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有価証券報告書提出予定日 平成 19年 6月 29日  
  

（百万円未満切捨て） 
１．１９年３月期の連結業績（自平成１８年４月１日 至平成１９年３月３１日） 
(1)連結経営成績                                （％表示は対前期増減率） 
 売 上 高     営業利益 経常利益 当期純利益 

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円   ％

19年3月期 
18年3月期 

28,293    (   7.8) 
26,242    (     -) 

591   ( △17.1)
713   (     -)

593   ( △6.7) 
635   (    -) 

418  (  18.1) 
354  (    -) 

 

 
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 

営業利益率 

  円 銭  円 銭 ％ ％ ％

19年3月期 
18年3月期 

38 95   
42  66   

－ － 
－ － 

5.3 
4.6 

1.8  
1.8  

2.1 
2.7 

(参考) 持分法投資損益       19年3月期    －百万円    18年3月期  －百万円 
 
(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

19年3月期 
18年3月期 

29,759   
36,262   

8,506  
8,133  

27.1  
21.4  

750 75 
721 17 

(参考) 自己資本          19年3月期   8,065百万円    18年3月期  －百万円 
 
(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

19年3月期 
18年3月期 

210    
726    

△ 58   
△ 51   

△ 310    
△ 114    

677   
810   

 
 
２．配当の状況 

 １株当たり配当金 

（基準日） 中間期末 期末 年間 

配当金総額 
(年間) 

配当性向 
（連結） 

純資産 
配当率 
（連結） 

  円 銭  円 銭  円 銭 百万円 ％ ％ 

18年3月期 
19年3月期 

-    - 
-    - 

-    - 
-    - 

０    ０
０    ０

０
０  

－
－

－ 
－ 

20年3月期 
（予想） 

 
０  ０ 

 
０  ０ ０  ０

 
－

 

 
 
３．２０年３月期の連結業績予想（自平成１９年４月１日 至平成２０年３月３１日） 

                                （％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率） 
 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 1株当たり 

当期純利益 
 百万円  ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円    ％           円 銭

中 間 期 
通    期 

13,100  ( 0.4) 
29,000  ( 2.5) 

300  ( 0.1)
810  (37.0)

320 ( 8.9)
730  (23.1)

250 ( 6.0) 
520  (24.3) 

16 57 
33 96  

(注)１株当たり当期純利益の算定につきましては、平成19年４月17日付第三者割当増資により新株式4,793,000株を発行し、
発行済株式総数15,542,176株となったため、増資後の期中平均株式数（中間期15,090,846株・通期15,313,472株）を算
定の基礎としております。 
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４．その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無 
 
(2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（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に記載されるもの） 
① 会計基準等の改正に伴う変更  有  
② ①以外の変更   無 
(注) 詳細は、16ページ「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」をご覧ください。 

 
(3) 発行済株式数（普通株式） 
① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年3月期    10,749,176株 18年3月期    10,749,176株 
② 期末自己株式数  19年3月期         6,078株 18年3月期         5,573株 
 (注) 1株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、24ページ「１株当たり情報」 

をご覧ください。 
 
 
(参考) 個別業績の概要 
 
１．１９年３月期の個別業績(自平成１８年  ４月  １日 至平成１９年  ３月  ３１日) 
(1)個別経営成績                                （％表示は対前期増減率） 
 売 上 高     営業利益 経常利益 当期純利益 

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円   ％

19年3月期 
18年3月期 

26,139  （ 2.0） 
25,629  （ 1.6） 

497   (  0.4)
494  (△3.6)

  553  ( 26.5) 
 437  ( 95.7)

490  (  83.7)
267  (  - ) 

 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        

 円 銭 円 銭

19年3月期 
18年3月期 

45  69 
32  17 

－   －
－   － 

(2)個別財政状態 

 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

19年3月期 
18年3月期 

28,725    
35,006    

8,134   
7,644   

28.3  
21.8  

757  18 
711  55 

(参考) 自己資本      19年3月期   8,134百万円     18年3月期    －百万円   
２．２０年３月期の個別業績予想（自平成１９年４月１日 至平成２０年３月３１日） 

                                 （％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率） 
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
1株当たり 
当期純利益 

 百万円    ％ 百万円   ％ 百万円    ％ 百万円    ％  円  銭
中 間 期 
通    期 

12,100 ( 0.5) 
26,300 ( 0.6) 

230 ( 4.8)
500 ( 0.6)

500 (102.1)
700 ( 26.5)

480 (94.6) 
600 (22.2) 

31   81  
39   18 

(注)１株当たり当期純利益の算定につきましては、平成19年４月17日付第三者割当増資により新株式4,793,000株 
を発行し、発行済株式総数15,542,176株となったため、増資後の期中平均株式数（中間期15,090,846株・通期
15,313,472株）を算定の基礎としております。 

 
 
※ 業績予想の前提条件、その他の関連する事項につきましては、4ページ「次期の見通し」をご参照願 
います。 
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１．経営成績 

 （１）経営成績に関する分析 

[当期の経営成績] 

