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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 ＊記載金額は、百万円未満を切捨て表示してあります。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年９月中間期 41,706 7.0 1,131 － 959 －

17年９月中間期 38,990 △4.7 △206 － △399 －

18年３月期 89,312  3,606  3,106  

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９月中間期 384 △77.1 4 34 4 22

17年９月中間期 1,677 － 19 13 18 79

18年３月期 2,397  27 23 26 58

（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 △12百万円 18年３月期 △25百万円

②期中平均株式数（連結） 18年９月中間期 88,526,690株 17年９月中間期 87,694,688株 18年３月期 88,054,347株

③会計処理の方法の変更 無

④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

(2）連結財政状態  

総資産 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９月中間期 69,073 26,540 38.2 297.55

17年９月中間期 64,212 24,278 37.8 276.87

18年３月期 63,454 26,133 41.2 295.60

（注）①期末発行済株式数（連結） 18年９月中間期 88,730,894株 17年９月中間期 87,765,680株 18年３月期 88,496,228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９月中間期 △3,111 △623 3,305 909

17年９月中間期 △4,389 3,964 1,315 2,163

18年３月期 △2,855 3,061 △261 1,294

(4）連結範囲及び持分の適用に関する事項

連結子会社数 32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適用の異動状況

連結（新規）

持分法（新規）

1社

－社

（除外）

（除外）

－社

1社

 

 

 

 

 

 

 

 

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

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通期 93,000 4,500 2,300

（参考）潜在株式調整後１株当たり予想当期純利益（通期）　　25円26銭

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

異なる結果となる可能性があります。
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１．企業集団の状況
　当社グループは、持株会社である「株式会社ディーアンドエムホールディングス」の傘下に「デノン事業組織」、

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

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

ります。

　それぞれの具体的活動内容は以下のとおりです。

(1) AV機器関連事業

・　「株式会社ディーアンドエムホールディングス」

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

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

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

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

・　「デノン事業組織」、「マランツ事業組織」、「マッキントッシュ事業組織」

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

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

マランツブランドについては、国内においては株式会社デノンコンシューマーマーケティング、株式会社マランツ

コンシューマーマーケティングが、また海外においては米州のデノンエレクトロニクスユーエスエーエルエルシー、

マランツアメリカインク、欧州のディーアンドエムジャーマニーゲーエムベーハー等の子会社がその販売をおこなっ

ております。なお、マッキントッシュブランドは平成15年５月、米国マッキントッシュ・ラボラトリー・インクの

買収により当社グループに加わりました。

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

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

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

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

グ・販売活動を推進しております。

(2) デジタル・ネットワーク関連事業

・　「デジタル・ネットワークス・ノース・アメリカ（DNNA）」

　平成15年４月にポータブルオーディオ事業のリオ、デジタル・ビデオ・レコーダー事業のリプレイTV、及び、デ

ジタル・ホーム・エンターテイメント事業のエシェントをそれぞれ資産買収により獲得した際に、これらを束ねる

組織としてデジタルネットワークスノースアメリカインクが形成されました。リプレイTV・エシェント各事業の強

化及び、これら最先端デジタル・ネットワーク関連技術のデノン、マランツ、マッキントッシュ各製品への導入を

推進する役割を担っております。ポータブルオーディオ事業のリオについては平成17年９月末に事業から撤退いた

しました。

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

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

　当社グループは、当社、子会社32社及び関連会社１社より構成されており、ＡＶ機器、デジタル・ネットワーク機

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

　各事業の主な内容は、次のとおりであります。

事業内容 主要製品及び商品

ＡＶ機器関連事業

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

ＣＤプレーヤー、ＣＤレコーダー、ビデオＣＤプレーヤー、ＤＶＤプレーヤー、

システムオーディオ、ＤＬＰプロジェクター、ＭＯレコーダー、

業務用カラオケ機器、ＤＪ機器、長時間通話録音装置、設備音響機器、

デジタル・ネット

ワーク関連事業

ネットワーク・メディア・サーバー、ネットワーク・メディア・エクステンダー、

パーソナルビデオレコーダー
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　事業の主な系統図は次のとおりであります。

 
株式会社ディーアンドエムホールディングス 

国内販売・サービス子会社（連結子会社） 

・株式会社デノンコンシューマーマーケティング 

・株式会社マランツコンシューマーマーケティング 

・株式会社デノンラボ 

・株式会社シーティーエヌ 

得
意
先 

海外生産子会社（連結子会社） 

・D&M (Zhong Shan) Co., Ltd. 

・Denon Asia Company Ltd. 

北米における持株会社（連結子会社） 

・D&M Holdings U.S. Inc. 

北米における販売子会社（連結子会社） 

・Denon Electronics LLC. 

・Marantz America Inc. 

・McIntosh Laboratory Inc. 

・Digital Networks North America Inc. 

・Boston Acoustics Inc. 

・D&M Canada Inc. 

欧州における持株会社（連結子会社） 

・D&M Europe BV. 

欧州における販売子会社（連結子会社） 

・D&M Germany GmbH. 

・D&M France SAS. 

・D&M Audiovisual Ltd. 

・Marantz Italy srl. 

アジアにおける販売子会社（連結子会社） 

・D&M Singapore Pte., Ltd. 

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

・Marantz Shanghai Trading Ltd. 

・D&M Sales and Markting Korea Ltd. 

・Marantz Hong Kong Ltd. 
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２．経営の基本方針
　当社グループは以下の経営理念と経営方針に基づき事業運営に取り組んでおります。

理念

音と映像を通じて人々に感動を与え、心豊かな社会実現に貢献する

方針

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

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

・　ビジネス・パートナーと強い協力関係を結び、互いの発展のために努力する

・　世界トップレベルの経営体質を実現し、社会にとって価値のある存在となる

・　個性を尊重し、社員ひとりひとりが働きがいのある環境を提供する

(1）利益配分に関する基本方針

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

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

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

る所存です。

　平成18年３月期につきましては、１株につき５円の利益配当金を実施しました。

(2）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

　現在の１単元の株式数、1,000株は、株価を鑑みるに投資単位としては適切な水準と考えています。

(3）目標とする経営指標

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

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

(4）中期的な経営戦略

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

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

カーOEMの分野における事業拡大の可能性を探ります。

(5）中期戦略に向けての具体的施策

　下記の5つの課題を中心に、中期戦略を具体的に展開してまいります。

・　お客様の期待に応える高品質・高付加価値の製品とソリューションの提供

− 団塊世代のピュアオーディオ回帰に向けた高級機器の投入

− 北米市場における主力チャネルであるカスタマーインストレーションに向けた新製品の投入

− 最新のネットワーク技術を活用した新しいソリューションの提案

 

・　市場を超える速度での成長

− サーキット・シティとの提携など新規チャネル開拓

− スネル・アコースティックスの日本市場導入など所有ブランドのグローバル展開の推進

− BRICｓなどのエマージング市場でのプレゼンス拡大

・　新しいマーケットの開拓による事業拡大

− カーOEM事業の拡大

 

・　オペレーションインフラの効率化

− マネジメント強化などによるサプライチェーン・オペレーションの改善

・　更なる買収機会の追求
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(6）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況

１．コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

　当社グループは法令の遵守に基づく企業倫理の重要性を認識し、経営の健全性の向上を図ることによって株主価

値を高めることを経営上の最も重要な課題の一つとして位置付けております。その実現のために当社グループは委

員会等設置会社の形態を採用し、執行と監督の分離による経営管理の高度化・社会、経済環境に対応した迅速な経

営意思の決定・幅広い情報公開による経営の透明性向上など、コーポレート・ガバナンスの充実に努めて参りまし

た。

２．コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況

①　会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織など、コーポレート・ガバナンス体制の状況

・　当社グループは委員会等設置会社の経営体制を基本とし、当社グループの規模に鑑み取締役会の機動性を重視

し、現在取締役10名（うち、社外取締役４名）・執行役７名の体制をとっております。これにより、経営の監

督機能と業務執行機能が分離され、執行役に業務執行の権限が大幅に委譲されるなど、よりスピード感のある

連結経営を実行して参りました。

・　当社では社外取締役３名を監査委員に選任し、代表執行役と適宜コミュニケーションの場をもち、監査委員会

の充実強化を図っております。また、内部監査室を設け、定期的に監査を行い監査委員会に報告するなどによ

り、経営の透明性・公正性などの強化徹底に努めております。

・　取締役会は少なくとも３ヶ月に１回の定例取締役会のほか、必要に応じ機動的に臨時取締役会を開催し、法令

で定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行の状況を逐次監督しております。

 

選任／解任 

選任 

株主総会 

執行役 計7名 

代表執行役3名 

執行役4名 

指名委員会   計3名 

社外取締役   2名 

社内取締役   1名 

報酬委員会   計3名 

社外取締役   2名 

社内取締役   1名 

監査委員会   計3名 

社外取締役   3名 

監督／選任／解任 

取締役会 10名 

(うち社外取締役 4名) 

コンプライアンス委員会 内部監査室 

報告 報告 

・　会計監査人は、あずさ監査法人を選任し、監査契約を結び正しい経営情報を提供し、公正不偏な立場から監査

が実施される環境を整備しております。顧問弁護士には、法律上の判断を必要とする場合に適時アドバイスを

受けております。
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②　会社と会社の社外取締役の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係の概要

　社外取締役について該当事項はありません。

③　会社とコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取り組みの最近１年間における実施状況

１．平成18年度上半期は４回の取締役会を開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定すると

ともに、業務執行状況を監督しております。

２. 昨年策定いたしました輸出関連法規遵守規定の遵守状況を確認するためコンプライアンス委員会により内部

監査を行いました。

３．海外生産子会社であるD&M (Zhong Shan) Co., Ltd. 及びDenon Asia Company Ltd.に対し、法令遵守体制の

整備状況とオペレーションの遂行状況に関する内部監査を実施いたしました。

４．2006年６月に法案成立いたしました金融商品取引法に関しましては、監査法人と打合せをすすめ、11月の実

施基準の公表を受け、本格的に対応してまいります。

 

