％） 金 額（千円） 

百分比
（％）
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Ⅶ 特別損失    

１ 過年度製品保証引当

金繰入額 
 283,085 ―  283,085 

２ たな卸資産評価損  31,797 24,023   86,419 

３ たな卸資産廃棄損  ― ―   39,892 

４ 固定資産評価損 ※４ 75,966 ―  92,633 

５ 固定資産売却損 ※５ 7,404 ―  8,462 

６ 固定資産減損損失 ※８     ― 107,213  506,657 

７ 固定資産除却損 ※３ 10,427 31  52,897 

８ 投資有価証券評価損  8,210 ―  8,210 

９ 関係会社出資金 

評価損 
 89,483 ―  7,500 

10 貸倒引当金繰入額  231,970 ―  613,855 

11 関係会社損失 ※６ ― ―  184,428 

12 関係会社整理損失 ※７ ― ―  138,760 

13  関係会社整理損失 

引当金繰入額 
 126,797 20,000  ― 

14 その他  69,889 935,033 8.8 ― 151,269 2.2 110,190 2,132,994 10.9

税金等調整前中間 

(当期)純損失 
 567,275 △5.3 632,974 △9.4  2,767,358 △14.1

法人税、住民税及び 

事業税 
 6,578 6,578 0.0 8,501 8,501 0.1 12,682 12,682 0.1

少数株主利益又は 

少数株主損失(△) 
 △8,185 △0.0 2,088 0.0  3,405 0.0

中間(当期)純損失  565,668 △5.3 643,565 △9.5  2,783,446 △14.2

    

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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４月１日 

至 平成17年９月30日 

前連結会計年度 

連結剰余金計算書 

自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日 

期  別 
 
 
 
科  目 金 額（千円） 金 額（千円） 

    

 

 
（資本剰余金の部） 

  

Ⅰ 資本剰余金期首残高  16,212,913 16,212,913 

Ⅱ 資本剰余金増加高   

 増資による新株の発行 127 127 127 127 

Ⅲ 資本剰余金減少高   

 利益剰余金への振替 16,212,913 16,212,913 16,212,913 16,212,913 

Ⅳ 
資本剰余金中間期末(期末)
残高 

 127 127 

    

 （利益剰余金の部）   

Ⅰ 利益剰余金期首残高  △18,956,711 △18,956,711 

Ⅱ 利益剰余金増加高   

 
１ 欠損てん補による資本剰

余金取崩額 
16,212,913 16,212,913  

 ２ 減資による欠損てん補額 2,726,700 2,726,700  

 
３ 連結子会社減少に伴う 

増加高 
― 18,939,613 618,205 19,557,819 

Ⅲ 利益剰余金減少高  

 中間(当期)純損失 565,668 565,668 2,783,446

 
 

2,783,446 

Ⅳ 
利益剰余金中間期末(期末)
残高 

 △582,765 △2,182,338 

   

（注）１ 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 

２ 合併により連結対象会社がなくなりましたので、当中間連結会計期間の、 

中間連結株主資本等変動計算書は作成しておりません。 
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④ 中間連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円） 
 

前中間連結会計期間 
自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日 

 
当中間連結会計期間 
自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日 

前連結会計年度 
要約連結ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ計算書
自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 

期 別 
 
 

科 目 
金 額 金 額 金 額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

   税金等調整前中間(当期)純損失 △567,275 △632,974 △2,767,358 

   減価償却費 106,490 24,900 199,579 

   固定資産減損損失 ― 107,213 506,657 

退職給付引当金の増加額 ― 1,035 ― 

   退職給付引当金の減少額 △14,491 ― △19,536 

   貸倒引当金の増加額 235,172 22,630 807,969 

   賞与引当金の減少額 △13,102 △8,568 △16,786 

   製品保証引当金の増加額 289,325 ― 295,893 

製品保証引当金の減少額 ― △40,118 ― 

   リサイクル費用引当金の増加額 29,561 39,328 82,026 

事業所移転費用引当金の増加額 69,889 ― ― 

   関係会社損失引当金の増加額 ― ― 154,877 

   関係会社整理損失引当金の増加額 126,797 ― 114,928 

関係会社整理損失引当金の減少額 ― △87,323 ― 

   受取利息及び受取配当金 △5,290 △3,203 △6,964 

為替差損又は為替差益（△） △1,550 △1,000 749 

   持分法による投資損失 9,748 ― 105,915 

   投資有価証券売却益 △719,735 ― △719,735 

   投資有価証券評価損 8,210 ― 8,210 

   関係会社株式評価損 ― ― 25,207 

   関係会社出資金評価損 89,483 ― 7,500 

   固定資産売却益 △56,394 ― △56,394 

固定資産除却損 10,427 31 52,897 

固定資産売却損 7,404 ― 8,462 

固定資産評価損 75,966 ― 92,633 

事業所移転費用 ― ― 26,623 

売上債権の減少額 327,032 576,243 701,025 

たな卸資産の増加額（△） △805,314 △331,450 △189,610 

その他流動資産の増加（△）・減少額 △77,128 △2,033 9,465 

仕入債務の減少額 △606,900 △381,822 △1,000,244 

未払金の増加・減少（△）額 7,557 △65,826 △182,649 

   その他流動負債の増加・減少(△)額 △32,321 20,583 29,105 

その他固定負債の増加額 ― 1,000 ― 

小計 △1,506,436 △761,354 △1,729,550 

   利息及び配当金の受取額 5,420 3,178 9,025 

   法人税等の支払額 △4,009 △11,794 △4,729 

   営業活動によるキャッシュ・フロー △1,505,026 △769,971 △1,725,254 

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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前中間連結会計期間 
自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日 