当期のわが国経済は、好調な企業業績を背景として設備投資の増勢が続き、輸出も拡大基調となり、

緩やかな個人消費の伸びとともに全体として引き続き底堅く推移しました。一方海外においては、原

油を中心にエネルギー価格の高止まりや米国経済における住宅市場の低迷があったものの、欧州経済

はドイツを中心に輸出と設備投資が牽引して堅調を維持し、またアジアでは中国、インドを中心とし

た高水準の投資拡大で高い成長が続き、全体としても緩やかな景気回復基調が続きました。 

このような状況のなかで、当社グループは従来の電気機器等や物資等の主力事業に加えて、新たな

中国事業の構築に注力いたしました。その一つが中国医薬卸販売事業への進出です。 

少子高齢化時代が到来し医療費の削減が進む日本医薬業界と農村医療改革等の医療改革が進み始め、

今後医療環境の大きな改善が予想される中国医薬業界の架け橋となるべく、当社グループは中国で初

認可となる外資１００％出資の医薬卸会社を設立し、中国大手医薬企業１７３社をパートナーとする

全国販売網を構築しました。また、市場調査やライセンス申請代行業務も順調に実績を増やしており

ます。今後は、中国医療改革の進展とともに中国医薬流通業界も更なる業界再編と淘汰が進むと思わ

れますが、当社グループはＭ＆Ａや資本・事業提携を有効に活用したより強固で戦略的な直販体制を

構築して参る所存です。 

また、グループ販売戦略の最も効率的な販売体制を整え、売上拡大と安定した収益の確保及び新規

顧客の獲得に務めて参りました。 

その結果、当期の売上高は２８２億９千３百万円（前期比７.８％増）を計上いたしました。 

利益面につきましては、中国事業への投入費用や、連結調整勘定償却額の発生などにより、営業利

益は５億９千１百万円（前期比１７.１％減）となり、支払利息の減少、為替相場の影響が軽微で抑

えられたことなどが要因して、当期経常利益は５億９千３百万円(前期比６.７％減)となりました。 

また、経営基盤の改善を図り、固定化債権の譲渡による債権譲渡損が発生したため、当期純利益４

億１千８百万円（前期比１８.１％増）を計上いたしました。 

[セグメント別の概要]  

  電気機器等販売部門 

当社グループの主要品目であるカラーテレビは、長年に亘る販売網の構築によりヨーロッパ、東

南アジアや中南米地域において安定した需要を続けており、特に中南米地域では年々マーケットを

拡大し、当期の売上は前期に比べ、２７.９％増加いたしました。しかしヨーロッパ、東南アジア地

域が振るわなかったため全体的な売上は前期に比べ３.４％減少いたしました。ラジオカセットレコ

ーダーについては発売よりヨーロッパ地域を中心として販売をしていましたが、当期よりアジア地

域でも販売を開始し売上拡大に努めましたが不調に終わり前期に比べ２７.０％減少いたしました。

ＤＶＤプレーヤーについてはヨーロッパ及び中南米地域においてシェアの拡大を図り、順調に推移

し前期に比べ売上を８.６％伸ばすことができました。また、販売力の強化を図り当期より新製品と

して、ミュージックシステムの発売を開始し初年度売上６億１千万円を計上いたしました。その結

果当部門全体として、売上高２２７億５千３百万円（前期比０.３％増）を計上いたしました。 

物資等・医薬品等販売部門 

医薬品等の販売部門については、中国医療改革の進展状況を睨みながら、戦略的な直販体制の構

築を進める一方、重要拠点には物流卸センターを配置し、独自のＩＴ情報システムを使用した物流・

流通在庫・履歴管理システムを導入して、メーカー、小売、病院に付加価値の高い情報の提供に務

め、利益率の高いビジネスモデルを構築してゆく予定です。 

物資等の販売部門については、家庭用品等及び金属加工品ともに堅実な取引を維持した結果、当
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部門の売上高は５０億１千７百万円（前期比６６.９％増）を計上いたしました。 

不動産開発部門 

不動産開発及び建物賃貸を中心とした事業を行っていますが、現在中国深セン市政府の依頼によ

り、深セン市中心部に保有する１３６千平方メートルの土地開発を進めております。尚、当期の建

物賃貸及び管理業務による売上高は５億２千１百万円（前期比４.７％減）を計上いたしました。 

   [次期の見通し] 

わが国経済は、雇用環境の改善による個人消費の緩やかな回復が期待されます。一方海外におい

ては、住宅市況の低迷による景気減速とインフレ懸念が続く米国経済の先行き不透明感は拭えず、

またヘッジファンドを中心とする過剰な投機資金による資本市場の一時的混乱は予想されますが、

欧州やアジア諸国の景気は概ね順調に推移するものと思われます。そのような情勢のなか当社グル

ープ事業は中国事業への投入費用の拡大や、薄型テレビの台頭による当社製品の価格下落が懸念さ

れるなど厳しい経営環境が予想されます。当社グループは、医薬品等の販売事業の充実を図り積極

的な流通活動を展開するとともに、各部門においても安定した売上の継続及び収益の確保を図って

まいる所存です。 

現時点における次期の年間業績見通しは以下のとおりであります。 

売  上  高   ２９,０００百万円 （前期比   ２.５％増） 

営 業 利 益      ８１０百万円 （前期比 ３７.０％増） 

経 常 利 益       ７３０百万円 （前期比 ２３.１％増） 

当 期 純 利 益      ５２０百万円 （前期比 ２４.３％増） 

１株当たり予想当期純利益    ３３円９６銭 

業績見通しに関しましては、現時点に於いて入手可能な情報と合理的であると判断する一定の前

提に基づいており、実際の業績は様々な要因により、見通しと大きく異なる場合があります。その

主な要因といたしましては、当社の取扱う製品の主要市場での経済状況および、消費者の動向によ

る販売状況の変動、米ドルや香港ドルなどの対円為替相場の変動、並びに当社の経営環境および製

品の改廃に伴う、営業政策の変化などであります。 

 
（２）財務状態に関する分析 

１．キャッシュ・フローの状況 

当期における現金及び現金同等物(以下「資金」という。) の期末残高は、６億７千７百万円

となり前期末残高に比べ１６.４％減少いたしました。 

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。 

［営業活動によるキャッシュ・フロー］ 

営業活動による資金は、２億１千万円（前期比７１.１％減）の増加に止まりましたが、こ

れは主に新規事業に係わる費用の支出及び、新たな売掛金の支払期日が延長され回収が延びた

ことにより微増となりました。 

［投資活動によるキャッシュ・フロー］ 

投資活動により使用した資金は５千８百万円（前期比１３.７％増）となり、その主な要因

は有形固定資産の取得等及び貸付金の発生によるものです。 

［財務活動によるキャッシュ・フロー］ 

財務活動による資金は、３億１千万円（前期比１７１.９％増）の減少となりました。その

主な資金の流出は借入金の返済及び配当金の支払いによるものです。 

なお、貸借対照表で上記以外に新たな貸付金６５億２千万円が発生しておりますが、当社保

有の売掛金債権の譲渡代金を貸付金に振り替えたものであるため、キャッシュ・フローには反

映させておりません。 
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２．キャッシュ・フロー関連指標の推移 