(7）親会社等に関する事項

①　名称 ＲＨＪ　インターナショナル　ＳＡ／ＮＶ

（常任代理人　リーマン・ブラザーズ証券会社東京支店）

②　議決権所有割合 51.08％

③　本店所在地 Avenue Louise 326, 1050 Brussels, Belgium

（常任代理人　東京都港区六本木６－10－１六本木ヒルズ森タワー31階）

④　代表者 ティモシー・Ｃ・コリンズ

⑤　資本の額 223,097 百万円

⑥　主な事業内容 持株会社

⑦　上場されている証券取引所 ユーロネクスト・ブリュッセル市場（ベルギー）

⑧　親会社等の企業グループにおける当社の位置付けおよび当社と親会社等の関係

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

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

 当社の取締役10名のうち、RHJIのメンバーは4名、指名委員会、報酬委員会、監査委員会は各１名ずつとなっており

ます（各委員会定員は3名）。

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

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

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

す。

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

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

 

（役員の兼任状況）

役員 氏名 親会社等での役職 就任理由

 取締役  ジェフ・ヘンドレン
 RHJインターナショナル

 SA/NV　ボードメンバー
経営体制強化
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３．経営成績及び財政状態
(1）当期の概況

　平成18年度上半期は、激しい価格競争と原材料価格の高騰など、家電メーカーにとっては利益の確保が難しい状況

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

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

すます大きくなるものと見込んでおります。

　このような状況の中で、当社グループの主力事業であるプレミアムAVでは、仕様や機能面において他社とは差別化

された様々な高級品が市場に受入れられました。また、デジタル・ネットワーク事業においては、ReplayTVによるPC

アプリケーション事業への転換など積極的な事業再構築を進めました。

　中間連結売上高は417億６百万円（AV機器関連事業406億10百万円、デジタルネットワーク事業10億96百万円）、営

業利益11億31百万円（AV機器関連事業10億46百万円、デジタルネットワーク事業85百万円）、経常利益は９億59百万

円、中間純利益は３億84百万円となりました。
　
　当中間期末における銀行借入残高は約142億円で前年同期に比べて18％増加しております。現在の銀行借入残高には

ボストン・アコースティックス買収のための借入69億円が含まれております。

・　上半期の主な成果と、今後の活動

－お客様の期待に応える高品質・高付加価値の製品とソリューションの提供

　団塊世代のピュアオーディオ回帰もあり、当社が得意とする高品位・高付加価値のオーディオ製品に注目

が集まっています。デノンは長年に亘り培ってきたアナログ・デジタル技術の数々を活かしてCXシリーズを

発表、マランツは伝統のモデルナンバーである７、９を冠したフラッグシップモデルを４年ぶりにリニュー

アル（SC-7S2、MA-9S2）し、ご好評いただいております。マッキントッシュは往年の真空管プリアンプの思

想を活かしつつ、現代のテクノロジーも盛り込んだプリアンプ、C220が注目されています。

　ホームシアター関連製品では、マランツがフルＨＤプロジェクターＶＰ-１１Ｓ１で高精細画像を実現、デ

ノンのAVR-5805MK2は、もはや定番製品となり、多くの方々にご愛顧いただいています。また、ホームシア

ターを快適に操作するためのリモコンとして、デノンはＵＥＩ社のコントローラ（ＮＥＶＯ）の取り扱いを

始めます。

　ネットワーク製品については、いよいよリプレイＴＶのＰＣ向けＤＶＲソリューションが発売となるほか、

まもなく日本でも解禁となる、電力線を用いて音楽を伝送し、簡単にマルチルーム環境を実現出来るＰＬＣ

技術を装備した製品も、欧米で既に発売しております。

　近年は、従来とは異なるスタイルで音楽を楽しむ層が広がっており、そのようなデザイン志向の方に支持

していただけるようなライフスタイル製品のラインナップも充実をはかっております。

 

－市場を超える速度での成長

　今後、次世代ＤＶＤや新興国市場の拡大、富裕層の増大など、ＣＥ業界にとって成長を支える要素がいく

つかある中、市場全体を上回る速度で成長し続けたいと考えております。その実現のために、新規チャネル

の開拓、取得ブランドのD&Mリソース活用による展開、新興市場でのプレゼンス拡大など積極的な販売戦略を

展開しております。

　デノンは今年、米家電小売大手のサーキットシティと提携し、デノン製品と、昨年買収したボストン・ア

コースティックスの製品を組み合わせたシステム製品を発売しました。

ボストン・アコースティックスとともに傘下に入った、スネル・アコースティックスについては、米でマラ

ンツとの共同プロモーションの他、来春には日本市場への導入が予定されており、グローバル展開への第一

歩を踏み出します。

　経済成長の続く新興国市場についても、リージョン制販売組織による積極的な拡大政策により着実に売上

を伸ばしてきており、今後の成長に大きく寄与するものと考えています。

 

－新しいマーケットの開拓による事業拡大

　カーOEM事業では、ボストン・ブランドが新たに米クライスラーの「ジープ・コンパス 2006年モデル」お

よび「ジープ・パトリオット 2007年モデル」に採用されました。米クライスラー以外の自動車メーカーに対

しても積極的に営業活動を行っており、この度GM(ゼネラル・モーターズ）と新たに契約を交わしました。今

後もカーOEM事業を大きな柱として育てていくべく、努力してまいります。

－オペレーションインフラの効率化
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　今年、サプライチェーン部門のプレジデントに、新たに川島繁夫氏を迎えました。川島氏はこの業界で２

０年以上、製造分野に携わった経験を活かして、サプライチェーンの更なる効率化をリードしてくれるもの

と期待しております。

 

－更なる買収機会の追求

　昨年度のボストン・アコースティックスの買収により、売上規模の拡大とカーOEM事業への足掛かりを得る

ことができました。今後とも積極的に買収機会を追求し、不連続な成長と新たな事業領域への拡大を実現す

ることを目指しております。
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(2）販売と利益の状況

　平成18年９月30日を末日とする当中間連結売上高は417億６百万円、営業利益11億31百万円、経常利益９億59百万円、

中間純利益は３億84百万円となりました。

　プレミアムAV事業の売上高は406億10百万円であり、前年同期354億74百万円から14％の増加となりました。営業利

益は製造原価及び販売費及び一般管理費の低減により10億46百万円を達成しました。

　

　デジタル・ネットワーク事業は売上高10億96百万円、営業利益85百万円でした。リオ事業を除いた前年同期売上高

は９億70百万円であり、売上を増加させるとともに前年同期の営業損失から改善いたしました。

(3）財政状態

　当期の連結キャッシュフローは以下のようになりました。

営業活動によるキャッシュフロー △31億11百万円

投資活動によるキャッシュフロー △６億23百万円

財務活動によるキャッシュフロー 33億５百万円

現金及び現金同等物の期末残高 ９億９百万円

(4）平成19年３月期の業績見通し

　平成19年３月期は、売上高930億円（AV機器関連事業904億円、デジタルネットワーク事業26億円）、営業利益50億

円（AV機器関連事業営業利益48億５千万円、デジタルネットワーク事業営業損失１億５千万円）、経常利益45億円、

当期純利益23億円と見込んでおります。

連結業績見通し

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円
対前期増減
率（％）

百万円
対前期増減
率（％）

百万円
対前期増減
率（％）

百万円
対前期増減
率（％）

通期 93,000 4.1 5,000 38.7 4,500 44.9 2,300 △4.1
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(5) 事業等のリスク

 　当社グループの経営成績、株価及び財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスク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において当社グループが判断したものでありま

す。

 

 1）顧客ニーズへの対応

　 当社が市場の動向を十分に予測できない場合や、既存の製品・新製品が市場で受け入れられない場合には、当社の

収益に影響を及ぼす可能性があります。

　当業界においては、顧客の需要や市場の動向をタイムリーに把握し、対応することが必要であります。技術の進歩

や新製品の導入は、既存の製品や技術の価値の著しい低下を招くことになります。近年、AV機器やホームシアターの

分野では、顧客の需要に応えるため、デジタルメディア製品や様々なホームネットワークをデザインし、創造するこ

とに注力し始めています。当社はこのような技術の進歩や顧客の嗜好の変化に応じて新しい製品を開発し、市場に投

入していくことができない場合、新製品が必ずしも市場のニーズに合わず、受入れられないような場合、さらには当

社が新製品の投入の発表をしたことで競合他社が顧客の当社製品購入を阻害するような場合などには、販売量が減少

し、収益にマイナスの影響を与える可能性があります。

 

 2）競合

　 コンシューマー・エレクトロニクス業界は非常に競争が激しい業界であり、価格低下への圧力を招いたり、当社の

業務や財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

　当業界は価格及び新製品の導入が競争力に大きな影響を与えております。技術革新や模倣の容易性から、新製品も

すぐに標準品となってしまい、激しい競争と価格低下を招きます。このような環境下では、競争力は価格に大きく左

右されますが、もし当社が十分にコストコントロールと、低価格製品との差別化ができない場合には当社の業務及び

財政状態は悪影響を受けることになります。特に不景気で消費者の需要が低下し、価格による競争が増大するような

時には、このようなリスクが増大します。2003年度及び2004年度には、リオ、DVDおよびプラズマテレビの製品分野に

おいてこのような競争圧力による収益力の低下に直面しました。

 

 3）経済動向による影響

 　コンシューマー・エレクトロニクス製品が製造、販売される国における経済状況は当社製品の価格及び需要に大き

な影響を与えると思われます。

　当社製品の売上の大部分は日本、米国、ドイツ、イギリスにおけるものです。当社の業績はこれらの国々での経済

状況の影響を少なからず受けることとなり、2004年度のプレミアムAV機器分野における収益低下の一部分はこれらの

市場における経済状況に起因するものと認識しております。

　また、生産活動を行っている国における経済が悪化すると現地における需要の低下を招くほか、現地通貨価値が下

落すると現地の製造業者の製造コスト低下によって輸出競争および価格競争が激化することとなります。新興国にお

けるこれらの状況が、その他の地域での当社の販売量および価格に影響を与え、収益を抑制することとなることもあ

ります。

 

 4）事業買収等に伴うリスク

 　当社の事業買収における統合の状況によっては当社の成長戦略を阻害し、収益力の低下を招く結果となる可能性も

あります。

　当社の成長戦略の一つに、戦略的な買収を進め、新しい顧客層及び市場へアクセスすることで、売上成長を促進し、

さらなるコスト効率化を達成するということがあります。魅力的な買収先候補を選定する段階において困難に直面す

ること、また望んだ事業や資産を買収できないことがある場合には当社の期待どおりの成長を達成できないことも考

えられます。さらに、当社が2003年度において買収したリオの場合には当社が予想していた以上の製品・価格競争に

直面しました。

　また、新しい市場への拡大はそれ以前とは違う新しい事業、規制および政治的リスクに対応していく必要があり、

当社の成長戦略および事業はそれらによって少なからぬ影響を受けることがあります。

 

