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平成 １８ 年 １２月期   決算短信（連結） 平成19年2月26日 

上場会社名      山水電気株式会社           上場取引所     東証・大証市場第１部 

コ ー ド 番 号        ６７９３               本社所在都道府県  東京都 

（ＵＲＬ http://www.sansui-jpn.co.jp） 

代   表   者 役職名 代表取締役社長   氏名  中道 武 

問合せ先責任者  役職名 管理本部長    氏名  パーヴェル コメンダー    TEL(03)6418-0901 

決算取締役会開催日  平成19年2月26日 

親会社等名  バリカン・インベストメンツ・コーポレーション(他１社) 

親会社等における当社の議決権所有比率33.9％ 

米国会計基準採用の有無   無 

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

(1) 連結経営成績 

 売上高 営業利益 経常利益 

 百万円  ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年12月期 357 2.0 △175 ― △59 ― 

17年12月期 350 △44.3 △149 ― △101 ― 
 

 当期純利益 
１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり
当期純利益

自己資本
当期純利益率

総 資 産 
経常利益率 

売 上 高
経常利益率

      百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年12月期 △61 ― △0   04 ―   ― △0.6 △0.6 △16.8 

17年12月期 △103 ― △0   09 ―   ― △1.8 △1.0 △29.0 

 (注)①持分法投資損益 18年12月期 ― 百万円 17年12月期 ― 百万円 

②期中平均株式数(連結) 18年12月期  1,362,947,845 株 17年12月期 1,115,376,673 株 

③会計処理の方法の変更   無 

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

 (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12月期 10,179  9,569  94.0  7 02 

17年12月期 10,273  9,558  93.0  7 01 

 (注)期末発行済株式数(連結) 18年12月期 1,362,945,272 株 17年12月期1,362,948,786 株 

 

 (3) 連結キャッシュ･フローの状況 

 
営業活動による 
キャッシュ・フロー 

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物
期 末 残 高

 百万円 百万円 百万円 百万円

18年12月期 △2,387 1,208 △13 4,943 

17年12月期 △349 5,522 △13 6,088 
 
(4) 連結範囲及び持分法の適用に関する事項 

連結子会社数  3 社   持分法適用非連結子会社数 ― 社   持分法適用関連会社数 ― 社 

(5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

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

２．19年12月期の連結業績予想（平成19年1月1日～平成19年12月31日） 

 売上高 経常利益 当期純利益 
 百万円 百万円 百万円

中間期 213 △30 △31 

通 期 623 △35 △36 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） △0 円 03 銭 

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

今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 

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

 

当社グループ（当社及び連結子会社）は、当社（山水電気株式会社）及び子会社3社により構成されており、音

響・映像機器、白物家電、その他電子機器の製造・販売及びその他の事業（音響・映像機器のアフターサービス

事業、不動産の賃貸事業等）を主たる事業としております。 

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

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

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

内の販売店を通じて国内販売しておりましたが、現在は一時中止しております。 

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

業については当社が行っております。また、不動産の賃貸事業については、主に子会社である有限会社山水電気

SPVが行っております。 

なお、新たに白物家電事業を開始するため、平成18年7月14日付にて、サンスイ・セールス・ピーティーイー・

リミテッドの全額出資による新規子会社として、サンスイ・カデン・リミテッドを設立いたしました。 

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

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

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

っております。また、バリカン・インベストメンツ・コーポレーションは、当連結会計年度末現在、同社が直接

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

わせて31.7％を保有する親会社であります。 

 

(事業系統図) 

以上に述べた事項を事業系統図によって示すと次の通りであります。 

 
  
 

           親会社(63.8%直接保有) 
  
                                                                          親会社(20.0％直接保有) 
 
 

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

                                          
           
                                                                                

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

販売                                                 製品供給 
 

               部品供給 
                           
       販売                 投資                 投資 

 

        販売 

 

                                投資 

 

提出会社 
山水電気株式会社 

部品供給業者 

委託加工業者 

国内販売店 

ザ・グランデ・ホールディングズ・リミテッド 

ハイテック・プレシジョン・  
プロダクツ・リミテッド 

連結子会社(100%保有) 

有限会社山水電気SPV 

連結子会社(100%保有) 
サンスイ・セールス・ 

ピーティーイー・リミテッド 

赤井電機株式会社 

バリカン・インベストメンツ・コーポレーション 

海外販売店 

ナカミチ・マレーシ
ア・エスディーエヌ・
ビーエイチディー 

連結子会社(100%保有) 
サンスイ・カデン・リミテッド 
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２【 経営方針】 
（１）経営の基本方針 

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

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

 
（２）会社の利益配分に関する基本方針 

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

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

え、これらを総合的に勘案した上で配当を実施することを基本方針としております。 

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

（３）目標とする経営指標 
当社としては、当社の現状から赤字体質からの脱却を至上命題としているので、当面は販売の強化拡大

による営業損益レベルでの黒字化を目標としています。 

 
（４）中長期的な会社の経営戦略 

当社グループは、当連結会計年度を含め、継続的に営業損失を計上しております。当社グループは、現

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

規事業の開拓・事業化についても取り組み、企業規模の拡大及び収益力の強化を図る所存であります。具

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

後、海外市場でのシェアの確保を目指してまいります。 

    
  （５）会社の対処すべき課題 

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

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

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

係を維持・増進し改革を進めてまいります。 
     ③ 対処方針 

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

ります。 
④ 具体的な取組状況等 

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

 

（６）親会社等に関する事項 

① 親会社等の商号等                          (平成18年12月31日現在) 

親会社等 属性 
親会社等の議決

権所有割合(%) 