 
当中間連結会計期間 
自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日 

前連結会計年度 
要約連結ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ計算書
自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 

期 別 
 
 

科 目 
金 額 金 額 金 額 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

定期預金の払戻による収入 25,400 ― 25,400 

定期預金の預入による支出 △2,000,000 △220,000 △1,500,000 

有価証券の償還による収入 ― 500,000 ― 

貸付による支出 ― △14,762 ― 

有形固定資産の取得による支出 △31,968 △6,441 △82,770 

有形固定資産の売却による収入 292,706 ― 292,892 

無形固定資産の取得による支出 △21,250 △79,644 △25,185 

投資有価証券の取得による支出 ― △303,256 △930 

投資有価証券の売却による収入 740,059 ― 740,059 

差入保証金の返戻による収入 ― ― 180,474 

その他投資に関する収入 39,422 △5,023 30,060 

投資活動によるキャッシュ・フロー △955,632 △129,128 △340,000 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

株式の発行による収入 255 ― 255 

財務活動によるキャッシュ・フロー 255 ― 255 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 5,021 1,000 7,198 

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額 △2,455,381 △898,099 △2,057,801 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 4,799,493 2,729,450 4,799,493 

Ⅶ 連結範囲の変更に伴う現金 

  及び現金同等物の減少額(△) 
― ― △12,241 

Ⅶ 現金及び現金同等物の 

  中間期末(期末)残高 
2,344,112 1,831,351 2,729,450 

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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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 

期 別 

 

項 目 

 
前中間連結会計期間 

自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日 

 
当中間連結会計期間 

自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日 

 
前連結会計年度 

自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日 

１ 連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社数  ２社 

連結子会社の名称  

㈱ソーテック・イー・サービス

ソーテックコンピュータコリア

㈱ 

 

(1) 連結子会社数  ―社 

当中間連結会計期間におい

て、提出会社の連結子会社であ

った㈱ソーテック・イー・サー

ビスを、平成18年9月１日に吸収

合併したことにより、連結対象

会社はなくなりました。 

 

 

(1) 連結子会社数  １社 

連結子会社の名称  

㈱ソーテック・イー・サービス

なお、ソーテックコンピュータ

コリア（株）は、当連結会計年度

に、緊密であった会社が連結財務

諸表提出会社の意思と同一の内

容の議決権を行使するとは認め

られなくなったため、連結子会社

から除外しておりますが、除外ま

での期間の損益及び剰余金は連

結損益計算書及び連結剰余金計

算書に含まれております。 

 (2) 非連結子会社数  

該当事項はありません。    

(2) 非連結子会社数 

同左 

(2) 非連結子会社数 

同左 

 (3) 他の会社等の議決権の過半数を

自己の計算において所有してい

るにもかかわらず子会社としな

かった当該他の会社等の名称及

び子会社としなかった理由  

 蘇州創新中電科技有限公司

（旧 北京創新中電科技有限公

司）の議決権の過半数を所有し

ておりますが、合弁契約により、

合弁先企業との共同支配の実態

にあるため子会社としておりま

せん。なお、持分法適用の関連

会社としております。 

(3) 他の会社等の議決権の過半数を

自己の計算において所有してい

るにもかかわらず子会社としな

かった当該他の会社等の名称及

び子会社としなかった理由  

    同左 

(3)  他の会社等の議決権の過半数を

自己の計算において所有してい

るにもかかわらず子会社としな

かった当該他の会社等の名称及

び子会社としなかった理由  

同左 

２ 持分法の適用に関する事項 (1) 持分法を適用した非連結子会社 

該当事項はありません。 

(1) 持分法を適用した非連結子会社 

同左 

(1) 持分法を適用した非連結子会社 

同左 

 (2) 持分法を適用した関連会 

社数  １社 

持分法を適用した関連会社の名

称 

蘇州創新中電科技有限公司 

  

 

(2) 持分法を適用した関連会 

社数 ２社 

持分法を適用した関連会社の名

称 

ソーテックコンピュータコリア

（株） 

蘇州創新中電科技有限公司 

 

 

 

 

 

 