 5）資材等の調達

 　当社製品の製造に使う資材等の価格は、その需給状況及び生産量の変動によって増減し、製造コストの増加、収益

性の低下をもたらす可能性があります。

　当社は数多くの外部購入部品・材料を使って製造していますが、AV機器・ホームシアター業界やその他業界におけ

るそれらの部品の需要が増加すれば、価格も上昇することとなります。一方で、当社が市場において競合他社とのマー

ケットシェアを低下させることなく製品の価格を上昇させることができない場合には、収益性には悪影響を及ぼすこ
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ととなることが考えられます。これらの資材の需要や価格は、AV機器・ホームシアター事業のみならず、それ以外の

他業界における需要の状況の影響も受け、それによって当社の収益性も影響を受ける可能性があります。

 

 6）為替リスク

 　当社は日本円以外の様々な通貨による取引を行なっており、各地域における売上、費用、資産を含む現地通貨建て

の項目は、連結財務諸表作成のために円換算されています。これらの項目は現地通貨の価値が変わらなかったとして

も、換算時の為替レートにより換算後の価値が影響を受ける可能性があります。

　また、当社グループは全世界において販売・製造を行っており、それら地域における製造と調達のコストが為替変

動によって押し上げられる可能性があります。米ドル及びユーロに関して為替予約による通貨ヘッジ取引を行い、業

績に及ぼす影響を最小限にする努力をしておりますが、なお為替レートの変動は当社グループの業績及び財務状況に

悪影響を及ぼす可能性があります。

 

 7）資金調達に関するリスク

 　当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため株式会社ディーアンドエムホールディングスを借主とするコ

ミットメントラインを主幹事のみずほ銀行、三井住友銀行と締結しております。

　コミットメントライン契約の総額は110億円であり、平成18年９月末においては、そのコミットメントライン枠のう

ち、42億円を使用しております。これに対してはある一定の財務比率や制限を維持することを要求する財務制限条項

が付されています。これらの債務をカバーするに十分なキャッシュフローを生みだし、契約上の制限条項を保守して

いくことができるか否かは、将来の財務状況によることになりますが、それはまた、経済状況、競争力、社会、事業

その他種々の要因に左右されるものでもあり、それらの要因の多くは当社のコントロールの及ばないものであります。

当社がその債務について約定どおりの元利返済ができない場合や制限条項を満たせず借換え等による継続的資金調達

が不可能となる場合には、デフォルトを引き起こすこととなり当社の事業、財務状況や業務に重要な影響を及ぼすこ

とになる可能性があります。

 

 8）知的財産権の保護

 　当社の競争力はその経営権を維持していく能力に依存しているといえます。当社の主要な製品であるCDプレーヤー

やレコーダー、DVDプレーヤーやレコーダー、またAVアンプなどに関してコーニンクレッカ・フィリップス・エレクト

ロニクス　エヌ・ヴィ、トムソン・ライセンシング・エス・エー、ドルビー・ラボラトリーズ・ライセンシング・コー

ポレーション、ディジタル・シアター・システムズ・インコーポレイテッド、エムペグエルエー, エルエルシーそし

て株式会社東芝等から特許権の使用許諾を得ています。もしこれらの使用についての契約を延長することができなく

なった場合には当社はこれらの製品を製造することができなくなってしまう可能性があります。

　当社が事業展開している海外のいくつかの国々では、特許権が法律によって十分に保護されないこともありえます。

当社の知的財産権を保護するために訴訟が必要になることもあるかもしれません。そのような場合には訴訟の成功に

関わらず、多額のコスト負担と当社の事業に関わる人材や経営陣の分散という結果を引き起こす可能性もあります。

　また、逆に当社が他社の所有する当該権利の侵害を理由に、訴訟の対象となる可能性もあります。その場合にも当

社には多大なコストの負担や社内資源の流出等の結果をもたらすことになります。

　当社は知的財産に対するライセンスの取得も必要ですが、そのようなライセンスが妥当な条件で取得可能か否かの

予測は困難で、必要なライセンスその他の権利の取得ができない場合には当社製品の販売や製造に遅れを生じさせ、

コストを増加させてしまう可能性もあります。

 

 9）特定の取引先への依存

 　当社は製品中に使われる構成部品等のうち限られた数の重要なものについては一又は数箇所の仕入先に依存してお

ります。その中には、フラッシュメモリー、マイクロプロセッサー、DSP、CDチェンジャー等、製品の競争上重要なも

のがあり、これらの構成品目に依存することで、特にコンシューマー・エレクトロニクス製品の需要が多い時期にお

いては、これらの仕入先からの部品等の調達の継続が困難になり生産の遅れ、中断が生じたり、これら部品の品質や

価格が不安定になるなどの大きなリスクをかかえることとなります。そして当社がもし既存のまたは代替の仕入先か

ら十分な部品供給を受けることができなくなった場合には、顧客のニーズに応えられず当社の収益及び顧客との関係

に悪影響を与えることになる可能性があります。

 

 10）生産設備

 　当社の生産は日本及び中国の設備で行なっており、仕入先の多くもまた中国やその他の新興国で生産しております。

当社や仕入先でこれらの生産設備・能力に対する予期せぬ妨害があるときには、当社の収益は低下することになりま

す。さらに、特に中国の製造に関しては、そのような妨害は政治・経済、社会問題や健康問題など当社や仕入先のコ

ントロールの及ばない外的要因によることが考えられます。2004年度中にも、当社への影響はなかったものの、中国
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では日本製品のボイコット等がありました。また、日本では組合が存在することにより労働の中断などが行なわれる

ことがある場合には業務遂行とその結果に対して悪影響をもたらすことになりえます。さらに当社は製品の輸送を陸・

海・空ともに委託先に依存しており、当社自身または委託先がテロや労働者のストライキ等の影響を受ける場合には

顧客への製品提供が遅れたり、不可能になることで顧客との関係が悪化し、将来の受注に対する悪影響も考えられま

す。

 

 11）季節的変動

 　当社の事業は、顧客が年末時期に製品購入量を増やすことから、季節変動を受けております。従って収益は第３四

半期に増加する傾向にありますが、費用の方は四半期ごとにそれほど変動するわけではないので、利益も第３四半期

に高水準となる一方、第１四半期が年間で最も低い水準となり、この季節変動は今後も続くと予想されます。

　このような顧客の需要のタイミングによるほか、競合他社の新製品開発・投入や価格戦略等、その他の要因も当社

の事業に影響を与えることになります。これらの季節変動により、当社の四半期や中間期の業績結果は通常、通年の

結果を予想するのに適しているわけではありません。

 

 12）法的規制等について

   当社事業を行うにあたっては、各種の法的規制が適用されますが、それらの法的規制に定められた事項に違反した

場合、事業展開等に影響をうける、また取引先顧客に対する賠償等により当社の業績に影響を受ける可能性がありま

す。当社の子会社であった日本マランツ株式会社が平成13年７月から平成15年９月までに製造販売していた回線補償

器を無線局免許なしに使用することが、電波法違反である旨の通知を受けました。法令違反の対象者は、日本マラン

ツの製品を購入した顧客となるため、平成17年12月には、総務省電波監視管理局へ代理店リストを提出いたしました。
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４．中間連結財務諸表等
(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)

当中間連結会計期間末
(平成18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)

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)           

Ⅰ　流動資産           

　1.現金及び預金   2,163   909   1,294  

　2.受取手形
及び売掛金

※2  17,976   18,110   15,795  

　3.たな卸資産 ※2  14,637   16,897   14,504  

　4.繰延税金資産   2,798   4,025   3,021  

　5.その他   2,100   2,606   1,733  

　6.貸倒引当金   △917   △960   △926  

流動資産合計   38,757 60.4  41,589 60.2  35,423 55.8

Ⅱ　固定資産           

(1)　有形固定資産           

1.建物及び構築物 ※1,2 1,938   3,501   3,123   

2.機械装置 ※1,2 432   568   503   

3.工具器具備品 ※1 1,218   1,143   1,102   

4.土地 ※2 1,491   1,504   1,500   

5.その他 ※1 764   921   778   

有形固定資産合計   5,845   7,639   7,009  

(2)　無形固定資産           

1.のれん 　 ※3 －   8,265   －   

2.連結調整勘定  2,918   －   2,830   

3.営業権  ※3 8,082   －   5,418   

4.商標権  －   2,076   2,112   

5.その他  2,804   3,844   4,001   

無形固定資産合計   13,805   14,185   14,363  

(3)　投資その他の資産           

1.投資有価証券  1,193   1,178   1,431   

2.繰延税金資産  3,817   3,404   4,255   

3.その他  999   1,182   1,140   

4.貸倒引当金  △307   △109   △174   

投資その他の
資産合計

  5,703   5,656   6,653  

固定資産合計   25,353 39.5  27,481 39.8  28,025 44.2

Ⅲ　繰延資産           

　1.創立費  101   2    5  

繰延資産合計   101 0.1  2   5 0.0

資産合計   64,212 100.0  69,073 100.0  63,454 100.0
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前中間連結会計期間末
(平成17年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成18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)

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(負債の部)           

Ⅰ　流動負債           

1.　支払手形及び買掛
金

  11,558   11,595   8,613  

2.　短期借入金 ※2,4,5  2,494   5,180   876  

3.　一年内返済予定
長期借入金

※2,4,5  600   600   600  

4.　未払金   1,396   1,566   1,890  

5.　未払費用   3,800   4,746   4,917  

6.　未払法人税等   735   769   1,412  

7.　繰延税金負債   －   －   294  

8.　製品保証引当金   1,253   1,027   1,159  

9.　売上割戻引当金   －   997   －  

10. 賞与引当金   1,109   522   730  

11. その他   1,401   264   1,123  

流動負債合計   24,351 37.9  27,270 39.5  21,619 34.1

Ⅱ　固定負債           

1.　長期借入金 ※2,4,5  8,937   8,422   9,014  

2.　繰延税金負債   －   902   614  

3.　退職給付引当金   5,915   5,188   5,389  

4.　役員退職慰労引当
金

  74   95   85  

5.  負ののれん   －   93   －  

6.　その他   560   561   478  

固定負債合計   15,488 24.1  15,262 22.1  15,581 24.5

負債合計   39,839 62.0  42,533 61.6  37,201 58.6

(少数株主持分)           

少数株主持分   94 0.2  － －  120 0.2

(資本の部)           