（第５８期） 

平成１８年３月期 

（第５９期） 

平成１９年３月期 

自己資本比率（％） ２１.４  ２７.１   

時価ﾍﾞｰｽの自己資本比率（％） １１１.１   ７７.０   

ｷｬﾂｼｭ･ﾌﾛｰ対有利子負債比率（％） １１.８  ３９.８   

ｲﾝﾀﾚｽﾄ・ｶﾞﾊﾞﾚｯｼﾞ・ﾚｼｵ（倍） １３７.３  ４９.４   
 
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 

キャッシュ･フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

ｲﾝﾀﾚｽﾄ・ｶﾞﾊﾞﾚｯｼﾞ・ﾚｼｵ：キャッシュ・フロー／利払い 

(注１) いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

(注２) 株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

(注３) キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

    (注４) 有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている 

全ての負債を対象としております。 

 

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は、株主の皆様への長期的利益還元を重要課題と考え、業績に対応した配当を実施し、更に、

企業体質の強化、今後の事業拡大並びに商品開発等の資金需要に備えるべく内部留保の充実を基本

方針としております。 

なお、会社法施行による配当金の支払いについては従来どおりに実施する予定です。また、当

期におきましては、誠に遺憾ながら無配とさせていただくことになりましたが、一日も早く業績の

回復を図り、株主の皆様のご期待に添えるよう努力をしてゆく所存です。 

 

（４）事業等のリスク 

決算短信添付資料に記載した事項のうち、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。 

① 映像機器への高い依存度について 

当社グループの売上高に占める映像機器製品の割合は、当期は７４.０％を占めていて、なか

でもカラーテレビの占める割合が５４.３％、と非常に高いという特徴を持っております。 

現在カラーテレビの業界においては、プラズマや液晶など薄型テレビの技術革新及び高級化

が急速に進み、従来型テレビの将来が懸念されるなかにあっても、当社のテレビは世界の市場

のなかで根強くまだ多くの需要があります。 

現製品群の範囲で高品質化並びに低価格化を目指し、長期的に愛用される製品を提供して参

りたいと考えております。一方、当社は、新しい商品の開発、育成に注力しており、カラーテ

レビへの依存度を徐々に下げるべく努力も進めております。 

② 借入金債務について 

当社の借入金債務につきましては、平成１３年３月期以降返済計画どおりに順次有利子負債

の削減が進み、当期末現在においては１６９億９千７百万円まで縮小しております。 

尚、本年４月に借入金債務の株式化による第三者割当増資を実施し、現時点の借入金残高は

８３億６千８百万円となっております。 
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２．企業集団の状況 

当社グループは、当社及び連結子会社４社により構成され、電気機器製品等の製造販売を中

心として、物資等並びに医薬品等の販売を行っております。 

主な事業内容とその位置付けは、次のとおりであります。 
 
   主要取扱事業 会 社 名 摘要

Ⅰ 電気機器等の製造販売事業 

音響・映像機器、及びその他の電気機器

（部品も含む）の製造販売 

宮越商事株式会社 

深セン皇冠金属成型有限公司 

 

連結

Ⅱ 物資等並びに医薬品及び医療器具等の 

販売事業 

宮越商事株式会社 

深セン皇冠金属成型有限公司 

隆邦医葯貿易有限公司 

 

連結

連結

Ⅲ 不動産開発及び賃貸事業 

その他 

深セン皇冠（中国）電子有限公司 

CROWN PRECISION (HK) CO., LTD. 

連結

連結

 
３．経営方針 

（１）会社の経営の基本方針 

当社は、「人々の健康と豊かな生活に貢献する」ことを理念として、電気機器メーカーとして

市場のニーズにあった付加価値の高い製品を開発・供給し、また、商社部門としては安全で廉価

な医薬品や医療器具等をアジア地域を中心に普及させ、物資等については十分な取引量を確保供

給することを目指します。更に、広い視野でビジネスチャンスを捉え、経営資源の有効活用によ

る、適正にして最大の利益の計上とその還元により、社会に貢献してゆくことを経営の基本方針

としております。 

（２）目標とする経営指標 

当社は、株主価値を重視する観点から、１株当たり当期純利益（ＥＰＳ）及び株主資本当期純

利益率（ＲＯＥ）を経営指標としております。 

当社は激変する厳しい経済状況のなかで、継続的な成長と収益の増大を図り、企業価値を高め

るべく経営計画を実践し、経営指標の具体的な目標値をＥＰＳ１００円００銭、ＲＯＥ１０％超

としております。 

（３）中長期的な経営戦略 

医薬品等販売部門において、中国の医療改革に沿って戦略的な直販体制を確率し、利益率の高

いビジネスモデルを構築して当社グループの飛躍的発展を成し遂げるため全力を尽くして取り組

んでおります。 

（４）会社の対処すべき課題 

主な施策及び対処すべき課題の内容は以下のとおりであります。 

1. 国内外における販売市場の開拓及び販売網の整備、新製品の開発など主要事業の拡充 

2. コーポレートガバナンスを徹底した経営管理の実践による企業価値の向上 

3. キャッシュ・フローを重視した経営管理の実践 

4. 少数精鋭主義による業務の効率化と成果主義の徹底 

5. 人材の育成と確保 

6. 債権の早期回収と有利子負債の削減 

上記諸施策については、いずれも継続的に計画どおり実施され、着実に成果を遂げてきており

ますが､更に戦略の質を高め企業体質の強化と経営基盤の確立を図ってまいります。 

（５）その他、会社の経営上重要な事項 

        該当事項はありません。 
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 ４ 連結財務諸表 

（１） 連結貸借対照表 
（単位：百万円） 

  
前連結会計年度 

(平成18年3月31日)  