(2) 持分法を適用した関連会 

社数 ２社 

持分法を適用した関連会社の名

称 

ソーテックコンピュータコリア

（株） 

蘇州創新中電科技有限公司 

なお、ソーテックコンピュー

タコリア（株）は、当連結会計

年度に連結子会社から関連会社

になったため、持分法の適用範

囲に含めております。 

 (3) 持分法を適用しない非連結子会

社及び関連会社  

該当事項はありません。 

(3) 持分法を適用しない非連結子会

社及び関連会社  

同左 

(3) 持分法を適用しない非連結子会

社及び関連会社  

同左 

 (4) 持分法の適用の手続について特

に記載する必要があると認めら

れる事項 

 持分法適用会社の蘇州創新中

電科技有限公司の中間決算日は

中間連結決算日と異なりますが、

当該会社の中間会計期間に係る

中間財務諸表を使用しておりま

す。 

(4) 持分法の適用の手続について特

に記載する必要があると認めら

れる事項 

 持分法適用会社のソーテック

コンピュータコリア（株）は平成

18年７月25日に解散決議をして

おりますので、当該会社の解散日

までの事業年度に係る財務諸表

を使用しております。また、蘇州

創新中電科技有限公司の中間決

算日は中間連結決算日と異なり

ますが、当該会社の中間会計期間

に係る中間財務諸表を使用して

おります。 

(4) 持分法の適用の手続について特

に記載する必要があると認めら

れる事項 

持分法適用会社のソーテック

コンピュータコリア（株）及び

蘇州創新中電科技有限公司の決

算日は連結決算日と異なります

が、当該会社の事業年度に係る

財務諸表を使用しております。
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期 別 

 

項 目 

 
前中間連結会計期間 

自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日 

 
当中間連結会計期間 

自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日 

 
前連結会計年度 

自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日 

３ 連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事項

中間決算日が中間連結決算

日と異なる場合の内容等 

 ソーテックコンピューター

コリア㈱の中間決算日は、６月

30日であります。中間連結財務

諸表を作成するに当たっては

同日現在の中間財務諸表を使

用し、中間連結決算日との間に

生じた重要な取引については、

連結上必要な調整を行ってお

ります。 

中間決算日が中間連結決算

日と異なる場合の内容等 

(株)ソーテック・イー・サ

ービスを平成18年９月１日

に吸収合併しましたので、連

結子会社の 後の事業年度

は平成18年４月１日から平

成18年８月31日までとなっ

ております。 

 

連結子会社の決算日は、連

結決算日と一致しておりま

す。 

   ①有価証券 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 

     時価のあるもの 

中間連結決算日の市場価格

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 

  ②たな卸資産 

   製品、原材料 

総平均法による原価法 

①有価証券 

      満期保有目的の債券 

償却原価法（定額） 

      その他有価証券 

       時価のあるもの 

中間連結決算日の市場価格

等に基づく時価法(評価差額

は全部純資産直入法により処

理し、売却原価は移動平均法

により算定) 

 

       時価のないもの 

同左 

 

②たな卸資産 

    製品、原材料 

同左 

①有価証券 

    

 その他有価証券 

     時価のあるもの 

連結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 

同左 

 

②たな卸資産 

   製品、原材料 

同左 

(2) 重要な減価償却資産の 

減価償却の方法 

 

  ①有形固定資産 

主として定率法。ただし、平

成10年4月1日以降に取得した

建物（建物付属設備を除く）は

定額法 

主な耐用年数は下記のとお

りであります。 

建物  3年～39年 

その他 2年～20年 

②無形固定資産 

定額法 

なお、ソフトウェア（自社利

用分）については、社内におけ

る利用可能期間（３年～５年）

に基づく定額法によっており

ます。 

   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）

に基づく定額法によってお

ります。 

 

 ①有形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

②無形固定資産 

定額法 

同左 
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期 別 

 

 

19

 

 

項 目 

 
前中間連結会計期間 

自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日 

 
当中間連結会計期間 

自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日 

 
前連結会計年度 

自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日 

 ①貸倒引当金  ①貸倒引当金 (3) 重要な引当金の計上    ①貸倒引当金 

同左             同左 基準  債権の貸倒れによる損

失に備えるため、一般債権

については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に

回収可能性を検討し、回収

不能見込額を計上してお

ります。 

 ②賞与引当金   ②賞与引当金  
従業員に対する賞与の

支給に備えるため、将来

の支給見込額のうち、当

連結会計年度負担額を計

上しております。 

 ②賞与引当金  

同左 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、当中間

連結会計期間負担額を計

上しております。 

③製品保証引当金  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

おります。 
（追加情報） 
中間連結財務諸表提出

会社の製品保証費用につ

いては、従来役務提供時に

計上しておりましたが、当

中間連結会計期間より製

品保証費用発生見込額を

引当金計上することとい

たしました。これに伴い、

当中間連結会計期間の発

生額3,193千円は販売費及

び一般管理費に、また、過

年度相当額283,085千円は

特別損失に計上しており

ます。この結果、従来の方

法によった場合と比較し

て、営業損失及び経常損失

はそれぞれ3,193千円、税

金等調整前中間純損失は
286,278千円増加しており

ます。 

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

おります。 
 

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

おります。 
（追加情報） 
連結財務諸表提出会社

の製品保証費用について

は、従来役務提供時に計

上しておりましたが、当

連結会計年度より製品保

証費用発生見込額を引当

金計上することといたし

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お

ります。この結果、従来

の方法によった場合と比

較して、販売費及び一般

管理費が9,294千円減少

し、営業損失及び経常損

失がそれぞれ同額減少

し、税金等調整前当期純

損失は273,791千円増加

しております。 

 ④事業所移転費用引当金 
事業所移転に伴う原状回

復費用、固定資産除却損、

その他移転関連費用の見

込額を計上しております。

④ 
 
 

④ 
 
 

 ⑤ ⑤関係会社損失引当金 ⑤ 
  
  

  
  

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

おります。 
 ⑥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

ております。 

 

⑥関係会社整理損失引当金

同左 
⑥関係会社整理損失引当金

同左 



 

 