Ⅰ　資本金   3,255 5.1  －   3,279 5.2

Ⅱ　資本剰余金   15,630 24.3  －   15,653 24.7

Ⅲ　利益剰余金   4,827 7.5  －   5,547 8.7

Ⅳ　その他有価証券
評価差額金

  206 0.3  －   403 0.6

Ⅴ　為替換算調整勘定   379 0.6  －   1,275 2.0

Ⅵ　自己株式   △20 △0.0  －   △25 △0.0

資本合計   24,278 37.8  － －  26,133 41.2

負債、
少数株主持分
及び資本合計

  64,212 100.0  － －  63,454 100.0

     （純資産の部)           

Ⅰ　株主資本           

 　1　資本金   － －  3,308 4.8  － －

 　2　資本剰余金   － －  15,682 22.7  － －

 　3　利益剰余金   － －  5,489 7.9  － －

 　4　自己株式   － －  △28 △0.0  － －

 　　株主資本合計   － －  24,452 35.4  － －

Ⅱ　評価・換算差額等           
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前中間連結会計期間末
(平成17年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成18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)

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

 　 1　その他有価証券
　　　　評価差額金

  － －  271 0.4  － －

  　2　繰延ヘッジ損益   － －  △1 △0.0  － －

  　3　為替換算
　　　 調整勘定

  － －  1,651 2.4  － －

 評価・換算差額等合計      1,921 2.8    

Ⅲ　新株予約権   － －  33 0.0  － －

Ⅵ　少数株主持分   － －  133 0.2  － －

 　　　純資産合計   － －  26,540 38.4  － －

 　　　負債純資産合計   － －  69,073 100.0  － －
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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)

区分
注記
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ　売上高   38,990 100.0  41,706 100.0  89,312 100.0

Ⅱ　売上原価   24,874 63.8  25,167 60.3  55,742 62.4

売上総利益   14,116 36.4  16,539 39.7  33,569 37.6

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1  14,323 36.9  15,408 36.9  29,963 33.5

営業利益又は営業損失(△)   △206 △0.5  1,131 2.7  3,606 4.0

Ⅳ　営業外収益           

1.　受取利息  9   8   18   

2.　受取配当金  7   6   9   

3.　為替差益  53   7   －   

4.　固定資産賃貸収入  52   11   38   

5.　その他  32 154 0.4 8 41 0.1 38 105 0.1

Ⅴ　営業外費用           

1.　支払利息  121   108   246   

2.　創立費償却  92   2   185   

3.　為替差損  －   －   6   

4.　支払手数料  34   75   69   

5.　その他  98 346 0.9 26 212 0.5 98 606 0.6

経常利益又は経常損失(△)   △399 △1.0  959 2.3  3,106 3.5

Ⅵ　特別利益           

1.　土地建物売却益  7,479   76   7,479   

2.　貸倒引当金戻入益  32   190   157   

3.　投資有価証券売却益  －   219   －   

4.　その他  10 7,522 19.3 0 486 1.2 18 7,655 8.6

Ⅶ　特別損失           

1.　固定資産売却損  －   －   0   

2.　固定資産除却損 ※2 －   1   30   

3.　棚卸資産評価損  －   31   107   

4.　事業撤退損失 ※3 4,174   －   5,099   

5.　棚卸資産廃棄損  －   368   －   

6.　組織再編費用  －   －   574   

7.　投資有価証券評価損  －   －   100   

8.　早期割増退職金  －   －   412   

9.　過年度特許料  －   －   116   

10. 製品補償損失  －   68   －   

11.　その他  118 4,293 11.0 39 509 1.2 263 6,702 7.5

税金等調整前中間(当期)純利
益

  2,829 7.3  937 2.2  4,059 4.5

法人税、住民税
及び事業税

 450   642   1,512   

法人税等調整額  691 1,142 2.9 △98 544 1.3 110 1,623 1.8

少数株主利益   10 0.0  8 0.0  38 0.0

中間(当期)純利益   1,677 4.3  384 0.9  2,397 2.7
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(3) 中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書

　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
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円) 金額(百万円)

（資本剰余金の部）      

Ⅰ　資本剰余金期首残高   15,630  15,630

Ⅱ　資本剰余金増加高      

新株予約権の行使による
新株式の発行

 ― ― 23 23

Ⅲ　資本剰余金中間期末
(期末)残高

  15,630  15,653

      

(利益剰余金の部)      

Ⅰ　利益剰余金期首残高   3,325  3,325

Ⅱ　利益剰余金増加高      

中間(当期)純利益  1,677 1,677 2,397 2,397

Ⅲ　利益剰余金減少高      

１．配当金  175 175 175 175

Ⅳ　利益剰余金中間期末
(期末)残高

  4,827  5,547
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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4月1日　至 平成18年9月30日）

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18年3月31日　残高

（百万円）
3,279 15,653 5,547 △25 24,454

中間連結会計期間中の変動額

新株の発行（百万円） 29 29   58

剰余金の配当（百万円）（注）   △442  △442

中間純利益（百万円）   384  384

自己株式の取得（百万円）    △3 △3

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）

（百万円）

     

中間連結会計期間中の変動額合計

（百万円）
29 29 △57 △3 △2

平成18年9月30日　残高

（百万円）
3,308 15,682 5,489 △28 24,452

評価・換算差額等

新株予約権
少数株主持
分

純資産合計その他有価
証券評価差
額金

繰延ヘッジ
損益

土地再評価
差額金

為替換算調
整勘定

評価・換算
差額等合計

平成18年3月31日　残高

（百万円）
403 － － 1,275 1,679 － 120 26,253

中間連結会計期間中の変動額

新株の発行（百万円）        58

剰余金の配当（百万円）（注）        △442

中間純利益（百万円）        384

自己株式の取得（百万円）        △3

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）

（百万円）

△132 △1  376 242 33 13 289

中間連結会計期間中の変動額合計

（百万円）
△132 △1 － 376 242 33 13 287

平成18年9月30日　残高

（百万円）
271 △1 － 1,651 1,921 33 133 26,540

（注）平成18年3月期決算の利益処分によるものであります。　
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(4) 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)

区分
注記
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー     

1.　 税金等調整前中間(当期)純利益  2,829 937 4,059

2.　 減価償却費/無形固定資産償却  879 1,007 1,980

3.　 連結調整勘定償却額  88 ― 176

4.　 のれん償却額  ― 88 ―

5.　 創立費償却額  92 2 185

6.　 貸倒引当金の減少額  △145 △65 △313

7.　 返品調整/売上割戻引当金の増減額
     （△は減少）

 286 △26 270

8.　 製品保証引当金の増減額（△は減少）  184 △156 128

9.　 賞与引当金の増減額 (△は減少)  187 △177 403

10.　退職給付引当金の減少額  △140 △202 △667

11.　受取利息及び受取配当金  △16 △14 △28

12.　支払利息  121 108 246

13.　為替差損益  △51 7 △5

14.　持分法による投資損失  12 ― 25

15.　投資有価証券評価損  ― ― 100

16.　投資有価証券売却益  ― △219 ―

17.　土地建物売却益  △7,479 △76 △7,479

18.　有形固定資産売却損  ― ― 0

19.　有形固定資産除却損  5 1 132

20.　無形固定資産売却益  △667 ― △667

21.　無形固定資産除却損  875 ― 875

22.　売上債権の増減額（△は増加）  △142 △1,982 1,837

23.　たな卸資産の増加額  △891 △2,031 △207

24.　仕入債務の増減額 (△は減少)  △390 2,910 △3,466

25.　未払消費税等の増減額 (△は減少)  △42 △274 195

26.　その他資産の増加額  △178 △1,310 △362

27.　その他負債の増減額 (△は減少)  604 △455 426

小計  △3,980 △1,929 △2,156

28.　利息及び配当金の受取額  16 13 28

29.　利息の支払額  △113 △118 △238

30.　法人税等の支払額  △312 △1,077 △488

営業活動による
キャッシュ・フロー

 △4,389 △3,111 △2,855
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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
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

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  △769 △1,183 △1,739

2.　 有形固定資産の売却による収入  10,846 193 10,846

3.　 無形固定資産の取得による支出  △19 △86 △95

4.　 無形固定資産の売却による収入  998 ― 998

5.　 連結子会社の株式取得に要した支出  △7,280 ― △7,280

6.　 投資有価証券の売却による収入  239 252 239

7.　 連結範囲変更を伴う子会社株式取得
　　 による収入

 ― △2 ―

8.　 貸付による支出  △50 △3 △50

9.　 貸付金の回収による収入  ― 206 144

投資活動による
キャッシュ・フロー

 3,964 △623 3,061

Ⅲ　財務活動による
キャッシュ・フロー

    

1.　 短期借入金の純増減（△は減少）  △2,006 4,291 △3,624

2.　 長期借入れによる収入  7,500 ― 7,500

3.　 長期借入金の返済による支出  △4,000 △600 △4,000

4.　 株式の発行による収入  ― 58 46

5.　 配当金の支払額  △175 △442 △175

6.　 自己株式の取得による支出  △2 △3 △7

財務活動による
キャッシュ・フロー

 1,315 3,305 △261

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  22 45 97

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額
（△は減少）

 912 △384 43

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  1,250 1,294 1,250

Ⅶ　現金及び現金同等物の
中間期末(期末)残高

※1 2,163 909 1,294
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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

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

連結の範囲に関する事項

連結子会社数　31社

連結の範囲に関する事項

連結子会社数 32社

連結の範囲に関する事項

連結子会社数 31社

主要会社名

株式会社デノンコンシュー

マーマーケティング、株式

会社マランツコンシュー

マーマーケティング

主要会社名

株式会社デノンコンシューマー

マーケティング、株式会社マラ

ンツコンシューマーマーケティ

ング 

主要会社名

株式会社デノンコンシュー

マーマーケティング、株式

会社マランツコンシュー

マーマーケティング

　上記主要連結子会社は、

平成17年4月に、当社及び連

結子会社であった株式会社

デノン、日本マランツ株式

会社及び株式会社ディーア

ンドエムマニュファクチュ

アリング間における合併、

また同日付での株式会社株

式会社デノンコンシュー

マーマーケティング、株式

会社マランツコンシュー

マーマーケティングの新設

分割をおこなったことによ

り設立されました。

 D&M Holdings U.S. Inc.

 D&M Europe BV.

 D&M Singapore Pte., Ltd.

 D&M (Zhong Shan) Co., Ltd.

 Denon Asia Company Ltd.