親会社等が発行する株式が上

場されている証券取引所等 

バリカン・インベストメン

ツ・コーポレーション 

上場会社が他の会社の関

連会社である場合におけ

る当該他の会社 

33.9 

(12.5) 
なし 

ザ・グランデ・ホールディン
グズ・リミテッド 

上場会社が他の会社の関

連会社である場合におけ

る当該他の会社 

12.5 

(12.5) 
香港交易所 

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

理由 

上場会社に与える影響が も大きいと認

められる会社の商号 
ザ・グランデ・ホールディングズ・リミテッド 

その理由 １ 当社の主要株主であるバリカン・インベストメンツ・コーポレ

ーションは、現時点まで当社の経営に全く関与しておらず、当

社の経営に関して全く相談、協議したことがありません。 

２ 役員の兼務状況、財務上の関係、取引上の関係から、実質的に

当社の経営に関与しているのはザ・グランデ・ホールディング

ズ・リミテッドであります。 

(1)同社の取締役が当社取締役を兼務しております。 

(2)同社による第三者有償割当増資および円建転換社債型新株

予約権付社債の引受けなど、当社の財務上極めて重要な取引

については、同社と相談、協議の上行われております。 

(3)当社が、同社グループと取引を行う場合には、同社と相談、

協議して行っております。 

 

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

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

や人的・資本的関係 

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

製造及び販売を世界規模で展開しており、平成18年12月31日現在で当社の発行済株式総数の

11.7％（議決権所有割合12.5％）を所有する主要株主であります。当社は、同社の経営支援によ

る経営再建の過程にあり、そのため、当社には同社との兼任取締役2名が就任しております。 

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

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

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

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

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

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

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

等からの一定の独立性の確保に関する考え方及びそのための施策 

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

グループから当社の自由な事業活動を阻害される状況にないと考えております。 

4) 親会社等からの一定の独立性の確保の状況 

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

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

るほどのものではなく、一定の独立性が確保されていると認識しております。 

④ 親会社等との取引に関する事項 
（単位：千円） 

関係内容 

属性 
会社等 

の名称 
住所 

資本金又は

出資金 

事業の内容

又は職業 

議決権等の

所有(被所有)

の割合 
役員の

兼任等

事業上の

関係 

取引 

内容 

取引 

金額 
科目 

期末 

残高 

主要株主 

バリカン・インベ

ストメンツ・コー

ポレーション 

英領バージ

ン諸島 

25,000千 

米ドル 

投資持株 

会社 

直接21.4％ 

間接12.5％ 
役員1名 ― ― ― ― ―

主要株主 

ザ・グランデ・ホ

ールディングズ・

リミテッド 

英領バミュ

ーダ島 

46,022千 

香港ドル 

投資持株 

会社 
間接12.5％ 役員2名 ― ― ― ― ―
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３【経営成績及び財政状態】 

（１）経営成績 

当連結会計年度におけるわが国経済は、原油や鉄鋼などの原材料価格の高騰による不安要素があるものの、

設備投資の増加や企業収益の拡大など、景気は回復基調にあります。一方、世界経済においては、中国経済

は依然上昇傾向にあるものの、中東の政情不安等により、先行き不透明な状況にあります。 

このような状況下、当社グループは、引き続き、新規顧客の開拓・事業の拡大に努めてまいりました。 

 これらの結果、当連結会計年度の売上高は前連結会計年度の350,812千円から357,801千円（前期比2.0%

増）、営業損失については、前連結会計年度の149,638千円から175,637千円（前期比17.4％増）となりました。

経常損失は、受取利息112,802千円及び支払利息13,852千円並びに社債発行費償却2,363千円等の発生により、

前連結会計年度の101,879千円から59,943千円（前期比41.2％減）となり、当期純損失は、前連結会計年度の

103,159千円のから61,223千円（前期比40.7％減）となりました。 

 部門別販売実績は次のとおりです。 

 

① 音響・映像機器事業 

ホームシアター・スピーカーやアンプ等の音響機器及びＤＶＤプレーヤーや液晶テレビ、プラズマテレビ

等の映像機器並びに関連部品の販売により、当連結会計年度の売上高は前連結会計年度の216,725千円から

231,421千円（前期比6.7%増）となりました。 

 

② その他事業 

アフターサービスや不動産賃貸事業などにより、当連結会計年度の売上高は前連結会計年度の134,086千

円から126,379千円（前期比5.7%減）となりました。 

 

（２）財政状態 

当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末と比較して93,089千円減少し、10,179,997千円となりま

した。 

流動資産につきましては、現金及び預金の減少1,114,805千円、売掛金の減少86,243千円、未収入金の増加

2,466,912千円、預け金の減少94,456千円等により、前連結会計年度末と比較して1,169,177千円増加し、

8,062,325千円となりました。 

固定資産につきましては、投資有価証券の減少1,208,808千円等により、前連結会計年度末と比較して

1,259,903千円減少し、2,117,671千円となりました。 

負債につきましては、買掛金の増加58,908千円、未払金の減少164,543千円等により、前連結会計年度末と

比較して104,065千円減少し、610,329千円となりました。 

純資産につきましては、当期純損失61,223千円の計上、為替換算調整勘定の増加72,295千円等により、前

連結会計年度末と比較して10,975千円増加し、9,569,667千円となりました。 
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（キャッシュ・フローの状況） 

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、仕入代金の前払いや投資有価証

券の売却等により、前連結会計年度の6,088,211千円から4,943,406千円となりました。 

なお、当連結会計年度における各キャッシュ･フローは次のとおりであります。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果減少した資金は、2,387,929千円となりました。その主な内訳は、売上債権の減少86,415