  
当中間連結会計期間 

自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日 
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期 別 

 

項 目 

 
前中間連結会計期間 

自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日 

前連結会計年度 

自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日 

 

 

 

 

 

 

 

⑦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、当中間連結会計期間末

における要支給額の100％を

計上しております。 

 

⑦退職給付引当金 

同左 

⑦退職給付引当金 

従業員の退職給付に備える

ため、退職給付会計に関する

実務指針（会計制度委員会報

告第13号）に定める簡便法に

より、当連結会計期間末にお

ける要支給額の100％を計上

しております。 

 

 ⑧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お

ります。なお前中間連結会計

期間のリサイクル費用引当金

40,292千円は長期未払金に含

めて計上しております。 

⑧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お

ります。 

⑧リサイクル費用引当金 

同左 

(4)重要なヘッジ会計の方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ①ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理を採用し

ております。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

理を採用しております。 

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

であります。 

  ④ヘッジ有効性評価の方法 

    ヘッジ手段の想定元本とヘ

ッジ対象に関する重要な条件

が同一であり、かつ、ヘッジ

開始時及びその後も継続し

て、相場変動又はキャッシ

ュ・フロー変動を完全に相殺

するものと想定することがで

きるため、ヘッジ有効性の判

定は省略しております。 

  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ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

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ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

 ５ その他中間連結財務諸表

作成のための基本となる

重要な事項 

 

   消費税等の会計処理 

税抜方式によっております

 

 

   消費税等の会計処理 

同左 

 

  消費税等の会計処理 

同左 

 

 

６ 中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（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。 

同左 連結キャッシュ・フロー計算

書における現金及び現金同等

物は、手許現金、随時引き出し

可能な預金及び容易に換金可

能であり、かつ、価値の変動に

ついて僅少なリスクしか負わ

ない取得日から３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。 



 

会計処理の変更 
 

前中間連結会計期間 

自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日 

 
当中間連結会計期間 

自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日 

 
前連結会計年度 

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） 

 当中間連結会計期間から「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」（企業会計基準委員会 平成15

年10月31日 企業会計基準適用指針第６

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。 

 

 

 

（企業結合に係る会計基準） 

  当中間連結会計期間から「企業結合に係

る会計基準」（企業会計審議会 平成15年
10月31日）及び「事業分離等に関する会

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７号）並びに

「企業結合会計基準及び事業分離会計基

準に関する適用指針」（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10号）を適用しております。 
 

 
 
       

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当連結会計年度から「固定資産の減損

に係る会計基準」（「固定資産の減損に係

る会計基準の設定に関する意見書」（企業

会計審議会 平成14年８月９日））及び「固

定資産の減損に係る会計基準の適用指

針」（「企業会計基準適用指針第６号」（企

業会計基準委員会 平成15年10月31日））

を適用しております。これにより税金等

調整前当期純損失が506,657千円増加し

ております。なお、減損損失累計額につ

いては、改正後の連結財務諸表規則に基

づき当該各資産の金額から直接控除して

おります。 

 

自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準等の一部改正 
 

前中間連結会計期間 

自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日 

 
当中間連結会計期間 

自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日 

 
前連結会計年度 

自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日 

 （自己株式及び準備金の額の減少等に関

する会計基準等の一部改正） 
 

                     
 

 

                     
 当中間連結会計期間から、改正後の「自

己株式及び準備金の額の減少等に関する

会計基準」（企業会計基準委員会 終改正

平成18年８月11日 企業会計基準第１

号）及び「自己株式及び準備金の額の減

少等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８月11
日 企業会計基準適用指針第２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。 
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表示方法の変更 
 

前中間連結会計期間 

自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日 

 
当中間連結会計期間 

自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日 

 
前連結会計年度 

自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日 

 

                     
 

 

 
                     

 
 
 
 
 
 
 

(新株予約権) 

前連結会計年度まで流動負債「その他」

に含めて表示していた「新株予約権」は負

債、少数株主持分及び資本の合計の５/100

を超えることとなったため、当連結会計年

度より区分掲記することといたしました。

なお、前連結会計年度の「新株予約権」は

556,554千円であります。 
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注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

当中間連結会計期間は、中間連結貸借対照表を作成していないため記載しておりません。 
前中間連結会計期間末 

（平成17年９月30日） 

前連結会計年度末 

（平成18年３月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

744,310千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

591,196千円 

※２ 担保に供している資産 

①有価証券（債券） 

501,450千円

申告納税による関税及び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ありま

す。 

当該限度額は450,000千円であります。 

②現金及び預金   2,000,000千円 

中間連結財務諸表提出会社が取引金融機関に

輸入信用状の開設限度額及び為替予約取引等の

担保として定期預金2,000,000千円を差し入れ

ているものであります。 

※２ 担保に供している資産 

①有価証券（債券）  

500,000千円 

申告納税による関税並びに引き取りに係る課

税貨物についての消費税及び地方消費税の納期

限延長の担保として差し入れているものであり

ます。 

当該限度額は450,000千円であります。 

②現金及び預金（定期預金）   1,500,000千円 

連結財務諸表提出会社が、取引金融機関に輸

入信用状の開設限度額及び為替予約取引等の担

保として差し入れております。 

３ 

          

 