 Marantz America Inc.

 Denon Electronics LLC.

 D&M Germany GmbH.

 　上記主要連結子会社は、

平成17年4月に、当社及び連

結子会社であった株式会社

デノン、日本マランツ株式

会社及び株式会社ディーア

ンドエムマニュファクチュ

アリング間における合併、

また同日付での株式会社株

式会社デノンコンシュー

マーマーケティング、株式

会社マランツコンシュー

マーマーケティングの新設

分割をおこなったことによ

り設立されました。

(新規)

・ボストン・アコース

ティックス・インク

平成17年8月に買収により

当社グループに加わりま

した。

 (新規)

  従来持分法適用関連会社であ

りましたマランツコリアリミ

テッドは、平成18年4月１日付

で、当社100%保有の連結子会社

となり、社名をディーアンドエ

ムセールスアンドマーケティン

グコリアと変更いたしました。

 

 (新規)

 ・ボストン・アコーステ

   ィックス・インク

   平成17年8月に買収によ

   り当社グループに加わ

   りました。

２　持分法の適用に

関する事項

持分法適用関連会社　１社

会社名　マランツコリア　

　  リミテッド

持分法適用関連会社　なし

 

持分法適用関連会社　１社

会社名  マランツコリア

　　リミテッド

　持分法を適用しない関連会

社は以下のとおりであります。

　持分法を適用しない関連会社は

以下のとおりであります。

 持分法を適用しない関連会社

は以下のとおりであります。

会社名　カリンデノンエン

ターテインメントイン

ク

会社名　カリンデノンエンター

テインメントインク

会社名　カリンデノンエン

ターテインメントイン

ク

　なお、持分法を適用してい

ない関連会社1社の中間純損益

及び利益剰余金等は少額であ

り、中間連結財務諸表に及ぼ

す影響は軽微であります。

　なお、持分法を適用していない

関連会社1社の中間純損益及び利

益剰余金等は少額であり、中間連

結財務諸表に及ぼす影響は軽微で

あります。

 　なお、持分法を適用してい

ない関連会社1社の純損益及び

利益剰余金等は少額であり、

連結財務諸表に及ぼす影響は

軽微であります。
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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

　連結子会社の中間決算日は

中間連結決算日に一致してお

ります。

　　同左 　連結子会社の決算日は、連

結決算日に一致しております。

４　会計処理基準に

関する事項

(1) 有価証券の評価基準及び

評価方法

その他有価証券

①　時価のあるもの

　中間決算日の市場価格等

に基づく時価法であり、評

価差額は全部資本直入法に

より処理しております。

(1) 有価証券の評価基準及び評価

方法

その他有価証券

①　時価のあるもの

　中間決算日の市場価格

等に基づく時価法であり、評価差

額は全部純資産直

入法により処理しております。

(1) 有価証券の評価基準及び

評価方法

その他有価証券

①　時価のあるもの

　決算日の市場価格等に基

づく時価法であり、評価差

額は全部資本直入法により

処理しております。

②　時価のないもの

　移動平均法に基づく原価

法を採用しております。

②　時価のないもの

同左

②　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

(2) たな卸資産の評価基準及び評

価方法

(2) たな卸資産の評価基準及

び評価方法

①製品

先入先出法による原価法

を採用しております。

②半製品

先入先出法に基づく原価

法を採用しております。

③材料・仕掛品

移動平均法による原価法

を採用しております。

①製品

同左 

 

②半製品

同左 

 

③材料・仕掛品

同左

 

 

①製品

同左

 

②半製品

同左

 

③材料・仕掛品

同左

 

 

(3) デリバティブ取引により

生じる正味の債権（及び

債務）の評価基準及び評

価方法

時価法

(3) デリバティブ取引により生じ

る正味の債権（及び債務）の

評価基準及び評価方法

　同左

(3) デリバティブ取引により

生じる正味の債権（及び

債務）の評価基　準及び

評価方法

　同左
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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)

(4) 重要な減価償却資産の減

価償却の方法

①　有形固定資産

　定率法を採用しておりま

す。ただし、平成10年４月

１日以降取得した建物(建物

付属設備は除く)については、

定額法によっております。

(4) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法

①　有形固定資産

　定率法を採用しております。

ただし、平成10年４月１日以

降取得した建物（建物付属設

備は除く）については、定額

法によっております。また、

金型は販売数量を基礎とする

生産高比例法を採用しており

ます。

(4) 重要な減価償却資産の減

価償却の方法

①　有形固定資産

同左

建物及び構築物

５年～42年

機械装置

４年～10年

工具器具及び備品

２年～10年

その他　　　　　４年

建物及び構築物

７年～42年

機械装置

２年～10年

工具器具及び備品

２年～20年

その他　　　　　４年

建物及び構築物

同左

機械装置

同左

工具器具及び備品

　　同左　    

その他　　　　　同左

　前中間連結会計期間にお

いて、金型の減価償却方法

は定額法によっておりまし

たが、前連結会計年度より

基幹システムを統合したこ

とにより、金型について購

買・生産から販売までの一

貫管理が可能となったこと

から、より適切な期間損益

を算定するため、前連結会

計年度より販売数量を基礎

とする生産高比例法に変更

いたしました。

　この変更は前連結会計年

度の下期において基幹シス

テムが本格稼動したことに

より実施したものであるた

め、前中間連結会計期間は

従来の方法を採用しており

ました。前中間連結会計期

間において、当中間連結会

計期間と同一の方法を採用

した場合の影響は軽微であ

ります。
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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)

②　無形固定資産

　ソフトウェアについては、

社内における見込利用可能

期間(5年)に基づく定額法を

採用しております。また国

内子会社の商標権について

は定額法(10年)で償却して

おります。

　海外子会社の有する営業

権及び商標権(主として米国

子会社において計上してい

る)については、海外子会社

において現地の会計基準に

従い計上しております。

②　無形固定資産

同左

②　無形固定資産

同左

(5) 重要な繰延資産の処理方

法

　創立費については、商法

施行規則に規定する毎期均

等額(５年)で償却しており

ます。

(5）重要な繰延資産の処理方法

　創立費については、毎期均等

額(５年)を償却しております。

(5) 重要な繰延資産の処理方

法

　創立費については、商法

施行規則に規定する毎期均

等額(５年)で償却しており

ます。

 

(6) 重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

　債権の貸倒による損失に

備えるため、一般債権につ

いては貸倒実績率による計

算額を、貸倒懸念債権等の

特定の債権については、個

別に回収可能性を検討し回

収不能見込額を計上してお

ります。

(6) 重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

(6) 重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

②　賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備

えるため、支給見込額に基

づき計上しております。

②　賞与引当金

同左

②　賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備

えるため、支給見込額のう

ち当連結会計年度に対応す

る金額を計上しております。
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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　退職給付引当金

　国内連結子会社は、確定

給付型の制度として厚生年

金基金制度及び適格退職年

金制度を採用しておりまし

たが、厚生年金基金制度に

つきましては平成16年1月に

解散しました。また、平成

16年2月に従来の確定給付型

年金制度から確定拠出年金

制度に移行したことに伴い、

適格退職年金制度を廃止し

ました。

　廃止した適格退職年金制

度に関わる年金資産は分配

し、年金資産が不足する過

去勤務分の退職金は退職給

付引当金として認識して退

職時に従業員に支払います。

　数理計算上の差異は、そ

の発生時の従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年

数による定額法により翌連

結会計年度から費用処理す

ることとしております。

　過去勤務債務は、その発

生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数に

よる定額法により費用処理

することとしております。

③　退職給付引当金

同左

③　退職給付引当金

同左

④　役員退職慰労引当金

　退任取締役に対する退職

慰労金支給に備えるため、

内規に基づく中間期末要支

給額を計上しております。

④　役員退職慰労引当金

　同左

④　役員退職慰労引当金

　退任取締役に対する退職

慰労金支給に備えるため、

内規に基づく期末要支給額

を計上しております。
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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)

⑤　製品保証引当金

　販売製品の無償サービス

費用の支出に備えるため、

売上に対する補償実績率に

基づき、当中間連結会計期

間末において必要額を計上

しております。

⑤　製品保証引当金

　同左

⑤　製品保証引当金

　販売製品の無償サービス

費用の支出に備えるため、

売上に対する補償実績率に

基づき、当連結会計期間末

において必要額を計上して

おります。

 

 

⑥　売上割戻引当金

　販売した製商品の将来発生す

る売上割戻に備えるため、割戻

対象となる売上高に直近の実績

率をもととして計算した割戻率

を乗じて計算しております。

 

 

(7) 重要なリース取引の処理

方法

　リース物件の所有権が借

主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・

リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によって

おります。

(7) 重要なリース取引の処理方法

同左

(7) 重要なリース取引の処理

方法

同左

(8) 重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

　外貨建債権債務のうち、

為替予約が付されているも

のについては、振当処理を

行っております。また、外

貨建予定取引の為替リスク

のヘッジについては繰延

ヘッジ処理を行っておりま

す。金利スワップについて

ヘッジ会計の要件を満たし

ている場合は、繰延ヘッジ

処理を行っております。た

だし、特例処理の要件を満

たしている場合は、特例処

理によっております。

(8) 重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

　同左

(8) 重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

　同左

②　ヘッジ手段とヘッジ対

象

②　ヘッジ手段とヘッジ対象 ②　ヘッジ手段とヘッジ対

象

ヘッジ手段…先物為替予約

　　　　　　

ヘッジ手段…先物為替予約

　　　　　　金利スワップ

　　　同左

 

ヘッジ対象…外貨建債権債務 ヘッジ対象…外貨建債権債務、　

長期借入金 
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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　ヘッジ方針

　社内管理規定に従い、相

場の変動によるリスクを軽

減するために、デリバティ

ブ取引を行うこととしてお

ります。

③　ヘッジ方針

同左

③　ヘッジ方針

同左

④　ヘッジの有効性評価の

方法

　ヘッジ手段とヘッジ対象

のキャッシュ・フローの固

定化・変動の回避との相関

関係が継続的に存在するこ

とが明らかであることから、

ヘッジ会計適用によるヘッ

ジの有効性の評価は不要の

ため、行っておりません。

④　ヘッジの有効性評価の方法

同左

④　ヘッジの有効性評価の

方法

同左

(9) 消費税等の会計処理

　消費税等については、税

抜方式によっております。

(9) 消費税等の会計処理

同左

(9) 消費税等の会計処理

同左

(10)連結納税制度の適用

　当中間連結会計期間から

連結納税制度を適用してお

ります。

(10)連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しておりま

す。

(10)連結納税制度の適用

 当連結会計年度から連結納税

制度を適用しております。

５　中間連結キャッ

シュ・フロー計

算書又は連結

キャッシュ・フ

ロー計算書にお

ける資金の範囲

　　手許現金、要求払預金

　及び取得日から３ヶ月以

　内に満期日の到来する流

　動性の高い、容易に換金

　可能であり、かつ価値の

　変動について僅少なリス

　クしか負わない短期的な

　投資としております。

同左 同左
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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より、固定資産の