千円、たな卸資産の増加38,264千円、未収入金の増加2,466,912千円、預け金の減少94,456千円、仕入債務の

増加58,908千円であります。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果増加した資金は、1,208,808千円となりました。その内訳は、投資有価証券の売却による収

入1,208,808千円であります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果減少した資金は、13,869千円となりました。その内訳は、短期借入金の返済による支出

13,746千円であります。 

 

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

 平成16年 

12月期 

平成17年 

12月期 

平成18年 

12月期 

自己資本比率 19.1% 93.1% 94.0 

時価ベースの自己資本比率 274.6% 424.6% 334.7 

(算出の元となった期末株価終値) (27円) (32 円) (25 円) 

債務償還年数 ― ― ― 

インタレスト・カバレッジ・レシオ ― ― ― 

(算出方法) 

・自己資本比率 : 自己資本 ／ 総資産 

・時価ベースの自己資本比率 : 株式時価総額 ／ 総資産 

・債務償還年数 : 有利子負債 ／ 営業キャッシュ・フロー 

・インタレスト・カバレッジ・レシオ :  営業キャッシュ・フロー ／ 利払い 

(注)１．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

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

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

象としております。 

    ４．営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フロ

ーを使用しております。 

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

（３）次期の見通し 

平成19年12月期の景気動向につきましては、国内経済は、企業収益の拡大や設備投資の増加など、引き続

き好調に推移すると予想しております。世界経済は、中国の高度経済成長が見込まれ、全般的に回復基調が

期待されますが、中東の政治不安等により、依然不安定な状況が続くものと思われます。 

このような状況下、当社といたしましては、引き続きグランデ・グループとの関係を維持・強化し、利益

の確保に努めてまいります。 

なお、次期の業績見通しにつきましては、売上高623百万円（前期比74.4％増）、経常損失35百万円、当期

純損失36百万円を見込んでおります。 
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４【事業等のリスク】 

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

能性のある事項には、以下のようなものがあります。 

なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当社グループとして判断したも

のであります。 

（１）為替レートの変動 

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

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

（２）今後の海外展開 

当社グループは、シンガポール及び香港を拠点として音響・映像機器事業及び白物家電事業の海外展開

を進めておりますが、テロや戦争等による不安定な国際情勢、現地同業者との競合及び今後の市場動向等

の様々なリスクに対応できない場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

（３）主要株主との関係 

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

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

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

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

(1) 【連結財務諸表】 

① 【連結貸借対照表】 

 

  
前連結会計年度 

(平成17年12月31日) 
当連結会計年度 

(平成18年12月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(資産の部)   

Ⅰ 流動資産   

１ 現金及び預金  6,088,211  4,943,406

２ 受取手形及び売掛金  98,519  12,103

３ たな卸資産  25,705  63,970

４ 未収入金  568,807  3,035,720

５ 預け金  94,456  ―

６ その他  18,235  7,163

７ 貸倒引当金  △788  △38

流動資産合計  6,893,147 67.1  8,062,325 79.2

Ⅱ 固定資産   

(1) 有形固定資産   

１ 建物及び構築物 ※1 185,096 182,964 

減価償却累計額  △14,268 170,827 △18,979 163,984

２ 機械装置及び運搬具  3,749 3,749 

減価償却累計額  △2,380 1,369 △2,817 932

３ 工具、器具及び備品  20,761 6,149 

減価償却累計額  △15,870 4,890 △3,421 2,727

４ 土地 ※1 694,904  694,904

有形固定資産合計  871,991 8.5  862,548 8.5

(2) 無形固定資産  1,164 0.0  1,052 0.0

(3) 投資その他の資産   

１ 投資有価証券  2,400,038  1,191,230

２ 破産更生債権  427  427

３ 保証金及び敷金  62,841  62,841

４ その他  41,539  ―

５ 貸倒引当金  △427  △427

投資その他の資産合計  2,504,419 24.4  1,254,071 12.3

固定資産合計  3,377,575 32.9  2,117,671 20.8

Ⅲ 繰延資産   

１ 社債発行費  2,363  ―

繰延資産合計  2,363 0.0  ― ―

資産合計  10,273,086 100.0  10,179,997 100.0
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前連結会計年度 

(平成17年12月31日) 
当連結会計年度 

(平成18年12月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(負債の部)   

Ⅰ 流動負債   

１ 買掛金  7,084  65,992

２ 1年以内返済予定 
長期借入金 

※1 13,746  14,187

３ 未払金  198,657  34,114

４ 未払法人税等  22,460  11,046

５ 預り金  1,842  7,541

６ 展示商品販売促進費 
引当金 

 1,584  1,584

７ その他  2,686  26,481

流動負債合計  248,061 2.4  160,947 1.6

Ⅱ 固定負債   

１ 長期借入金 ※1 429,713  415,526

２ 長期未払退職金  16,651  13,887

３ 長期預り金  19,968  19,968

固定負債合計  466,333 4.6  449,382 4.4

負債合計  714,395 7.0  610,329 6.0

(少数株主持分)   

少数株主持分  ― ―  ― ―

(資本の部)   

Ⅰ 資本金 ※2 5,794,263 56.4  ― ―

Ⅱ 資本剰余金  3,900,011 38.0  ― ―

Ⅲ 利益剰余金  △131,499 △1.3  ― ―

Ⅳ 為替換算調整勘定  △3,100 △0.0  ― ―

Ⅴ 自己株式 ※3 △982 △0.0  ― ―

資本合計  9,558,691 93.0  ― ―

負債、少数株主持分 
及び資本合計 

 10,273,086 100.0  ― ―

(純資産の部)     