 ３  偶発債務 

連結財務諸表提出会社は、中国における合弁

現地法人「蘇州創新中電科技有限公司」の清算

方針に基づき、合弁相手先企業である「中国電

子器件工業総公司」と清算に係る折衝を行なっ

てまいりましたが、「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日に受領いたしました。平成17年12月２

日に「中国電子器件工業総公司」に対して反訴

申し立てを行ない、平成18年３月10日に第１回

の仲裁廷が開廷されております。 

（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

ものであります。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(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４月１日 

至 平成17年９月30日 

当中間連結会計期間 

自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日 

前連結会計年度 

自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日 

※１  販売費及び一般管理費の主要な

費目及び金額は次のとおりであり

ます。 

荷造運賃 143,420千円 

委託費 146,021千円 

給与手当 396,647千円 

雑給 137,437千円 

賞与引当金 

繰入額 
47,929千円 

退職給付費用 4,416千円 

地代家賃 81,038千円 

減価償却費 92,877千円 

研究開発費 85,960千円 

※１  販売費及び一般管理費の主要な

費目及び金額は次のとおりであり

ます。 

荷造運賃 118,910千円

広告宣伝費 43,810千円

委託費 112,075千円

給与手当 289,698千円

雑給 124,958千円

貸倒引当金 

繰入額 
23,500千円

賞与引当金 

繰入額 
27,704千円

退職給付費用 5,644千円

減価償却費 20,789千円

研究開発費 

※１  販売費及び一般管理費の主要な

費目及び金額は次のとおりであり

ます。 

荷造運賃 275,254千円

広告宣伝費 142,033千円

製品保証引当 

金繰入額 
293,616千円

給与手当 764,308千円

雑給 254,535千円

貸倒引当金 

繰入額 
199,021千円

賞与引当金 

繰入額 
91,758千円

退職給付費用 12,489千円

減価償却費 173,111千円
98,884千円

 研究開発費 160,573千円
 

※ ２  固 定 資 産 売 却 益 の 内 訳

 土地 55,175千円 

 
機械装置及び 

運搬具 
1,167千円 

 その他 52千円 

 計 56,394千円 
 

※２ 

      

         

 

 

※２ 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
 

※３ 固定資産除却損の内訳 

 建物 1,922千円 

 その他 8,505千円 

 計 10,427千円 

※３ 固定資産除却損の内訳 

 
工具、器具及び

備品 
31千円
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 計 31千円
 

※３ 固定資産除却損の内訳 

 建物 7,834千円

 車両運搬具 290千円

 
工具、器具及び 

備品 
39,340千円

 長期前払費用 4,783千円

 その他 649千円

 計 52,897千円
 

※４ 固定資産評価損の内訳 

 商標権 75,966千円 

 

※４ 

          

※４ 固定資産評価損の内訳 

 商標権 92,633千円
 

※５ 固定資産売却損の内訳 

 建物 7,182千円 

 
機械装置及び 

運搬具 
216千円 

 その他 ５千円 

 計 7,404千円 
 

※５ 

 

     

※５ 固定資産売却損の内訳 

 建物 7,182千円

 
工具、器具及び 

備品 
1,043千円

 車両運搬具 235千円

 計 8,462千円
 

※６ 

          

 

 

※６ 

          

 

 

※６  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

れております。 

 

※７ 

          

 

 

※７ 

          

 

※７  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

円が含まれております。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

前中間連結会計期間 

自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日 

 
当中間連結会計期間 

自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日 

 
前連結会計年度 

自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日 

※８ 

                     
 

 

※８ （１）減損損失の概要 

地域 用途 種類 金額 
（千円） 

関東 
 

事務所 建物等 107,213 

（２）減損損失の認識に至った経緯 
当社グループでは、継続し

て営業損失が発生している資

産グループについて、当該資

産グループの帳簿価額を回収

可能価額まで減額し、当該減

少額を固定資産減損損失とし

て特別損失に計上しておりま

す。 

（３）減損損失計上の内訳 
建物 4,483千円 
工具器具備品 4,028千円 
ソフトウェア 97,301千円 
長期前払費用 1,400千円 
計 107,213千円 
（４）資産のグルーピングの方法 

当社グループはキャッシ

ュ・フローを生み出す 小単位

として、事業の種類別セグメン

トを基準としてグルーピング

しております。 

（５）回収可能価額の算定方法 

資産グループの回収可能価

額は、正味売却価額により測

定しており、不動産鑑定評価

等に基づき算定しておりま

す。 

 
 
 
 
 
 
 

※８ （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

事務所 建物等 中国四国 702

九州 事務所 建物等 194

台湾 事務所 建物等 148

韓国 事務所 備品 33,811

（２）減損損失の認識に至った経緯

当社グループでは、継続し

て営業損失が発生している資

産グループについて、当該資

産グループの帳簿価額を回収

可能価額まで減額し、当該減

少額を固定資産減損損失とし

て特別損失に計上しておりま

す。 

（３）減損損失計上の内訳 

 建物 114,592千円

 土地 180,074千円

 ソフトウェア 95,617千円

 その他 116,372千円

 計 506,657千円

（４）資産のグルーピングの方法 

当社グループはキャッシ

ュ・フローを生み出す 小単位

として、事業の種類別セグメン

トを基準としてグルーピング

しております。 

（５）回収可能価額の算定方法 

資産グループの回収可能価

額は、正味売却価額により測

定しており、不動産鑑定評価

等に基づき算定しておりま

す。 

 