当連結会計年度 

(平成19年3月31日) 
比較増減 

区分 
注記 

番号 
金額 

構成比

(％)
金額 

構成比 

(％) 
金額 

(資産の部)   

Ⅰ 流動資産   

１ 現金及び預金  810 677  △132

２ 売掛金  6,444 9,627  3,183

３ 棚卸資産  121 142  20

４ 未収入金  78 2,320  2,241

５ その他  57 68  11

貸倒引当金  － △12  △12

流動資産合計  7,513 20.7 12,824 43.1 5,311

Ⅱ 固定資産 ※１  

１ 有形固定資産   

(1) 建物  584 491  △92

(2) 機械装置  145 195  49

(3) 工具器具備品他  59 31  △28

有形固定資産合計  789 2.2 717 2.4 △71

２ 無形固定資産                    

(1) のれん  － 2,325  2,325

(2) 連結調整勘定  2,446 －  △2,446

(3) その他  1,936 1,908  △27

無形固定資産合計  4,383 12.1 4,234 14.2 △149

３ 投資その他の資産   

(1) 投資有価証券  － 10  10

(2) 長期貸付金  － 6,520  6,520

(3) 長期未収入金   － 5,250  5,250

(4) 固定化債権  26,537 －  △26,537

(5) 投資不動産  65 65  △0

(6) その他  124 139  14

貸倒引当金  △3,151 △2  3,148

投資その他の資産合計  23,576 65.0 11,982 40.3 △11,593

固定資産合計  28,749 79.3 16,935 56.9 △11,814

資産合計  36,262 100.0 29,759 100.0 △6,502
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（単位：百万円） 

  前連結会計年度 

(平成18年3月31日) 

当連結会計年度 

(平成19年3月31日) 
比較増減 

区分 
注記 

番号 
金額 

構成比

(％)
金額 

構成比 

(％) 
金額 

(負債の部)   

Ⅰ 流動負債   

１ 買掛金  4,371 3,157  △1,213

２ 短期借入金  4,419 4,228  △191

３ 一年以内返済予定の長期借入金  4,430 4,448  18

４ 未払金  542 634  92

５ 未払費用  5,551 5  △5,546

６ その他  416 393  △23

流動負債合計  19,732 54.4 12,868 43.2 △6,863

Ⅱ 固定負債   

１ 長期借入金  8,368         8,320  △48

２ 退職給付引当金  28 64  36

固定負債合計  8,396 23.2 8,385 28.2 △11

負債合計  28,129 77.6 21,253 71.4 △6,875

(少数株主持分)   

少数株主持分  385 1.1 － － －

(資本の部)   

Ⅰ 資本金  3,850 10.6 － － －

Ⅱ 資本剰余金   

１ 資本準備金  3,535 － － －

   資本剰余金合計  3,535 9.7 － － －

Ⅲ 利益剰余金    

１ 当期未処分利益   354 － － －

   利益剰余金合計  354 1.0 － － －

Ⅳ 為替換算調整勘定  16 0.0 － － －

Ⅴ 自己株式 ※３ △8 △0.0 － － －

資本合計  7,747 21.4 － － －

 36,262 100.0 －
 
－ －

負債、少数株主持分 

及び資本合計     
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 （単位：百万円） 

  
前連結会計年度 
(平成18年3月31日) 

当連結会計年度 
(平成19年3月31日) 

比較増減 

区分 
注記 
番号 

金額 
構成比
(％) 

金額 
構成比 
(％) 

金額 

(純資産の部)   

Ⅰ 株主資本   

１ 資本金  － － 3,850 12.9 －

２ 資本剰余金  － － 3,535 11.9 －

３ 利益剰余金  － － 634 2.1 －

４ 自己株式  － － △9 △0.0 －

株主資本合計  － － 8,010 26.9 －

Ⅱ 評価・換算差額等   

１ 為替換算調整勘定  － － 54 0.2 －

評価・換算差額等合計  － － 54 0.2 －

Ⅲ 少数株主持分  － － 440 1.5 －

純資産合計  － － 8,506 28.6 －

 負債純資産合計 
 

－ － 29,759 100.0 －
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（２）連結損益計算書 

（単位：百万円） 

  

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)

当連結会計年度 

（自 平成18年4月１日 

  至 平成19年3月31日) 

比較増減 

区分 
注記 

番号 
金額 

百分比

(％)
金額 

百分比 

(％) 
金額 

Ⅰ 売上高  26,242 100.0 28,293 100.0 2,050

Ⅱ 売上原価  24,972 95.2 26,948 95.2 1,975

   売上総利益  1,270 4.8 1,345 4.8 74

Ⅲ 販売費及び一般管理費  557 2.1 753 2.7 196

   営業利益  713 2.7 591 2.1 △121

Ⅳ 営業外収益   

１ 受取利息及び配当金  3 8  4

２ 為替差益  77 2  △75

３ その他の営業外収益  18 8  △9

営業外収益合計  99 0.4 19 0.1 △79

Ⅴ 営業外費用   

１ 支払利息  96  4  △91

２ その他の営業外費用  80 13  △66

営業外費用合計  176 0.7 17 0.1 △158

経常利益  635 2.4 593 2.1 △42

Ⅵ 特別利益 ※１ 13,461 51.3 2,351 8.3 △11,110

Ⅶ 特別損失 ※２ 13,631 51.9 2,418 8.5 △11,213

税金等調整前当期純利益  466 1.8 526 1.9 59

法人税、住民税及び事業税  62 0.2 57 0.2 △4

少数株主利益  50 0.2 50 0.2 0

 
当期純利益 

 
354 1.3 418 1.5 64
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（３）連結剰余金計算書 