減損に係る会計基準（「固定資産の減

損に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会　平成14年8月9

日））及び「固定資産の減損に係る会

計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第6号　平成15年10月31日）を

適用しております。これにより税金等

調整前中間純利益に与える影響はあり

ません。

                －

 

 （固定資産の減損に係る会計基準）

 当連結会計年度より、固定資産の減

損に係る会計基準（「固定資産の減損

に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会　平成14年8月9

日））及び「固定資産の減損に係る会

計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第6号　平成15年10月31日）を

適用しております。これにより税金等

調整前純利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により、「貸

借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準」（企業会計基準第５号　平

成17年12月９日）及び「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準等

の適用指針」（企業会計基準適用指針

第８号　平成17年12月９日）を適用し

ております。

　これまでの資本の部の合計に相当す

る金額は、263億75百万円でありま

す。

　なお、当中間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、中間連結財務諸表規則の改正

に伴い、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。

                －

 

                －

 

（ストック・オプション等に関する会

計基準）

 　当中間連結会計期間より、「ストッ

ク・オプション等に関する会計基準」

（企業会計基準第８号　平成17年12月

27日）及び「ストック・オプション等

に関する会計基準の適用指針」（企業

会計基準適用指針第11号　平成18年５

月31日）を適用しております。これに

より営業利益、経常利益及び税金等調

整前中間純利益は、それぞれ33百万円

減少しております。

                －
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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)

(中間連結貸借対照表) (中間連結貸借対照表)

－ 　前中間連結会計期間において、営業権として掲記され

ていたものは、当中間連結会計期間からのれんとして表

示しております。

 また、連結調整勘定として掲記されていたものは、のれ

ん又は負ののれんと表示しております。

 －   前中間連結会計期間まで、流動負債の「その他」に含

めておりました「売上割戻引当金」は、金額的重要性が

増したため、当中間連結会計期間より区分掲記しており

ます。なお、前中間連結会計期間に「その他」に含まれ

ていた売上割戻引当金の金額は774百万円です。
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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９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成18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　　　(百万円)

減価償却累計額 8,806

※１　有形固定資産　　　(百万円)

減価償却累計額  7,643

※１　有形固定資産　　　(百万円)

減価償却累計額 6,906

※２　担保に供されている資産は次の

とおりであります。

※２　担保に供されている資産は次の

とおりであります。

※２　担保に供されている資産は次の

とおりであります。

(1) 担保資産　　　　　(百万円)

売掛金 2,177

土地 970

建物 211

合計 3,358

(1) 担保資産　　　　　(百万円)

売掛金 1,670

土地 970

建物 199

合計 2,839

(1) 担保資産　　　　　(百万円)

売掛金 1,848

土地 970

建物 204

機械装置 －

合計 3,022

(2) 上記に対する債務（百万円）

短期借入金 1,700

合計 1,700

(2) 上記担保は、コミットメントラ

イン契約に対するものであります。

(2) 上記担保は、コミットメントラ

イン契約に対するものであります。

※３　米国子会社ボストン・アコース

ティックス・インクの取得によ

るもの5,557百万円が含まれて

おります。

※３　米国子会社ボストン・アコース

ティックス・インクの取得によ

るもの2,912百万円が含まれて

おります。

※３　　　　　－

なお、米国財務会計基準書第

141号「企業結合」に従い、営

業権の金額は取得後1年間の期

間内で見直されたのち確定され

ることとなっております。

  

※４　コミットメントライン ※４　コミットメントライン ※４　コミットメントライン

当社グループは、運転資金の効

率的な調達を行うため株式会社

デイーアンドエムホールディン

グスを借主とするコミットメン

トラインを主幹事のみずほ銀行、

三井住友銀行と締結しているほ

か、みずほ銀行を主幹事とする

コミットメントライン設定契約

を締結しております。

当社グループは、運転資金の効

率的な調達を行うため株式会社

デイーアンドエムホールディン

グスを借主とするコミットメン

トラインを主幹事のみずほ銀行、

三井住友銀行と締結しておりま

す。

同左

(百万円)

コミットメン

トライン契約

の総額

11,000

借入実行残高 － 

差引額 11,000

(百万円)

コミットメン

トライン契約

の総額

11,000 

借入実行残高 4,200 

差引額 6,800 

(百万円)

コミットメン

トライン契約

の総額

11,000

借入実行残高 － 

差引額 11,000
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前中間連結会計期間末
(平成17年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成18年９月30日)

前連結会計年度末
(平成18年３月31日)

※５　財務制限条項 ※５　財務制限条項 ※５　財務制限条項

　上記コミットメントラインには

各種財務指標の遵守、最低利益の

確保等の財務制限条項が付されて

おりますが、当社グループはこの

財務制限条項に従っております。

同左 同左

　　財務制限条項の内容は、以下の

　　とおりであります。

  

　　①連結純資産について、前期比

    80％以上を維持

　　②直近12ヶ月間の連結経常利益

    黒字維持

　　③レバレッジレシオ　4.5倍未満
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（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

ものは次のとおりであります。

※１　販売費及び一般管理費の主要な

ものは次のとおりであります。

※１　販売費及び一般管理費の主要な

ものは次のとおりであります。

(百万円)

荷造運搬費 1,902

広告宣伝費 609

販売促進費 1,807

給料 3,778

減価償却費 397

研究開発費 2,484

(百万円)

荷造運搬費 1,710 

広告宣伝費 863 

販売促進費 1,650 

給料 4,764 

減価償却費 540 

研究開発費 2,335 

(百万円)

荷造運搬費 3,637 

広告宣伝費 1,195 

販売促進費 3,977 

給料 9,411 

減価償却費 951 

研究開発費 4,901 

※２　　　　　 － ※２　固定資産の除却損の内訳は次

　　　のとおりであります。

※２　固定資産の除却損の内訳は次の

とおりであります。

  (百万円)

工具器具備品       １     

(百万円)

工具器具備品 30 

  

※３　事業撤退損失

　当中間連結会計期間における「事業

撤退損失」は、ポータブル・デジタ

ル・オーディオ・プレーヤー事業であ

るリオ事業からの撤退にかかわるもの

であります。米国会計基準においては、

非継続事業の損失については、継続事

業損益とは別建てで表示されますが、

日本の会計基準には同様の区分がない

ため、撤退関連損失と撤退までの事業

損失の合計額2,412百万円を特別損失

の「事業撤退損失」として表示してお

ります。残額は日本及び欧州における

リオ事業からの撤退関連損失でありま

す。

※３　　　　　 －

 

※３　事業撤退損失　　　 

 当連結会計年度における「事業撤退

損失」は、ポータブル・デジタル・

オーディオ・プレーヤー事業であるリ

オ事業からの撤退にかかわるものであ

ります。米国会計基準においては、非

継続事業の損失については、継続事業

損益とは別建てで表示されますが、日

本の会計基準には同様の区分がないた

め、撤退関連損失と撤退までの事業損

失の合計額3,027百万円を特別損失の

「事業撤退損失」として表示しており

ます。残額は日本及び欧州におけるリ

オ事業からの撤退関連損失であります。

－ 32 －



（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４月１日　至 平成18年９月30日）

 

1.　発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末株
式数（千株）

当中間連結会計期間
増加株式数（千株）

当中間連結会計期間
減少株式数（千株）

当中間連結会計期間
末株式数（千株）

発行済株式

普通株式　　　　(注)１ 88,496 234 － 88,730

合計 88,496 234 － 88,730

自己株式

普通株式　　　　(注)２ 87 8 － 95

合計 87 8 － 95

（注）1.　普通株式の発行済株式総数の増加234千株は、新株予約権の権利行使による新株の発行による増加でありま

す。　

　　2.　普通株式の自己株式の株式数の増加８千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

 

2.　新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当中間連結
会計期間末
残高
（百万円）

前連結会計
年度末

当中間連結
会計期間増
加

当中間連結
会計期間減
少

当中間連結
会計期間末

提出会社

（親会社）

       

ストック・オプションとして

の新株予約権
－ － － － － 33

連結子会社 － － － － － － －

合計 － － － － － 33

　

3.　配当に関する事項

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年6月29日

取締役会
普通株式 442 5 平成18年3月31日 平成18年6月29日
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（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)

※１　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記

載されている科目の金額との関

係

※１　現金及び現金同等物の中間期末

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

※１　現金及び現金同等物の期末残高

と連結貸借対照表に記載されて

いる科目の金額との関係

現金及び預金

勘定
2,163百万円

預金期間が

３ヶ月を超え

る定期預金

―

現金及び

現金同等物
2,163

現金及び預金

勘定
909百万円

預金期間が

３ヶ月を超え

る定期預金

　 ―

現金及び

現金同等物
  909

現金及び預金

勘定
1,294百万円

預金期間が

３ヶ月を超え

る定期預金

 ―

現金及び

現金同等物
 1,294
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①　リース取引

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　リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引

１　リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引

１　リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引

①　リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額

①　リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額

①　リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末

残高相当額

(百万円) (百万円) (百万円)

機械装置及び運搬具 機械装置及び運搬具 機械装置及び運搬具

取得価額相当額 485

減価償却累計相当額 266

中間期末残高相当額 218

取得価額相当額 639

減価償却累計相当額 175

中間期末残高相当額 464

取得価額相当額 280

減価償却累計相当額 101

期末残高相当額 179

工具器具備品及び金型 工具器具備品及び金型 工具器具備品及び金型

取得価額相当額 136

減価償却累計相当額 71

中間期末残高相当額 64

取得価額相当額 188

減価償却累計相当額 118

中間期末残高相当額 69

取得価額相当額 110

減価償却累計相当額 60

期末残高相当額 50

無形固定資産 無形固定資産 無形固定資産

取得価額相当額 870

減価償却累計相当額 325

中間期末残高相当額 545

取得価額相当額 1,059

減価償却累計相当額 568

中間期末残高相当額 490

取得価額相当額 869

減価償却累計相当額 414

期末残高相当額 455

合計 合計 合計

取得価額相当額 1,492

減価償却累計相当額 664

中間期末残高相当額 828

取得価額相当額 1,887

減価償却累計相当額 862

中間期末残高相当額 1,024

取得価額相当額 1,260

減価償却累計相当額 575

期末残高相当額 684

②　未経過リース料中間期末残高相

当額　　　　　　(百万円)