 

(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４月１日 

至 平成17年９月30日 

当中間連結会計期間 

自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日 

前連結会計年度 

自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日 

現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間連結貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係 

 

 

 

 

 

現金及び預金勘定 4,344,112千円

担保に供している

定期預金 
△2,000,000千円

現金及び 

現金同等物 
2,344,112千円

 

現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間連結貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係 

当中間連結会計期間は中間連結貸

借対照表を作成していないため、中間

貸借対照表に掲載されている科目の

金額との関係を記載しております。 

 

現金及び預金勘定 3,551,351千円

担保に供している

定期預金 
△1,720,000千円

現金及び 

現金同等物 
1,831,351千円

 

現金及び現金同等物の期末残高と

連結貸借対照表に掲記されている科

目の金額との関係 

 

 

 

 

 

現金及び預金勘定 4,229,450千円

担保に供している

定期預金 
△1,500,000千円

現金及び 

現金同等物 
2,729,450千円
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（セグメント情報） 

１． 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４月１日 至 平成 17 年９月 30 日）  （単位：千円） 

  
パソコン事業

 

テクニカルサポ

ート、保守・ 

修理事業 

 
計 

 

 
消去又は全社 

 

 
連結 

 

売上高 

(1) 外部顧客に対する売上高 

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高 

 

10,213,891

242,431

 

425,709

443,933

10,639,601

686,365

 

― 

(686,365) 

 

10,639,601

―

計 10,456,323 869,642 11,325,966 (686,365) 10,639,601

営業費用 10,921,965 839,793 11,761,759 (684,368) 11,077,391

営業利益又は営業損失（△） △465,641 29,849 △435,792 (1,996) △437,789

（注）１ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主な事業内容 

（１）パソコン事業 

パソコンの企画、開発・設計、販売 

（２）テクニカルサポート、保守・修理事業 

パソコンのテクニカルサポート、保守・修理 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は 1,608 千円であり、その主

なものは当社の研修所・保養所に係る費用であります。 

 
当中間連結会計期間（自 平成 18 年４月１日 至 平成 18 年９月 30 日）  （単位：千円） 

  
パソコン事業

 

テクニカルサポ

ート、保守・ 

修理事業 

 
計 

 

 
消去又は全社 

 

 
連結 

 

売上高 

(1) 外部顧客に対する売上高 

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高 

 

6,407,006

18,666

357,261

383,807

6,764,268

402,473

 

― 

(402,473) 

 

6,764,268

―

計 6,425,673 741,068 7,166,742 (402,473) 6,764,268

営業費用 6,978,352 712,844 7,691,197 (402,392) 7,288,805

営業利益又は営業損失（△） △552,679 28,223 △524,455 (81) △524,537

（注）１ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主な事業内容 

（１）パソコン事業 

パソコンの企画、開発・設計、販売 

（２）テクニカルサポート、保守・修理事業 

パソコンのテクニカルサポート、保守・修理 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は 81 千円であり、その主な

ものは保養所に係る費用であります。 
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前連結会計年度（自 平成 17 年４月１日 至 平成 18 年３月 31 日）   （単位：千円） 

  
パソコン事業

 

テクニカルサポ

ート、保守・ 

修理事業 

 
計 

 

 
消去又は全社 

 

 
連結 

 

売上高 

(1) 外部顧客に対する売上高 

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高 

 

18,834,786

275,322

 

791,188

941,139

19,625,975

1,216,461

 

― 

(1,216,461) 

 

19,625,975

―

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

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

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

（注）１ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主な事業内容 

（１）パソコン事業 

パソコンの企画、開発・設計、販売 

（２）テクニカルサポート、保守・修理事業 

パソコンのテクニカルサポート、保守・修理 

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

なものは当社の研修所・保養所に係る費用であります。 

 
２． 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４月１日 至 平成 17 年９月 30 日）、当中間連結会計期

間（自 平成 18 年４月１日 至 平成 18 年９月 30 日）及び前連結会計年度（自 平成 17 年４

月１日 至 平成 18 年３月 31 日） 

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

別セグメントを省略しております。 

 
３． 海外売上高 

前中間連結会計期間（自 平成 17 年４月１日 至 平成 17 年９月 30 日）、当中間連結会計期

間（自 平成 18 年４月１日 至 平成 18 年９月 30 日）及び前連結会計年度（自 平成 17 年４

月１日 至 平成 18 年３月 31 日） 

海外売上高が連結売上高の 10%未満のため、記載しておりません。 

 
(リース取引関係) 

前中間連結会計期間（自 平成 17 年４月１日 至 平成 17 年９月 30 日）、当中間連結会計期

間（自 平成 18 年４月１日 至 平成 18 年９月 30 日）及び前連結会計年度（自 平成 17 年４

月１日 至 平成 18 年３月 31 日） 

開示対象となるリース取引は、ありません。 
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（有価証券関係） 

前中間連結会計期間末 (平成17年９月30日) 

                      

１ その他有価証券で時価のあるもの 

(単位：千円)   