Ⅰ 株主資本   

１ 資本金  ― ―  5,794,263 56.9

２ 資本剰余金  ― ―  3,900,038 38.3

３ 利益剰余金  ― ―  △192,723 △1.9

４ 自己株式  ― ―  △1,106 △0.0

株主資本合計  ― ―  9,500,471 93.3

Ⅱ 評価・換算差額等   

１ 為替換算調整勘定  ― ―  69,195 0.7

評価・換算差額等合計  ― ―  69,195 0.7

純資産合計  ― ―  9,569,667 94.0

負債及び純資産合計  ― ―  10,179,997 100.0
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② 【連結損益計算書】 

 

  
前連結会計年度 

(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高  350,812 100.0  357,801 100.0

Ⅱ 売上原価  296,382 84.5  306,302 85.6

売上総利益  54,429 15.5  51,498 14.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費   

１ アフターサービス費  3,669 3,583 

２ 荷造運搬費  772 2,437 

３ 賃借料  192 ― 

４ 通信費  1,603 1,702 

５ 支払手数料  18,479 16,778 

６ 給与手当等  24,494 22,369 

７ 法務費等  2,237 1,660 

８ 福利厚生費  8,211 6,811 

９ 租税公課  25,307 22,702 

10 減価償却費  2,084 2,417 

11 株式費  76,319 95,178 

12 決算関係費  19,716 32,755 

13 ビル管理費  7,080 7,557 

14 その他  13,898 204,068 58.2 11,182 227,135 63.5

営業損失  149,638 △42.7  175,637 △49.1
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前連結会計年度 

(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅳ 営業外収益   

１ 受取利息及び配当金  56,331 112,802 

２ 為替差益  ― 15,652 

３ 受取賃貸料  1,722 1,722 

４ 雑収入  10,330 68,385 19.5 7,899 138,077 38.6

Ⅴ 営業外費用   

１ 支払利息  14,281 13,852 

２ 為替差損  3,515 ― 

３ 社債発行費償却  2,363 2,363 

４ 固定資産廃棄損  ― 2,601 

５ 雑損失  466 20,626 5.8 3,565 22,383 6.3

経常損失  101,879 △29.0  59,943 △16.8

税金等調整前当期純損失  101,879 △29.0  59,943 △16.8

法人税、住民税 
及び事業税 

 1,280 0.4  1,280 0.3

当期純損失  103,159 △29.4  61,233 △17.1
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③ 【連結剰余金計算書】 

 

  
前連結会計年度 

(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 

(資本剰余金の部)  

Ⅰ 資本剰余金期首残高  909,000

Ⅱ 資本剰余金増加高  

１ 増資による新株式の発行  3,900,000

２ 自己株式処分差益  11 3,900,011

Ⅲ 資本剰余金減少高  

１ 資本準備金取崩による 
減少高 

 909,000 909,000

Ⅳ 資本剰余金期末残高  3,900,011

  

(利益剰余金の部)  

Ⅰ 利益剰余金期首残高  △17,689,553

Ⅱ 利益剰余金増加高  

１ 資本金取崩による増加高  16,752,213

２ 資本準備金取崩による 
増加高 

 909,000 17,661,213

Ⅲ 利益剰余金減少高  

１ 当期純損失  103,159 103,159

Ⅳ 利益剰余金期末残高  △131,499
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④ 【連結株主資本等変動計算書】 

 

当連結会計年度 (自 平成18年１月１日 至 平成18年12月31日) 

(単位：千円) 

株主資本  

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

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

連結会計年度中の変動額  

自己株式処分差益 27  27

当期純損失 △61,223  △61,223

自己株式の取得 △165 △165

自己株式の処分 41 41

株主資本以外の項目の連結会計年

度中の変動額(純額) 
 ―

連結会計年度中の変動額合計 ― 27 △61,223 △123 △61,319

平成18年12月31日残高 5,794,263 3,900,038 △192,723 △1,106 9,500,471

 

評価・換算差額等  

為替換算調整

勘定 

評価・換算差

額等合計 

純資産合計 

平成17年12月31日残高 △3,100 △3,100 9,558,691

連結会計年度中の変動額 

自己株式処分差益 27

当期純損失 △61,223

自己株式の取得 △165

自己株式の処分 41

株主資本以外の項目の連結会計年

度中の変動額(純額) 
72,295 72,295 72,295

連結会計年度中の変動額合計 72,295 72,295 10,975

平成18年12月31日残高 69,195 69,195 9,569,667
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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】 

 

  
前連結会計年度 

(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

１ 税金等調整前当期純損失  △101,879 △59,943 

２ 減価償却費  6,282 6,720 

３ 貸倒引当金の減少額  △3,092 △750 

４ 受取利息及び配当金  △56,331 △112,802 

５ 支払利息  14,281 13,852 

６ 社債発行費償却  2,363 2,363 

７ 展示商品販売促進費引当金の減少額  △172 ― 

８ 売上債権の減少額  65,978 86,415 

９ たな卸資産の増減額(△は増加)  1,121 △38,264 

10 未収入金の増加額  ― △2,466,912 

11 預け金の増減額(△は増加)  △11,096 94,456 

12 仕入債務の増加額  7,084 58,908 

13 預り敷金の増加額  17,822 ― 

14 その他営業活動によるキャッシュ・フロー  △332,442 △69,600 

 小計  △390,081 △2,485,556 

15 利息及び配当金の受取額  56,331 112,802 

16 利息の支払額  △14,322 △13,895 

17 法人税等の支払額  △1,280 △1,280 

営業活動によるキャッシュ・フロー  △349,352 △2,387,929 

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  △6,468 ― 

２ 投資有価証券の取得による支出  △2,400,008 ― 

３ 投資有価証券の売却による収入  ― 1,208,808 

４ 無形固定資産取得代金の前渡金の返還による収入  7,929,365 ― 

 投資活動によるキャッシュ・フロー  5,522,888 1,208,808 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