②　未経過リース料中間期末残高相

当額　　　　　　(百万円)

②　未経過リース料期末残高相当額

　　　　　　　　(百万円)

１年以内 277

１年超 568

合計 846

１年以内 360

１年超 691

合計 1,052

１年以内 257

１年超 446

合計 703

③　支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

③　支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

③　支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

(百万円) (百万円) (百万円)

支払リース料 184

減価償却費相当額 166

支払利息相当額 13

支払リース料 209

減価償却費相当額 189

支払利息相当額 14

支払リース料 348

減価償却費相当額 319

支払利息相当額 28

④　減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法により

算定しております。

④　減価償却費相当額の算定方法

同左

④　減価償却費相当額の算定方法

同左

⑤　利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取

得価額相当額の差額を利息相当

額とし、各期への配分方法につ

いては利息法によっております。

⑤　利息相当額の算定方法

同左

⑤　利息相当額の算定方法

同左

２　オペレーティング・リース取引 ２　オペレーティング・リース取引 ２　オペレーティング・リース取引

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

１年以内 36

１年超 44

合計 81

１年以内 115

１年超 100

合計 215

１年以内 57

１年超 76

合計 133

－ 35 －



②　有価証券

前中間連結会計期間末(平成17年９月30日)

１　時価のある有価証券

 （百万円）

区分 取得原価
中間連結貸借対照表

計上額
差額

その他有価証券

株式
251 599 348

２　時価評価されていない主な有価証券

 （百万円）

区分 中間連結貸借対照表計上額

その他有価証券

非上場株式

債券

565

15

合計 580

当中間連結会計期間末(平成18年９月30日)

１　時価のある有価証券

 （百万円）

区分 取得原価
中間連結貸借対照表

計上額
差額

その他有価証券

株式
251 708 457

２　時価評価されていない主な有価証券

 （百万円）

区分 中間連結貸借対照表計上額

その他有価証券

非上場株式

債券

447

15

合計 462

前連結会計年度末(平成18年３月31日)

１　時価のある有価証券

 （百万円）

区分 取得原価 連結貸借対照表計上額 差額

その他有価証券

株式
251 931 680

２　時価評価されていない主な有価証券

 （百万円）

区分 連結貸借対照表計上額

その他有価証券

非上場株式

債券

 

 478 

 15

合計 493

－ 36 －



③　デリバティブ取引

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

 
前中間連結会計期間
（平成17年9月30日）

区分 取引の種類
契約額等
（百万円）

うち1年超
（百万円）

時価
（百万円）

評価損益
（百万円）

市場取引以外

の取引

金利スワップ取引

受取変動・

支払固定

2,000 2,000 △25 △25

合計 2,000 2,000 △25 △25

（注）　ヘッジ会計を適用しているものについては、開示の対象から除いております。

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

 
当中間連結会計期間
（平成18年9月30日）

区分 取引の種類
契約額等
（百万円）

うち1年超
（百万円）

時価
（百万円）

評価損益
（百万円）

市場取引以外

の取引

金利スワップ取引

受取変動・

支払固定

2,000 2,000 △7 △7

合計 2,000 2,000 △7 △7

（注）　ヘッジ会計を適用しているものについては、開示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）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

 
前連結会計年度

（平成18年3月31日）

区分 取引の種類
契約額等
（百万円）

うち1年超
（百万円）

時価
（百万円）

評価損益
（百万円）

市場取引以外

の取引

金利スワップ取引

受取変動・

支払固定

2,000 2,000 △10 △10

合計 2,000 2,000 △10 △10

（注）　ヘッジ会計を適用しているものについては、開示の対象から除いております。

－ 37 －



④ストック・オプション等関係

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）

1.　ストック・オプションにかかる当中間連結会計期間における費用計上額及び科目名

 

　一般管理費の株式報酬費用　　　　　　33百万円

 

2.　当中間連結会計期間に付与したストック・オプションの内容

 平成18年ストック・オプション

 付与対象者の区分及び人数 当社子会社従業員　１名

 ストック・オプションの付与数（注） 普通株式 　50,000 株

 付与日 平成18年４月18日

 権利確定条件
 付与日以降、12ヶ月後、24ヶ月後、36ヶ月後までに継続し

て勤務していること。

 対象勤務期間
 総付与数の３分の１ずつの権利につき、それぞれ付与日以

降、12ヶ月、24ヶ月、36ヶ月。

 権利行使期間  10年間（自平成18年４月18日　至平成28年４月17日）

 権利行使価格　　　　　　（円） 466

 公正な評価単価（付与日）（円） －

 平成18年ストック・オプション

 付与対象者の区分及び人数 当社執行役　１名

 ストック・オプションの付与数（注） 普通株式　600,000 株

 付与日 平成18年５月２日

 権利確定条件
 付与日以降、12ヶ月後、24ヶ月後、36ヶ月後までに継続し

て勤務していること。

 対象勤務期間
 総付与数の３分の１ずつの権利につき、それぞれ付与日以

降、12ヶ月、24ヶ月、36ヶ月。

 権利行使期間  10年間（自平成18年５月２日　至平成28年５月１日）

 権利行使価格　　　　　　（円） 413

 公正な評価単価（付与日）（円） 199

 平成18年ストック・オプション

 付与対象者の区分及び人数 当社執行役　１名

 ストック・オプションの付与数（注） 普通株式　900,000 株

 付与日 平成18年８月16日

 権利確定条件
 付与日以降、12ヶ月後、24ヶ月後、36ヶ月後までに継続し

て勤務していること。

 対象勤務期間
 総付与数の３分の１ずつの権利につき、それぞれ付与日以

降、12ヶ月、24ヶ月、36ヶ月。

 権利行使期間  10年間（自平成18年８月16日　至平成28年８月15日）

 権利行使価格　　　　　　（円） 346

 公正な評価単価（付与日）（円） 135

－ 38 －



（注）株式数に換算して記載しております。

－ 39 －



⑤　セグメント情報

ａ．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)

ＡＶ機器
関連事業
(百万円)

デジタル・
ネットワーク
関連事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

Ⅰ　売上高      

(1) 外部顧客に対する売上高 35,474 3,516 38,990 － 38,990

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ － － － －

計 35,474 3,516 38,990 － 38,990

営業費用 34,822 4,375 39,197 － 39,197

営業利益又は営業損失(△) 652 △859 △206 － △206

　（注）１　事業区分の方法

当社の事業区分は、当企業グループが採用している売上集計区分であります。

２　各事業区分の主な製品

 主要製品

ＡＶ機器

関連事業

ステレオアンプ、ＡＶレシーバー、チューナー、スピーカー、

テープデッキ、ＭＤデッキ、ＣＤプレーヤー、ＣＤレコーダー、

ビデオＣＤプレーヤー、ＤＶＤプレーヤー、システムオーディオ、

ＤＬＰプロジェクター、ＭＯレコーダー、ＩＣメモリー、

業務用カラオケ機器、ＤＪ機器、長時間通話録音装置、設備音響機器、

映像監視システム

デジタル・ネッ

トワーク

関連事業

ネットワーク・メディア・サーバー、ネットワーク・メディア・エクステンダー、

パーソナルビデオレコーダー、ポータブルオーディオプレーヤー

－ 40 －



 

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)

ＡＶ機器
関連事業
(百万円)

デジタル・
ネットワーク
関連事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

Ⅰ　売上高      

(1) 外部顧客に対する売上高 40,610 1,096 41,706 － 41,706

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ － － － －

計 40,610 1,096 41,706 － 41,706

営業費用 39,564 1,011 40,575 － 40,575

営業利益 1,046 85 1,131 － 1,131

　（注）１　事業区分の方法

当社の事業区分は、当企業グループが採用している売上集計区分であります。

２　各事業区分の主な製品

 主要製品

ＡＶ機器

関連事業

ステレオアンプ、ＡＶレシーバー、チューナー、スピーカー、

テープデッキ、ＭＤデッキ、ＣＤプレーヤー、ＣＤレコーダー、

ビデオＣＤプレーヤー、ＤＶＤプレーヤー、システムオーディオ、

ＤＬＰプロジェクター、ＭＯレコーダー、

業務用カラオケ機器、ＤＪ機器、長時間通話録音装置、設備音響機器、

デジタル・ネッ

トワーク

関連事業

ネットワーク・メディア・サーバー、ネットワーク・メディア・エクステンダー、

パーソナルビデオレコーダー

－ 41 －



 

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)

ＡＶ機器
関連事業
(百万円)

デジタル・
ネットワーク
関連事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

Ⅰ　売上高      

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

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ － － － －

計 84,540 4,772 89,312 － 89,312

営業費用 80,177 5,528 85,705 － 85,705

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

　（注）１　事業区分の方法

当社の事業区分は、当企業グループが採用している売上集計区分であります。

２　各事業区分の主な製品

 主要製品

ＡＶ機器

関連事業

ステレオアンプ、ＡＶレシーバー、チューナー、スピーカー、

テープデッキ、ＭＤデッキ、ＣＤプレーヤー、ＣＤレコーダー、

ビデオＣＤプレーヤー、ＤＶＤプレーヤー、システムオーディオ

ＤＬＰプロジェクター、ＭＯレコーダー、ＩＣメモリー、

電子ピアノ、業務用カラオケ機器、ＤＪ機器、長時間通話録音装置、設備音響機器、

映像監視システム、

デジタル・ネッ

トワーク

関連事業

ネットワーク・メディア・サーバー、ネットワーク・メディア・マネージャー

パーソナルビデオレコーダー、ポータブルオーディオプレーヤー

－ 42 －



ｂ．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)

日本
(百万円)

米州
(百万円)

欧州
(百万円)

アジア
(百万円)

計
(百万円)

消去又は
全社

(百万円)

連結
(百万円)

Ⅰ．売上高        

(1) 外部顧客に

対する売上高
11,683 14,901 9,925 2,479 38,990 － 38,990

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高
19,080 31 34 1,839 20,986 (20,986) －