区   分 取 得 原 価 中間連結貸借対照表計上額 差   額 

(1) 株式 30,714 50,247 19,533 

(2) 債券 500,070 501,450 1,379 

(3) その他 ― ― ― 

合   計 530,784 551,697 20,912 

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

た場合には、簿価との差額を減損処理することとしておりますが、該当するものはありません。また、中

間連結会計期間末における市場価格の終値が簿価の 70%以下、50%超に下落し、回復の可能性が見込めな

い場合には、簿価との差額を減損処理しておりますが、該当するものはありません。 

 

２ 時価評価されていない主な有価証券 

(単位：千円) 

内   容 中間連結貸借対照表計上額 

その他有価証券  

非上場株式 6,789 

 
前連結会計年度末 (平成18年３月31日) 

                      

１ その他有価証券で時価のあるもの 

(単位：千円)     

区   分 取 得 原 価 連結貸借対照表計上額 差   額 

(1) 株式 31,645 47,338 15,692 

(2) 債券 500,210 500,000 △210 

(3) その他 ― ― ― 

合   計 531,855 547,338 15,482 

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

合には、簿価との差額を減損処理することとしておりますが、該当するものはありません。また、連結会

計年度末における市場価格の終値が簿価の 70%以下、50%超に下落し、回復の可能性が見込めない場合に

は、簿価との差額を減損処理しておりますが、該当するものはありません。 

 

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

(単位：千円) 

内   容 連結貸借対照表計上額 

その他有価証券  

非上場株式 6,789 

 
（注） 合併により連結対象会社がなくなりましたので、当中間連結会計期間末の有価証券関係は 

記載しておりません。 
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(デリバティブ取引関係) 

前中間連結会計期間末 (平成17年９月30日) 

取引の時価等に関する事項 

該当事項はありません。 

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

除いております。 

 

 前連結会計年度末 (平成18年３月31日) 

取引の時価等に関する事項 

該当事項はありません。 

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

除いております。 

 
（注） 合併により連結対象会社がなくなりましたので、当中間連結会計期間末のデリバティブ取引

関係は記載しておりません。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
（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４月１日 
至 平成17年９月30日 

当中間連結会計期間 
自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日 

前連結会計年度 
自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 

当中間連結会計期間においては、営業

損失で 437 百万円（前中間連結会計期間

は 983 百万円の営業損失）、経常損失は

408 百万円（同 976 百万円の経常損失）

と損失幅は大幅に縮小いたしました。ま

た、中間純損失も 565 百万円（前中間連

結会計期間は 996 百万円）と前中間連結

会計期間から430百万円減少いたしまし

た。 

パソコン販売台数においても当中間

連結会計期間では前年同期比 63.4％の

増加、売上高も前年同期比 29.7％の増加

と、当社グループの経営環境は確実に改

善の傾向を見せておりますが、前連結会

計年度に引き続いて営業損失及び経常

損失を計上したこと、営業キャッシュ・

フローがマイナスという事実から依然

として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。 

しかしながら、今下半期においては、

新経営体制の下で取り組んでいる市場

需要に俊敏に対応できる組織作り、WEB

ダイレクト／法人チャネルの拡充、新規

取引先開拓、製品・サービスの品質改善、

オペレーションコストの削減等の収益

改善施策を更に徹底・継続することによ

り通期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おります。従い

まして、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。 

当中間連結会計期間においては、営業

損失で 524 百万円（前中間連結会計期間

は 437 百万円の営業損失）、経常損失は

503 百万円（同 408 百万円の経常損失）、

中間純損失も 643 百万円（同 565 百万円

の中間純損失）と、損失を計上いたしま

した。 

前中間連結会計期間に引き続き、損失

を計上したこと及び営業キャッシュ・フ

ローもマイナスであることから、依然と

して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。 

しかしながら、当中間連結会計期間

を、本格的な改革のスタートと位置付

け、量の拡大を主体とした従来の事業

運営から、質（利益のとれる事業構造

への転換）を重視した事業運営への転

換を図っております。その施策として

①「BTO生産の拡充」②「法人開拓

（e-three）の強化」③「WEB/ダイレク

ト（直接販売）の強化」④「周辺機器

事業（comfix）の強化」に取り組んで

おります。未だ市場の認知度、浸透力

の不足等はあるものの、着実に進捗し

ていると判断しております。また、当

中間連結会計期間において、コスト削

減（重複業務の排除等）等の観点から、

当社の連結子会社である株式会社ソー

テック・イー・サービスを吸収合併い

たしました。更に、来年２月には「新

ITシステム」の稼動により、販売力強

化（特に直販事業）、商品企画・開発の

推進、BTO生産の拡充及びサービスサポ

ートの強化等により通期業績の回復が

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

断しております。従いまして、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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当社グループは、平成 14 年３月期以

降、営業損失、経常損失及び当期純損失

を継続的に計上し、営業キャッシュ・フ

ローもマイナスが継続しているため、継

続企業の前提に関する重要な疑義が存

在しております。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出

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

り組んでまいりました。取り組みスピー

ドの不足、また、市場への認識・浸透力

不足から改善すべき点がありますが、着

実に成果が出始めております。 

当社グループは、上記の諸施策に業績

回復の自信を持っております。新経営体

制のもと、当連結会計年度にスタートし

た諸施策を、従来にも増して組織能力を

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てまいりま

す。 

①「BTO 生産の確立」はユーザのニー

ズを細かく取り入れ 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

てまいります。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

的に参入してまいります。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

活動であり、中枢事業として育ててまい

ります。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

場に参入を図ってまいります。 

これらの諸施策の実践により翌連結

会計年度は業績の回復が見込まれるた

め、継続企業の前提に関する重要な疑義

は解消されると判断しております。従い

まして、連結財務諸表は継続企業を前提

として作成されており、このような重要

な疑義の影響を連結財務諸表には反映

しておりません。 
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(１株当たり情報) 