（単位：百万円） 

 

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 金額 

(資本剰余金の部)  

Ⅰ 資本剰余金期首残高 4,417 

Ⅱ 資本剰余金増加高  

  増資による新株の発行 3,535 3,535 

Ⅲ 資本剰余金減少高  

資本準備金取崩額 4,417 4,417 

Ⅳ 資本剰余金期末残高 3,535 

(利益剰余金の部)  

Ⅰ 利益剰余金期首残高 △ 7,237 

Ⅱ 利益剰余金増加高  

資本準備金･利益準備金 

取崩による損失金処理 
4,661  

資本減少による欠損填補額 2,820  

当期純利益 354 7,836 

Ⅲ 利益剰余金減少高  

利益準備金取崩高 244 244 

Ⅳ 利益剰余金期末残高 354 
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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4月1日 至平成19年3月31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) 3,850 3,535 354 △8 7,731

連結会計年度中の変動額  

 剰余金の配当（注） △138  △138

 当期純利益 418  418

 自己株式の取得 △1 △1

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 

(百万円) 
－ － 280 △1 279

平成19年3月31日残高(百万円) 3,850 3,535 634 △9 8,010

 

評価・換算差額等 
 

為替換算調整勘定 評価・換算差額等合計

少数株主持分 純資産合計 

平成18年３月31日残高(百万円) 16 16 385 8,133

連結会計年度中の変動額  

 剰余金の配当（注）  △138

 当期純利益  418

 自己株式の取得  △1

株主資本以外の項目の 
連結会計年度中の変動額(純額) 38 38 55 93

連結会計期間中の変動額合計 

(百万円) 
38 38 55 372

平成19年3月31日残高(百万円) 54 54 440 8,506

（注）剰余金の配当は連結子会社の前期決算の利益処分項目であります。 
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（５）連結キャッシュ・フロー計算書 
（単位：百万円） 

 
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)

当連結会計年度 
(自 平成18年4月１日 
 至 平成19年3月31日) 

比較増減 

区分 金額 金額 金額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

税金等調整前当期純利益（△損失） 466 526 59 

減価償却費 123 157 34 

連結調整勘定償却額 128 － △128 

のれん償却額 － 129 129 

貸倒引当金の増減額（△減少） △13,461 △3,135 10,326 

退職給付引当金の増減額（△減少） 15 0 △14 

受取利息及び受取配当金    △1    △8 △7 

支払利息 95 4 △90 

為替差損益(△差益) △92 △13 78 

売上債権の増減額(△増加) 863 △2,260 △3,124 

棚卸資産の増減額（△増加） △31 △19 12 

仕入債務の増減額(△減少) △1,222 1,376 2,599 

債権譲渡損 13,631 3,214 △10,416 

その他の支払 301 298 △3 

小計 815 270 △545 

利息及び配当金の受取額 3 8 4 

利息の支払額 △5 △4 0 

法人税等の支払額 △87 △63 24 

営業活動によるキャッシュ・フロー 726 210 △516 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

有形固定資産の取得による支出 △8 △41 △32 

有形固定資産の売却による収入 － 2 2 

投資有価証券の取得による支出 △2 － 2 

貸付けによる支出 △41 △30 11 

貸付の回収による収入 1 11 10 

投資活動によるキャッシュ・フロー △51 △58 △7 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入れによる収入 175 － △175 

短期借入金の返済による支出 △60 △147 △87 

長期借入金の返済による支出 △20 △30 △9 

自己株式取得による支出 △4 △1 3 

配当金の支払額 △208 △138 70 

為替差損益(△差益) 3 6 2 

財務活動によるキャッシュ・フロー △114 △310 △196 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △3 25 28 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額(又は減少額) 557 △132 △690 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 252 810 557 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 810 677 △132 
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   （６）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4月１日 
 至 平成18年3月31日） 

当連結会計年度 
(自 平成18年4月１日 
 至 平成19年3月31日)  

１ 連結の範囲に関す

る事項 

 

 

連結子会社の数 ４社 

隆邦医葯貿易有限公司 

CROWN PRECISION(HK)CO.,LTD. 

深セン皇冠金属成型有限公司 

深セン皇冠(中国)電子有限公司 

 

同左 

 

２ 持分法の適用に関

する事項 

 

(イ)持分法を適用した関連会社数 

該当関連会社はありません。 

 

(イ)持分法を適用した関連会社数 

      同左 

 

 

 

(ロ)持分法を適用しない関連会社数 

該当関連会社はありません。 

 

(ロ)持分法を適用しない関連会社数 

      同左 

 

３ 連結子会社の事業

年度等に関する事

項 

連結子会社４社は、いずれも12月31日

を決算日としております。連結財務諸表

の作成に当たっては同日現在の財務諸表

を使用し、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。 

 

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 

 

 

 

（イ）有価証券 

              

 

 

（ロ）たな卸資産 

親会社では主として最終仕入原価に

より評価しております。連結子会社は

主として先入先出法または総平均法に

よる原価法により評価しております。

 

 

 

（イ）有価証券 

その他有価証券 

 時価のないもの 

  移動平均法による原価法 

（ロ）たな卸資産 

同左 

(2) 重要な減価償却

資産の減価償却

の方法 

 

(イ) 有形固定資産 

定率法（連結子会社については定額

法）を採用しております。 

 