計 30,764 14,933 9,959 4,319 59,977 (20,986) 38,990

営業費用 31,104 13,985 10,486 4,519 60,095 (20,898) 39,197

営業利益又は営業損失(△) △340 947 △526 △200 △118 (　　88) △206

（注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。

２．本邦以外の区分に属する主な地域の内訳は、次のとおりであります。

米　州　…　米国、カナダ

欧　州　…　オランダ、フランス、ドイツ、イギリス

アジア　…　中国、シンガポール

３．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88百万円は、連結調整勘定償却費でありま

す。

－ 43 －



 

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)

日本
(百万円)

米州
(百万円)

欧州
(百万円)

アジア
(百万円)

計
(百万円)

消去又は
全社

(百万円)

連結
(百万円)

Ⅰ．売上高        

(1) 外部顧客に

対する売上高
7,903 19,547 11,216 3,039 41,706  41,706

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高
21,980 358 0 4,918 27,257 (27,257) 0

計 29,883 19,906 11,216 7,957 68,963 (27,257) 41,706

営業費用 29,956 18,407 11,396 7,983 6,744 (27,169) 40,575

営業利益又は営業損失(△) △73 1,498 △179 △26 1,219 (88) 1,131

（注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。

２．本邦以外の区分に属する主な地域の内訳は、次のとおりであります。

米　州　…　米国、カナダ

欧　州　…　オランダ、フランス、ドイツ、イギリス

アジア　…　中国、シンガポール、韓国

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88百万円は、のれん償却額であります。

－ 44 －



 

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)

日本
(百万円)

米州
(百万円)

欧州
(百万円)

アジア
(百万円)

計
(百万円)

消去又は
全社

(百万円)

連結
(百万円)

Ⅰ．売上高        

(1) 外部顧客に

対する売上高
21,957 37,866 24,137 5,351 89,312 － 89,312

(2) セグメント間の内部

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

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

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

営業利益又は営業損失(△) 675 3,347 △280 39 3,782 (176) 3,606

（注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。

２．本邦以外の区分に属する主な地域の内訳は、次のとおりであります。

米　州　…　米国、カナダ

欧　州　…　オランダ、フランス、ドイツ、イギリス

アジア　…　中国、シンガポール

３．当連結会計年度における営業費用のうち、消去又は会社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、176百万

円であり、その主なものは、親会社の管理部門等に係る費用であります。

－ 45 －



ｃ．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）

米州 欧州 アジア他 計

Ⅰ　海外売上高(百万円) 14,901 9,925 3,450 28,278

Ⅱ　連結売上高(百万円)    38,990

Ⅲ　海外売上高の連結売上高に占

める割合(％)
38.2％ 25.5％ 8.8％ 72.5％

（注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度により区分しております。

２．各区分に属する主な国又は地域は、次のとおりであります。

①　米　　州　 …　米国、カナダ

②　欧　　州　 …　オランダ、フランス、ドイツ、イギリス

③　アジア他　 …　中国、韓国、台湾、シンガポール、オーストラリア

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

の合計額（ただし、連結会社間の内部売上は除く）であります。

－ 46 －



 

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）

米州 欧州 アジア他 計

Ⅰ　海外売上高(百万円) 19,547 11,216 3,279 34,043

Ⅱ　連結売上高(百万円)    41,706

Ⅲ　海外売上高の連結売上高に占

める割合(％)
46.9％ 26.9％ 7.9％ 81.6％

（注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度により区分しております。

２．各区分に属する主な国又は地域は、次のとおりであります。

①　米　　州　 …　米国、カナダ

②　欧　　州　 …　オランダ、フランス、ドイツ、イギリス

③　アジア他　 …　中国、韓国、台湾、シンガポール、オーストラリア

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

の合計額（ただし、連結会社間の内部売上は除く）であります。

－ 47 －



 

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）

米州 欧州 アジア他 計

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

Ⅱ　連結売上高(百万円)    89,312

Ⅲ　海外売上高の連結売上高に占

める割合(％)
42.4 27.0 8.1 77.5

（注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度により区分しております。

２．各区分に属する主な国又は地域は、次のとおりであります。

①　米　　州　 …　米国、カナダ

②　欧　　州　 …　オランダ、フランス、ドイツ、イギリス

③　アジア他 　…　中国、韓国、台湾、シンガポール、オーストラリア

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

の合計額（ただし、連結会社間の内部売上は除く）であります。
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（１株当たり情報）

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）

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 1株当たり純資産額 1株当たり純資産額

276円87銭 297円55銭 295円60銭

1株当たり中間純利益金額 1株当たり中間純利益金額 1株当たり当期純利益金額

19円13銭 4円34銭 27円23銭

潜在株式調整後1株当たり

中間純利益金額

潜在株式調整後1株当たり

中間純利益金額

潜在株式調整後1株当たり

当期純利益金額

18円79銭 4円22銭 26円58銭

　（注）　１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

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）

中間連結損益計算書上の中間純利益 中間連結損益計算書上の中間純利益 連結損益計算書上の当期純利益

1,677百万円 384百万円 2,397百万円

普通株式に係る中間純利益 普通株式に係る中間純利益 普通株式に係る当期純利益

1,677百万円 384百万円 2,397百万円

普通株主に帰属しない金額の主要な内

訳

普通株主に帰属しない金額の主要な内

訳

普通株主に帰属しない金額の主要な内

訳

該当事項はありません。 該当事項はありません。 該当事項はありません。

普通株式の期中平均株式数 普通株式の期中平均株式数 普通株式の期中平均株式数

87,694千株 88,526千株 88,054千株

中間純利益調整額の主要な内訳 中間純利益調整額の主要な内訳 当期純利益調整額の主要な内訳

該当事項はありません。 該当事項はありません。 該当事項はありません。

普通株式増加数　　　　 1,588千株

　　（うち新株予約権　 1,588千株)　

　　　　　　　　

普通株式増加数　　　　　2,509千株

　（うち新株予約権　　　2,509千株)

普通株式増加数　　　　　2,135千株

　（うち新株予約権　　　2,135千株)

　　

   

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後1株当たり中間純利益の算定に

含まれなかった潜在株式の概要

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後1株当たり中間純利益の算定に

含まれなかった潜在株式の概要

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後1株当たり当期純利益の算定に

含まれなかった潜在株式の概要

（新株予約権）

株主総会の特別決議日

平成14年7月30日

（新株予約権635,000個）

（新株予約権）

株主総会の特別決議日

平成15年6月26日

（新株予約権　300,000個）

（新株予約権）

株主総会の特別決議日

平成15年6月26日

（新株予約権　370,000個）

株主総会の特別決議日

平成15年6月26日

（新株予約権1,564,500個）

株主総会の特別決議日

平成17年6月28日

（新株予約権　683,000個）

株主総会の特別決議日

平成17年6月28日

（新株予約権　 33,000個）

株主総会の特別決議日

平成16年6月24日

（新株予約権15,000個）

取締役会決議日

平成18年7月28日

（新株予約権　900,000個）
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　　2.　１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

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)

純資産の部の合計額（百万円） ― 26,540 ―

純資産の部の合計額から控除する金額

（百万円）
― 167 ―

（うち新株予約権） ― (33) ―

（うち少数株主持分） ― (133) ―

普通株式に係る中間期末の純資産額（百

万円）
― 26,373 ―

1株当たり純資産額の算定に用いられた

中間期末の普通株式の数（千株）
― (88,635) ―
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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4月１日至　平成17年9月30日)

１．平成17年10月14日の取締役会において下のとおり新株予約権の発行が決議されました。

①　新株予約権の総数　　　　　　　　　　　　80,000個

発行する株式の種類および数　　　　　　　普通株式　80,000株

発行価額　　　　　　　　　　　　　　　　308円

発行価額中資本に組み入れない額　　　　　発行価額の2分の１ ただし円未満切り捨て

発行日　　　　　　　　　　　　　　　　　平成17年10月24日

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

る営業年度の前営業年度の終わりにおいて、新株の発行があっ

たものとしてこれを支払う。

②　新株予約権の総数　　　　　　　　　　　　420,000個

発行する株式の種類および数　　　　　　　普通株式　420,000株

発行価額　　　　　　　　　　　　　　　　308円

発行価額中資本に組み入れない額　　　　　発行価額の2分の１ ただし円未満切り捨て

発行日　　　　　　　　　　　　　　　　　平成17年10月31日

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

る営業年度の前営業年度の終わりにおいて、新株の発行があっ

たものとしてこれを支払う。

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)

１．平成18年９月29日の取締役会において下のとおり新株予約権の発行が決議されました。

①　新株予約権の総数　　　　　　　　　　　　30,000個

発行する株式の種類および数　　　　　　　普通株式　30,000株

発行価額　　　　　　　　　　　　　　　　336円

発行価額中資本に組み入れない額　　　　　発行価額の2分の１ ただし円未満切り捨て

発行日　　　　　　　　　　　　　　　　　平成18年10月14日

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

る営業年度の前営業年度の終わりにおいて、新株の発行があっ

たものとしてこれを支払う。

②　新株予約権の総数　　　　　　　　　　　　44,000個

発行する株式の種類および数　　　　　　　普通株式　44,000株

発行価額　　　　　　　　　　　　　　　　336円

発行価額中資本に組み入れない額　　　　　発行価額の2分の１ ただし円未満切り捨て

発行日　　　　　　　　　　　　　　　　　平成18年10月21日

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

る営業年度の前営業年度の終わりにおいて、新株の発行があっ

たものとしてこれを支払う。
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前連結会計年度(自　平成18年4月１日至　平成19年3月31日)

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

　　新株予約権の総数　　　　　　　　　　　　50,000個

発行する株式の種類および数　　　　　　　普通株式　50,000株

発行価額　　　　　　　　　　　　　　　　466円

発行価額中資本に組み入れない額　　　　　発行価額の2分の１ ただし円未満切り捨て

発行日　　　　　　　　　　　　　　　　　平成18年４月18日

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

る営業年度の前営業年度の終わりにおいて、新株の発行があっ

たものとしてこれを支払う。

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

　　新株予約権の総数　　　　　　　　　　　　600,000個

発行する株式の種類および数　　　　　　　普通株式　600,000株

発行価額　　　　　　　　　　　　　　　　413円

発行価額中資本に組み入れない額　　　　　発行価額の2分の１ ただし円未満切り捨て

発行日　　　　　　　　　　　　　　　　　平成18年５月２日

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

る営業年度の前営業年度の終わりにおいて、新株の発行があっ

たものとしてこれを支払う。
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