１ 短期借入金の返済による支出  △13,318 △13,746 

２ 自己株式の取得による支出  △380 △123 

 財務活動によるキャッシュ・フロー  △13,699 △13,869 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  20 48,185 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額(減少額△)  5,159,857 △1,144,805 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  928,353 6,088,211 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高  6,088,211 4,943,406 
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(継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況) 

 

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

当連結会計年度 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日) 

当社グループは当連結会計年度を含め、継続的に営業損失を計

上しております。当該状況により、継続企業の前提に関する重

要な疑義が存在しておりますが、当社グループは、グランデ・

グループの支援のもとで経営構造改革に取組んでおります。こ

の経営構造改革は、引き続きグランデ・グループの支援のもと、

売上の増大ならびにコストの削減等により、営業収支の改善に

努めてまいります。同グループの支援の継続如何は、当社グル

ープの財政状態及び事業継続に重大な影響を及ぼす可能性があ

ります。 

連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このよ

うな重要な疑義の影響を連結財務諸表には反映しておりませ

ん。 

当社グループは当連結会計年度を含め、継続的に営業損失を計

上しております。当該状況により、継続企業の前提に関する重

要な疑義が存在しておりますが、当社グループは、グランデ・

グループの支援のもとで経営構造改革に取組んでおります。こ

の経営構造改革は、引き続きグランデ・グループの支援のもと、

売上の増大ならびにコストの削減等により、営業収支の改善に

努めてまいります。同グループの支援の継続如何は、当社グル

ープの財政状態及び事業継続に重大な影響を及ぼす可能性があ

ります。 

連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このよ

うな重要な疑義の影響を連結財務諸表には反映しておりませ

ん。 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 
 

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

当連結会計年度 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日) 

１ 連結の範囲に関する事項 

 （１）連結子会社の数  ２社  

(有)山水電気ＳＰＶ 

サンスイ・セールス・ピーティーｰイー・リミテッド

 

 

 

 

 （２）非連結子会社の数  ２社 

福島サンスイ株式会社及びターギー・リミテッドは営

業活動を中止しているため、連結の範囲に含めており

ません。 

１ 連結の範囲に関する事項 

 （１）連結子会社の数  ３社  

(有)山水電気ＳＰＶ 

サンスイ・セールス・ピーティーｰイー・リミテッド 

サンスイ・カデン・リミテッド 

当連結会計年度において、サンスイ・カデン・リミテ

ッドを新たに設立したことに伴い連結範囲に含めて

おります。 

 （２）非連結子会社の数  ２社 

同左 

２ 持分法の適用に関する事項 

 （１）持分法を適用しない非連結子会社    ２社 

非連結子会社２社は、いずれも連結純損益及び連結利

益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、全体としても

連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないので、こ

れらの会社に対する投資については持分法を適用せ

ず原価法により評価しております。 

２ 持分法の適用に関する事項 

 （１）持分法を適用しない非連結子会社    ２社 

同左 

 （２）持分法を適用した関連会社 

該当事項はありません。 

 （２）持分法を適用した関連会社 

同左 

３ 連結子会社の決算日に関する事項 

連結子会社の決算日は、連結財務諸表提出会社の連結

決算日とすべて一致しております。 

３ 連結子会社の決算日に関する事項 

同左 

４ 会計処理基準に関する事項 

 （１）重要な資産の評価基準及び評価方法 

その他有価証券 

時価のないもの 

 ……総平均法による原価法であります。 

４ 会計処理基準に関する事項 

 （１）重要な資産の評価基準及び評価方法 

その他有価証券 

時価のないもの 

 ……同左 

たな卸資産 

 ……連結財務諸表提出会社の貯蔵品については

移動平均法による原価法であります。 

たな卸資産 

 ……連結財務諸表提出会社の貯蔵品については

移動平均法による原価法であります。また

サンスイ・セールス・ピーティーイー・リ

ミテッドの商品については先入先出法によ

る原価法であります。 

 （２）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

有形固定資産 

……連結財務諸表提出会社および有限会社山水電

気ＳＰＶの建物は定額法、その他は定率法に

よっております。また、サンスイ・セールス・

ピーティーイー・リミテッドは定額法によっ

ております。なお、主な耐用年数は次の通り

であります。 

建物  10年～38年

工具・器具 
及び備品 

2年～6年 

車両運搬具 6年 

 

無形固定資産 

……定額法によっております。 

（２）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

有形固定資産 

……同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

無形固定資産 

……同左 
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前連結会計年度 

(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日) 