(ロ) 無形固定資産  

土地使用権については、使用年数に

基づく定額法によっております。ソフ

トウエア（自社利用）については、社

内における見込利用可能期間（５年）

に基づく定額法によっております。 

(ハ) 長期前払費用 

定額法によっております。 

 

(イ) 有形固定資産 

       同左 

 

 

(ロ) 無形固定資産  

          同左 

 

 

 

 

(ハ) 長期前払費用 

           同左 
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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） 

当連結会計年度 
(自 平成18年4月１日 
 至 平成19年3月31日)  

(3) 重要な引当金の

計上基準 

 

 

 

(イ)貸倒引当金 

期末債権の貸倒れによる損失に備え

るため、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては、回収可能性を個別に検討した必

要額を計上する方法によっております。

(イ)貸倒引当金 

期末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

ては回収可能性を個別に検討した必要額

を計上する方法によっております。 

 

 

 

 

 

(ロ)退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当連

結会計年度末における退職給付債務の

見込額に基づき、当連結会計年度末にお

いて発生していると認められる額を計

上しております。 

 

(ロ)退職給付引当金 

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、連結決算日の

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、換算差額は少数株主持分及び

資本の部における為替換算調整勘定に含

めております。 

 

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の

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、換算差額は純資産の部におけ

る為替換算調整勘定及び少数株主持分に

含めております。 

 

(5) その他連結財務

諸表作成のため

の重要な事項 

 

消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は税

抜方式によっており、控除対象外消費税

及び地方消費税は、当連結会計年度の費

用として処理しております。 
 

消費税等の会計処理 

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、部分時価評価法を採用しておりま

す。 

同左 

６ 連結調整勘定の償

却に関する事項 

連結調整勘定については、20年間の均等

償却を行っております。 

 

            

            

７ のれんの償却に関

する事項 

           

              

のれんについては、20年間の均等償却を

行っております。 

８ 利益処分項目等の

取扱に関する事項

連結会計年度中に確定した利益処分に

基づいて作成しております。 

              

           

９ 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、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

短期投資からなります。 

同左 
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（７）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4月１日 
至 平成18年3月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年4月１日 
至 平成19年3月31日) 

（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。これによる損益に与える影響は軽微であり、減損損

失25百万円を計上いたしました。 

なお、減損損失累計額については、改正後の連結財務

諸表規則に基づき投資不動産の金額から直接控除してお

ります。 

        

                

                (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8,065百

万円であります。 

なお、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、連結財務諸表規則の改正に伴い、

改正後の連結財務諸表規則により作成しております。

        

 

 

 

（８）連結財務諸表に関する注記事項 

(連結貸借対照表関係) 

前連結会計年度 
(平成18年3月31日) 

当連結会計年度 
(平成19年3月31日) 

 

※１．減価償却累計額 

有形固定資産       3,233百万円 

投資不動産         39百万円 

 

２．偶発債務 

保証債務       4,680百万円 

                  

※３．自己株式  

期末簿価         8百万円 

所有株数         5,573株 

 

※１．減価償却累計額 

有形固定資産          3,323百万円 

投資不動産           40百万円 

 

２．偶発債務 

              ―百万円 

 

３．自己株式  

 ――――――――― 
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(連結損益計算書関係) 

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．特別利益の主な内訳 

    貸倒引当金戻入益  13,461百万円 

 

※２．特別損失の主な内訳 

    債権譲渡損     13,605百万円 

    減損損失        25百万円 

 

 

※１．特別利益の主な内訳 

    貸倒引当金戻入益  2,349百万円 

 

※２．特別損失の主な内訳 

    債権譲渡損     2,412百万円 

     

 

 

(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4月1日 至平成19年3月31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          (単位：株) 

株式の種類 
前連結会計年度末

株式数 

当連結会計年度 

増加株式数 

当連結会計年度 

減少株式数 

当連結会計年度末

株式数 

発行済株式     

普通株式 10,749,176 － － 10,749,176 

合計 10,749,176 － － 10,749,176 

自己株式     

普通株式      5,573 505 －      6,078 

合計      5,573 505 －      6,078 

（注）自己株式の株式数増加は、単元未満株式の買取りによるものであります。 

 

２. 新株予約権等に関する事項 

   該当事項はありません。 

 

３. 配当に関する事項 

   配当金支払額 

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2日 
董事会 

― 138 ― 平成17年12月31日 平成18年6月2日 

（注）剰余金の配当は連結子会社の前期決算の利益処分項目であります。なお、「株式の種類」および「１株当た
り配当金」については当該子会社が株式会社ではないため記載しておりません。 

 

(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４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲載されている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 810百万円

現金及び現金同等物 810百万円
 

１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲載されている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 677百万円

現金及び現金同等物 677百万円
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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：百万円) 

 
電気機器等
製造販売 
事業 

物資等 
販売事業 

不動産開発
及び 

賃貸事業他
計 

消去又は 
全社 

連結 

Ⅰ売上高及び営業損益   

売上高   

(1) 外部顧客に対する 
売     上     高 

22,689 3,006 547 26,242 - 26,242

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

- 1,338 - 1,338 (1,338) -

計 22,689 4,344 547 27,581 (1,338) 26,242

営業費用 22,082 4,149 453 26,684 (1,155) 25,529

営業利益 606 195 94 896 (183) 713

Ⅱ資産、減価償却費及び 
資本的支出 

  

資      産 29,427 1,031 5,425  35,885 377 36,262

減価償却費 - 14 108 122 0 122

資本的支出 - 8 1 10 0 10

(注)１．製品、商品の種類、販売方法等の共通性、損益集計区分及び関連資産に照らし事業区分を行って

おります。 

 

  ２．各事業の主な製品       

事  業  区  分 主   要   製   品 

電気機器等の製造販売事業 カラーＴＶ、ＤＶＤプレーヤー、ラジオカセットレコーダー 

物資等販売事業 資材、雑貨等 

不動産開発及び賃貸事業他 賃貸料、管理料 

   