 
当中間連結会計期間 前中間連結会計期間 

自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日 

自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日 

前連結会計年度 
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 

66,371円12銭
１株当たり 
純
 
資産額 

１株当たり 
純
 
資産額 

―円―銭 52,247円61銭

１株当たり 
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中間純損失 
5,032円95銭

 

１株当たり 
中間純損失 

5,721円49銭
 

１株当たり 
当期純損失 

24,763円10銭
 

なお、潜在株式調整後１株当たり中
間純利益については中間純損失を計
上しているため記載しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり中
間純利益については中間純損失を計
上しているため記載しておりません。

 
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おりません。 
 

（注）合併により連結対象会社がなくなりましたので、当中間連結会計期間における、１株当たり純資産額は 

記載しておりません。 

 

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

前連結会計年度 当中間連結会計期間 前中間連結会計期間 
項目 自 平成17年４月１日 自 平成18年４月１日 自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日 至 平成18年９月30日 至 平成17年９月30日 

中間(当期)純損失 (千円) 565,668 643,565 2,783,446

普通株主に帰属しない金額（千円） ― － －

普通株式に係る中間(当期)純損失(千円) 565,668 643,565 2,783,446

普通株式の期中平均株式数（株） 112,393 112,482 112,403

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり中間(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４種類 24,010 個

（新株予約権の目的となる

株式の数 24,010 株） 

新株予約権４種類 23,810 個 
（新株予約権の目的となる株

式の数 23,810 株） 

新株予約権４種類 23,860 個

（新株予約権の目的となる

株式の数 23,860 株） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(重要な後発事象) 

 
前中間連結会計期間 
自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日 

当中間連結会計期間 
自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日 

前連結会計年度 
自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 

中間連結財務諸表提出会社は、中国における

合併現地法人「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

なっておりましたが、「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日に受領いたしました。 

（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

用などの総額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。 

（今後の方針） 

合理性を欠く理不尽な申し立てとして、中間

連結財務諸表提出会社の正当性を主張する方針

であります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （１）連結財務諸表提出会社（以下、当社とい

う）は、平成18年５月17日開催の取締役会にお

いて、連結子会社である株式会社ソーテック・

イー・サービスを吸収合併することを決議し、

平成18年６月13日開催の取締役会において、株

式会社ソーテック・イー・サービスを吸収合併

することに関して、合併契約書を承認すること

を決議いたしました。なお、本合併は簡易合併

の手続きにより行ないます。 
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①合併の目的 

重複業務の排除、情報流通の簡素化、意思決定

の一層の迅速化を進め、グループ全体の市場競争

力を強化いたします。 

②合併の日程 

合併覚書締結          平成18年５月17日 

合併契約書調印     平成18年６月13日 

合併契約書承認株主総会平成18年６月28日 

（株式会社ソーテック・イー・サービス） 

合併期日          平成18年９月１日（予定）

③合併の方式 

当社を存続会社とする吸収合併方式で、株式会

社ソーテック・イー・サービスは解散いたします。

なお、本合併は会社法第796条第３項の規定によ

り、会社法第795条第１項に定める当社株主総会

の承認を要さない簡易合併で行ないます。 

④合併比率 

株式会社ソーテック・イー・サービス（被合併

会社）の株式１株に対して当社株式0.0987株を割

り当ていたします。なお、合併比率の算定根拠は、

第三者機関に合併比率の算定を依頼し、その結果

を参考にして合併当事者間において決定したも

のであります。また、新株の発行に代えて割当交

付する自己株式は425株であります。 

⑤合併交付金 

合併交付金の支払いはありません。 

⑥会計処理の概要 

「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会

平成15年10月31日）に定める共通支配下の取引等

の会計処理に該当し、これに基づき合併に伴う会

計処理を行ないます。 

⑦合併後の状況 

a.商号 株式会社ソーテック 

b.資本金8,522百万円 

c.総資産9,415百万円（平成18年３月31日現在） 

d.決算期３月31日 

⑧被合併会社の概要及び業績（当連結会計年度） 

a.商号   株式会社ソーテック・イー・サービス 

b.事業内容 パソコンのテクニカルサポート、保守・修

理等 

c.総資産    691百万円 

d.売上高  1,732百万円 

e.経常利益  111百万円 

f.当期純利益 72百万円 

g.従業員数        54名 

（２）当連結会計年度より、持分法適用会社となりまし

たソーテックコンピュータコリア株式会社は、元社長の

不祥事から損失が累積したことに対し、元社長を韓国検

察庁に刑事告訴しておりましたが、平成18年５月18日に

ソウル西部地方検察庁より「業務上背任罪」で起訴の決

定を受けております。かかる不祥事を原因とする業績悪

化からの回復が非常に困難である状況をかんがみ、同社

の解散を求めて韓国裁判所に申し立てを行なってまい

りましたが、平成18年５月22日に当該申し立てが認めら

れ、同社を解散する判決を得ております。 
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