（３）重要な繰延資産の処理方法 

社債発行費 

       ……社債発行期間(３年)に亘り均等償却

しております。 

（３）重要な繰延資産の処理方法 

社債発行費 

……同左 

（４）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算

の基準 

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、換算差額は損益として処理してお

ります。なお、在外子会社の資産及び負債は決算日

の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用

は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は資

本の部における為替換算調整勘定に含めて計上して

おります。 

（４）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算

の基準 

……同左 

 （５）重要な引当金の計上基準 

貸倒引当金 

 ……債権の貸倒に備えるため、一般債権について

は貸倒実績率による計算額、貸倒懸念債権

等の特定の債権については、個別に回収可

能性を検討し回収不能見込み額を計上して

おります。 

 （５）重要な引当金の計上基準 

貸倒引当金 

 ……同左 

展示商品販売促進引当金 

 ……連結財務諸表提出会社は過去に小売店に販

売した製品のうち小売店内に展示してある

ものの販売を促進するために一定金額の事

後値引きに応じることから生じる費用の見

積額を引当計上しております。 

展示商品販売促進引当金 

 ……同左 

 （６）重要なリース取引の会計処理方法 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引については通常

の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。 

 （６）重要なリース取引の会計処理方法 

同左 

 （７）外形標準課税 

「地方税法等の一部を改正する法律」（平成15年法

律第9号）が平成15年3月31日に公布され、平成16年4

月1日以降に開始する事業年度より外形標準課税制

度が導入されたことに伴い、当連結会計年度から「法

人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上

の表示についての実務上の取扱い」（平成16年2月13

日企業会計基準委員会 実務対応報告第12号）に従

い、法人事業税の付加価値割及び資本割については、

販売費及び一般管理費に計上しております。 

この結果、販売費及び一般管理費は21,180千円増加

し、営業損失、経常損失及び税金等調整前当期純損失

は、同額増加しております。 

 （７）外形標準課税 

――――― 

 （８）消費税等の会計処理方法 

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

 （８）消費税等の会計処理方法 

同左 

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

連結子会社の資産及び負債の評価については、全面時価

評価法を採用しております。 

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

同左 

６ 利益処分項目等の取扱いに関する事項 

連結会計年度中に確定した損失処理に基づき作成して

おります。 

６ 利益処分項目等の取扱いに関する事項 

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

当連結会計年度 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日) 

７ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び

現金同等物）は手許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少

なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期

限の到来する短期投資からなっております。 

７ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

同左 

 

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

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

当連結会計年度 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日) 

――――― (固定資産の減損に係わる会計基準) 

当連結会計年度より、固定資産の減損に係る会計基準（「固

定資産の減損に係わる会計基準の設定に関する意見書」（企

業会計審議会 平成14年8月9日））及び「固定資産の減損に係

る会計基準の適用指針」（企業会計基準摘要指針第6号 平成

15年10月31日）を適用しております。 

これによる損益に与える影響はありません。 

――――― (貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準) 

当連結会計年度から「貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年12月９日

企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準委員会 平

成17年12月９日 企業会計基準適用指針第８号）を適用して

おります。 

これによる損益に与える影響はありません。 

なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は9,569,667

千円であります。 

連結財務諸表等規則の改正により、当連結会計年度におけ

る連結貸借対照表の純資産の部については、改正後の連結財

務諸表規則により作成しております。 

 

――――― (株主資本等変動計算書に関する会計基準等) 

当連結会計年度から「株主資本等変動計算書に関する会計

基準」（企業会計基準委員会 平成17年12月27日 企業会計

基準第６号）及び「株主資本等変動計算書に関する会計基準

の適用指針」（企業会計基準委員会 平成17年12月27日 企

業会計基準適用指針第９号）を適用しております。 

財務諸表等規則の改正により、当連結会計年度から「連結

株主資本等変動計算書」を作成しております。 

また、前連結会計年度まで作成しておりました「連結剰余

金計算書」は、本改正により廃止され、当連結会計年度から

は作成しておりません。 
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注記事項 

(連結貸借対照表関係) 

 

前連結会計年度 
(平成17年12月31日) 

当連結会計年度 
(平成18年12月31日) 

※１ イ 担保に供している資産 

建   物 166,442千円

土   地 694,904千円

  計 857,347千円
 

※１ イ 担保に供している資産 

建   物 158,251千円

土   地 694,904千円

  計 853,156千円
 

   ロ 上記に対応する債務 

1年以内返済予定長期借入金 13,746千円

長期借入金 429,713千円

  計 443,459千円

  

   ロ 上記に対応する債務 

1年以内返済予定長期借入金 14,187千円

長期借入金 415,526千円

  計 429,713千円

  

※２ 連結財務諸表提出会社の発行済株式数 

普通株式 1,362,999,999株 

  

※２ 連結財務諸表提出会社の発行済株式数 

普通株式 1,362,999,999株 

  

※３ 自己株式の保有数 

普通株式 51,213株 

  

※３ 自己株式の保有数 

普通株式 54,727株 

  

 

(連結株主資本等変動計算書関係) 

当連結会計年度 (自 平成18年１月１日 至 平成18年12月31日) 

１. 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

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

 

２. 自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式（株） 51,213 5,650 2,136 54,727 

（変動事由の概要） 

増加は単元未満株式の買取りによるものであり、減少は単元未満株式の買増請求に伴う処分によるものであります。 

 

３. 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

 

４. 配当に関する事項 

該当事項はありません。 
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 (連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

 

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

当連結会計年度 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日) 

1 現金及び現金同等物の連結会計年度末残高と連結貸借対照

表に記載されている科目の金額との関係 

(平成17年12月31日現在)

現金及び預金勘定 6,088,211千円

預金期間が３ヶ月を超える定期預金 ―千円

預金及び現金同等物 6,088,211千円

 

2  重要な非資金取引の内容 

 

新株予約権付社債の転換による資本金
増加額 

3,899,999千円

新株予約権付社債の転換による資本準備
金増加額 

3,900,000千円

 
 

1 現金及び現金同等物の連結会計年度末残高と連結貸借対照

表に記載されている科目の金額との関係 

(平成18年12月31日現在)

現金及び預金勘定 4,943,406千円

預金期間が３ヶ月を超える定期預金 ―千円

預金及び現金同等物 4,943,406千円

 