３．「消去又は全社」に含めた金額及び主な内容は以下のとおりです。 

 金額(百万円) 主な内容 

消去又は全社の項目に含めた配賦

不能営業費用の金額 
183 親会社の本社管理部門に係る費用 

消去又は全社の項目に含めた資産

の金額 
377 

親会社の余資運用資金(現預金等)、 

管理部門に係る資産等 

 
４．減価償却費及び資本的支出には長期前払費用と同費用に係る償却額が含まれています。 
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当連結会計年度(自平成18年4月1日 至平成19年3月31日) 
                                                                             (単位：百万円) 

 
電気機器等
製造販売 
事業 

物資等 
販売事業 

不動産開発
及び 

賃貸事業他
計 

消去又は 
全社 

連結 

Ⅰ売上高及び営業損益   

売上高   

(1) 外部顧客に対する 
売     上     高 

22,753 5,017 521 28,293 - 28,293

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

- - 76 76 (76) -

計 22,753 5,017 598 28,369 (76) 28,293

営業費用 22,146 4,924 523 27,594 107 27,701

営業利益 606 93 74 775 (183) 591

Ⅱ資産、減価償却費及び 
資本的支出 

  

資      産 9,086 1,298 5,135  15,520 14,239 29,759

減価償却費 - 16 140 156 0 157

資本的支出 - 43 0 43 0 44

(注)１．製品、商品の種類、販売方法等の共通性、損益集計区分及び関連資産に照らし事業区分を行っ

ております。 

 

    ２．各事業の主な製品       

事  業  区  分 主   要   製   品 

電気機器等の製造販売事業 カラーＴＶ、ＤＶＤプレーヤー、ラジオカセットレコーダー 

物資等販売事業 資材、雑貨等 

不動産開発及び賃貸事業他 賃貸料、管理料等 

   

３．「消去又は全社」に含めた金額及び主な内容は以下のとおりです。 

 金額(百万円) 主な内容 

消去又は全社の項目に含めた

配賦不能営業費用の金額 
 225 親会社の本社管理部門に係る費用 

消去又は全社の項目に含めた

資産の金額 
14,239 

親会社の余資運用資金(現預金等)、 

管理部門に係る資産等 

 
４．減価償却費及び資本的支出には長期前払費用と同費用に係る償却額が含まれています。 
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２. 所在地別セグメント情報 
 
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：百万円) 

      アジア ヨーロッパ 中南米 計 
消去又は 
全社 

連結 

Ⅰ売上高及び営業損益   

売上高   

（1） 外部顧客に対する 
売     上     高 

10,890 10,068 5,283 26,242 - 26,242

（2） セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

1,338 - - 1,338 (1,338) -

計 12,228 10,068 5,283 27,581 (1,338) 26,242

営業費用 11,754 9,784 5,145 26,684 (1,155) 25,529

営業利益 474 284 138 896 (183) 713

Ⅱ資産 35,885 - - 35,885 377 36,262
 

(注)1. 国又は地域の区分は、地理的近接度によっています。 

      2. 区分に属する主な国又は地域 

         アジア・・・・・中国、シンガポール 

ヨーロッパ・・・ドイツ 

中南米・・・・・パナマ 

3．｢消去又は全社｣に含めた金額及び主な内容は、｢事業の種類別セグメント情報｣の(注)３と同一であります。 
 
 

当連結会計年度(自平成18年4月1日 至平成19年3月31日) 
                                                                                   (単位：百万円) 

 アジア ヨーロッパ 中南米 計 
消去又は 
全社 

連結 

Ⅰ売上高及び営業損益   

売上高   

（1） 外部顧客に対する 
売     上     高 

11,292 10,541 6,458 28,293 - 28,293

（2） セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

76 - - 76 (76) -

計 11,369 10,541 6,458 28,369 (76) 28,293

営業費用 11,056 10,247 6,290 27,594 107 27,701

営業利益 312 294 168 775 (183) 591

Ⅱ資産 15,520 - - 15,520 14,239 29,759
 

(注)1. 国又は地域の区分は、地理的近接度によっています。 

      2. 区分に属する主な国又は地域 

         アジア・・・・・中国、シンガポール 

ヨーロッパ・・・ドイツ 

中南米・・・・・パナマ 

3．｢消去又は全社｣に含めた金額及び主な内容は、｢事業の種類別セグメント情報｣の(注)３と同一であります。 
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３．海外売上高 

                                                                                    

  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) 

  
 

アジア ヨーロッパ 中南米 計 

１．海外売上高    (百万円) 10,890 10,068 5,283 26,242

２．連結売上高    (百万円)  26,242

３．連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 

41.5 38.4 20.1 100.0

（注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっています。 

２．区分に属する主要な国又は地域 

         アジア地域・・・・・中国、シンガポール 

ヨーロッパ地域・・・ドイツ 

中南米地域・・・・・パナマ 

 
当連結会計年度(自平成18年4月1日 至平成19年3月31日) 

 
アジア ヨーロッパ 中南米 計 

１．海外売上高    (百万円) 11,292 10,541 6,458 28,293

２．連結売上高    (百万円)  28,293

３．連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 

39.9 37.3 22.8 100.0

（注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっています。 

２．区分に属する主要な国又は地域 

         アジア地域・・・・・中国、シンガポール 

ヨーロッパ地域・・・ドイツ 

中南米地域・・・・・パナマ 

 

（リース取引関係） 

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) 

当連結会計年度 

(自平成18年4月1日 至平成19年3月31日) 

該当事項はありません。 該当事項はありません。 
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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4月1日 至平成18年3月31日) 
 