 

 

(リース取引関係) 

 

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

当連結会計年度 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日) 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引に係わる注記 

該当事項はありません。 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引に係わる注記 

同左 

 

(有価証券関係) 

前連結会計年度(自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日) 

１ 時価のない主な有価証券の内容 
 

 連結貸借対照表計上額(千円) 

その他有価証券  

非上場株式(店頭売買取引を除く) 2,400,038 

 

当連結会計年度(自 平成18年１月１日 至 平成18年12月31日) 

１ 時価のない主な有価証券の内容 
 

 連結貸借対照表計上額(千円) 

その他有価証券  

非上場株式(店頭売買取引を除く) 1,191,230 
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 (デリバティブ取引関係) 

 

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

当連結会計年度 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日) 

当社グループは、デリバティブ取引を全く行っておりませ

んので該当事項はありません。 

同左 

 

 (税効果会計関係) 

 

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

当連結会計年度 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日) 

当連結会計年度においては、繰延税金資産の回収可能性に

ついて検討した結果、計上しておりません。 

同左 
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(セグメント情報) 
【事業の種類別セグメント情報】 

前連結会計年度(自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日) 

 

 
音響・映像機器

事業 
(千円) 

その他の事業 
(千円) 

計 
(千円) 

消去又は 
全社 
(千円) 

 
連結 
(千円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益   

  売上高   

   外部顧客に 
   対する売上高 

216,725 134,086 350,812 ―  350,812

   セグメント間の 
   内部売上高 

― ― ― ―  ―

計 216,725 134,086 350,812 ―  350,812

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

  営業利益又は 
  営業損失(△) 

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

Ⅱ 資産、減価償却費 
  及び資本的支出 

  

  資産 7,924,014 1,205,771 9,129,786 1,143,300  10,273,086

  減価償却費 ― 4,198 4,198 2,084  6,282

  資本的支出 472 ― 472 4,697  5,169

(注) １ 事業区分の方法及び各区分に属する主要な製品の名称 

  事業区分は製品の機能別種類により区分いたしました。 

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

  ［その他の事業］…アフターサービス、賃貸料 

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

の総務・人事部門、経理・財務部門に係わる費用であります。 

３ 資産のうち消去又は全社の項目の金額は全社資産の金額であり、その主なものは管理部門における資産等であります。 
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当連結会計年度(自 平成18年１月１日 至 平成18年12月31日) 

 

 
音響・映像機器

事業 
(千円) 

その他の事業 
(千円) 

計 
(千円) 

消去又は 
全社 
(千円) 

 
連結 
(千円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益   

  売上高   

   外部顧客に 
   対する売上高 

231,421 126,379 357,801 ―  357,801

   セグメント間の 
   内部売上高 

― ― ― ―  ―

計 231,421 126,379 357,801 ―  357,801

  営業費用 246,070 95,816 341,887 191,551  538,438

  営業利益又は 
  営業損失(△) 

△14,648 30,563 15,914 (191,551)  △175,637

Ⅱ 資産、減価償却費 
  及び資本的支出 

  

  資産 8,078,898 972,035 9,050,933 1,129,063  10,179,997

  減価償却費 349 5,926 6,275 444  6,720

  資本的支出 ― ― ― ―  ―

(注) １ 事業区分の方法及び各区分に属する主要な製品の名称 

  事業区分は製品の機能別種類により区分いたしました。 

［音響・映像機器事業］製品名…ホームシアター･スピーカー等の音響機器、ＤＶＤプレーヤーや液晶テレビ、プラ

ズマテレビ等の映像機器、関連部品 

［その他の事業］…アフターサービス、賃貸料 

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

の総務・人事部門、経理・財務部門に係わる費用であります。 

３ 資産のうち消去又は全社の項目の金額は全社資産の金額であり、その主なものは管理部門における資産等であります。 
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【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度(自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日) 

 
日本 
(千円) 

アジア 
(千円) 

計 
(千円) 

消去又は 
全社 
(千円) 

 
連結 
(千円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益   

  売上高   

   外部顧客に 
   対する売上高 

213,097 137,714 350,812 ―  350,812

   セグメント間の 
   内部売上高 

― ― ― ―  ―

計 213,097 137,714 350,812 ―  350,812

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

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

Ⅱ 資産 1,207,052 7,922,733 9,129,786 1,143,300  10,273,086

(注)  １ 国又は地域は地理的近接度により区分しております。 

２ 本邦以外の区分に属する地域の内訳は次の通りであります。 

アジア … シンガポール 

３ 資産のうち消去又は全社の項目の金額は全社資産の金額であり、その主なものは管理部門における資産等であります。 

 

当連結会計年度(自 平成18年１月１日 至 平成18年12月31日) 

 
日本 
(千円) 

アジア 
(千円) 

計 
(千円) 

消去又は 
全社 
(千円) 

 
連結 
(千円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益   

  売上高   

   外部顧客に 
   対する売上高 

336,967 20,833 357,801 ―  357,801

   セグメント間の 
   内部売上高 

― 175,516 175,516 (175,516)  ―

計 336,967 196,349 533,317 (175,516)  357,801

  営業費用 495,176 211,946 707,122 (173,683)  533,438

  営業損失 158,208 15,596 173,804 (1,832)  175,637

Ⅱ 資産 972,215 8,078,718 9,050,933 1,129,063  10,179,997

(注)  １ 国又は地域は地理的近接度により区分しております。 

２ 本邦以外の区分に属する地域の内訳は次の通りであります。 

アジア … シンガポール・香港 

３ 資産のうち消去又は全社の項目の金額は全社資産の金額であり、その主なものは管理部門における資産等であります。 
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【海外売上高】 

前連結会計年度(自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日)           （単位：千円） 

 ア ジ ア 

Ⅰ 海外売上高 278,394

Ⅱ 連結売上高 350,812

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合 79.4%

(注) １．地域は地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

(１) アジア…香港、マレーシア、シンガポール 

 
当連結会計年度(自 平成18年１月１日 至 平成18年12月31日)           (単位：千円) 

 北米 中南米 ヨーロッパ 中近東 アジア 計 

Ⅰ 海外売上高 1,209 5,384 210 30,587 243,251 280,643

Ⅱ 連結売上高   357,801

Ⅲ 連結売上高に占める

海外売上高の割合 
0.3% 1.5% 0.1% 8.5% 68.0% 78.4%

(注) １．地域は地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

(１) 北米…アメリカ 

(２)  中南米…アルゼンチン 

(３) ヨーロッパ…フランス、英領ヴァージン諸島 

(４) 中近東…イスラエル、シリア 

(５) アジア…香港、マレーシア、シンガポール、タイ、韓国、台湾 
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 (関連当事者との取引) 
前連結会計年度(自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日) 

（１） 親会社及び法人主要株主等 

（単位：千円） 

関係内容 

属性 
会社等 

の名称 
住所 

資本金又は出資

金 

事業の 

内容又 

は職業 

議決権等の

所有 

(被所有)の

割合 
役員の

兼任等

事業上の

関係 

取引 

内容 

取引 

金額 
科目

期末

残高

新株予約

権付社債

の転換 

7,800,000 ― ―

主要株主 

ハイテック・プレ

シジョン・プロダ

クツ・リミテッド 

英領バー

ジン諸島 

米ドル

1

投資持株 

会社 

直接 

18.30％ 
― ―

立替取引 43,091 未収入金 43,091

 

 (２) 兄弟会社等 

（単位：千円） 

関係内容 

属性 
会社等 

の名称 
住所 

資本金又は 

出資金 

事業の 

内容又 

は職業 

議決権等

の所有

(被所有)の

割合 
役員の

兼任等

事業上の

関係 

取引 

内容 

取引 

金額 
科目 

期末

残高

親会社の 

子会社 

ナカミチ・マレー

シア・エスディー

ーエヌ・ビーエイ

チディー 

マレーシ

ア 

2,000千

ﾏﾚｰｼｱ･ﾘﾝｷﾞｯﾄ

音響・映像機

器の製造 

直接 

2.02％ 
― ―

部品等の 

販売 
78,611 ― ―

親会社の 

子会社 
赤井電機株式会社 

東京都 

渋谷区 

4,684,650

千円

音響・映像機

器の製造・ 

販売 

直接 

0.73％ 
役員６名 ― 立替取引 30,770 ― ―

親会社の 

子会社 

ナカミチ 

株式会社 

東京都 

渋谷区 

209,640

千円

音響・映像機

器の製造・ 

販売 

― 役員６名 ― ― ― 未収入金 216,664

親会社の 

子会社 

ナカミチ販売 

株式会社 

東京都 

渋谷区 

10,000

千円

音響・映像機

器の製造・ 

販売 

― 役員３名 ― ― ― 未収入金 136,706
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当連結会計年度(自 平成18年１月１日 至 平成18年12月31日) 

（１） 親会社及び法人主要株主等 

     該当事項はありません。 

 

 (２) 兄弟会社等 

（単位：千円） 

関係内容 

属性 
会社等 

の名称 
住所 

資本金又は 

出資金 

事業の 

内容又 

は職業 

議決権等

の所有

(被所有)の

割合 
役員の

兼任等

事業上の関

係 

取引 

内容 

取引 

金額 
科目 

期末

残高

主要株主

（会社等）

が議決権の

過半数を自

己の計算に

おいて所有

している会

社等及び当

該会社等の

子会社 

赤井電機株式会社 
東京都 

渋谷区 

4,684,650 

千円 

音響・映像機

器の製造・ 

販売 

直接 

0.78％ 
役員６名 ― 立替取引 26,056 未収入金 7,209

主要株主

（会社等）

が議決権の

過半数を自

己の計算に

おいて所有

している会

社等及び当

該会社等の

子会社 

アカイ・セール

ス・ピー・ティー・

イー・リミテッド 

シンガポ

ール 

2 

シンガポール

ドル 

音響・映像機

器の販売 
― ― ― 技術援助 49,221 売掛金 4,137
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(１株当たり情報) 

 

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

当連結会計年度 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日) 

１株当たり純資産額 7 円 01 銭
 

１株当たり純資産額 7 円 02 銭
 

１株当たり当期純損失 0 円  09 銭
 

１株当たり当期純損失 0 円  04 銭
 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、
潜在株式がないため記載しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、
潜在株式がないため、及び当期純損失であるため記載して
おりません。 
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(重要な後発事象) 

 

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

当連結会計年度 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日) 

該当事項はありません。 同左 
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５ 【生産、受注、及び販売の状況】 

(１) 生産実績 

該当事項はありません。 

 

(２) 受注実績 

該当事項はありません。 

 

(３) 販売実績 

当連結会計年度の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

(単位:千円) 

前連結会計年度 当連結会計年度 
事業別 (自 平成17年１月１日 

 至 平成17年12月31日) 
(自 平成18年１月１日 
 至 平成18年12月31日) 

音響・映像機器事業 216,725 231,421 

その他の事業 134,086 126,379 

合 計 350,812 357,801 

(注) 上記金額には、消費税が含まれておりません。 

 

 