１．親会社及び法人主要株主等 
                                           （単位：百万円） 

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) 割合 役員の

兼任等
事業上
の関係

取引の内容 
取引 
金額 

科目 
期末
残高

 
 
法人主
要株主 

 
 

皇冠貿易(香港)
有限公司 

 
 
 

香港 
 

 
 
HK$5百万 
 

 
 
 
貿易業 

 
 
直接 間接 
19%    - 

 
兼任
 1人

営業
取引

 
製品の販売 
  

1,103 売掛金 － 

    
（注）取引条件ないし取引条件の決定方針等  

皇冠貿易(香港)有限公司との取引については、一般の取引先と同等の取引条件にしております。 

 
２．役員及び個人主要株主等 

  （単位：百万円） 
 

関係内容 属  
性 

氏   名 職   業 
議決権等の
所有(被所
有)割合 

役員の兼
任等 

事業上の
関係 

取引の 
内容 

取引 
金額 

科目 
期末 
残高 

借入金 8,398 役員及
び 
その近
親者 

 
宮 越 邦 正 
（当社代表取締役 
会長兼社長） 

 
㈱クラウンユナイテッド
代表取締役社長 

 
直接 間接
 -   2 %
 

 

兼任３名

 

債務引受 債務の引受 10,888 

未払利息 2,420 

(注) 取引条件ないし取引条件の決定方針等 

当社の有利子負債の一部を㈱クラウンユナイテッドが引受け、当社は同社と当該債務について準消費貸借契約を同等の取引条件

で締結しております。 

 

３．兄弟会社等 

  該当事項はありません。 

 

当連結会計年度(自平成18年4月1日 至平成19年3月31日) 
 

１．親会社及び法人主要株主等 
                                           （単位：百万円） 

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) 割合 役員の

兼任等
事業上
の関係

取引の内容 
取引 
金額 

科目
期末 
残高 

 
 
法人主
要株主 

 
 

皇冠貿易(香港)
有限公司 

 
 

香港 
 

 
HK$5百万 
 

 
 
貿易業

 
 
直接 間接 
19%    - 

 
兼任
 1人

営業外
取引

 
金銭の仮受  
  

11 仮受金 11 

       
（注）取引条件ないし取引条件の決定方針等  

皇冠貿易(香港)有限公司との取引については、一般の取引先と同等の取引条件にしております。 

 
２．役員及び個人主要株主等 

（単位：百万円） 
 

関係内容 属  
性 

氏   名 職   業 
議決権等の 
 所有(被所有)
割  合 

役員の兼
任等 

事業上の
関係 

取引の
内容 

取引 
金額 

科目 
期末 
残高 

   30 借入金 8,368 
債務の返済 

2,420 未払利息   －

貸付金 6,520 

役員及
び 
その近
親者 

宮 越 邦 正 
（当社代表取締役 
会長兼社長） 

㈱クラウンユナイテッド
代表取締役社長 

直接  間接
-    2 % 

 
兼任３名

債務引受

及び 

債権譲渡 債権の譲渡 11,060 
受取利息   2 
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(注) 取引条件ないし取引条件の決定方針等 

当社の有利子負債の一部を㈱クラウンユナイテッドが引受け、当社は同社と当該債務について準消費貸借契約を同等の取引条件で
締結しております。又、当社の債権の一部を同社に譲渡し、同譲渡代金の一部を同社の保有する当社への債権と相殺し、残りの譲
渡代金について新たな準消費貸借契約を締結し同社に対する貸付としております。 
 

３．兄 弟 会 社 等 
  該当事項はありません。 

 
 
（税効果会計関係） 

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) 

当連結会計年度 

(自平成18年4月1日 至平成19年3月31日) 

該当事項はありません。       該当事項はありません。 

 

（有価証券関係） 

      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) 

当連結会計年度 

(自平成18年4月1日 至平成19年3月31日) 

該当事項はありません。 

  

時価評価されていない有価証券の内容及び連結貸借対

照表計上額 

  その他有価証券 

   新株予約権        10百万円 

             

 

（デリバティブ取引関係） 

              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) 

当連結会計年度 

(自平成18年4月1日 至平成19年3月31日) 

該当事項はありません。       該当事項はありません。 

 
 

（退職給付関係） 

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．採用している退職給付制度の概要 
  当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度 

を設けております。 
 

２．退職給付債務に関する事項（平成18年3月31日現在） 

イ．退職給付債務       △２８百万円 

   退職給付引当金      △２８百万円 

１．採用している退職給付制度の概要 
  当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度 

を設けております。 
 

２．退職給付債務に関する事項（平成19年3月31日現在） 

イ．退職給付債務       △６４百万円 

 退職給付引当金      △６４百万円 

 
(注)  当社は、従業員が少なく退職給付の重要性が乏しいため簡便法によっており,期末自己都合要支給額の全額を退職給付債務

として計上しております。 
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（ストック・オプション等関係） 

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) 

当連結会計年度 

(自平成18年4月1日 至平成19年3月31日) 

該当事項はありません。       該当事項はありません。 

 
 
 

（企業結合等関係） 

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) 

当連結会計年度 

(自平成18年4月1日 至平成19年3月31日) 

該当事項はありません。       該当事項はありません。 

 
 

（１株当たり情報） 

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株当たり純資産額 721円17銭 １株当たり純資産額 750円75銭 

１株当たり当期純利益金額 42円66銭 １株当たり当期純利益金額 38円95銭 

  (注) １ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

２ 算定上の基礎 

(1) １株当たり純資産額 

 前連結会計年度 当連結会計年度 

 （平成18年3月31日） （平成19年3月31日） 

純資産の部の合計額(百万円) ― 8,506

純資産の部の合計額から控除する金額 
(百万円) ― ―

普通株式に係る当期末の純資産額(百万円) ― 8,506

１株当たり純資産額の算定に用 
いられた当期末の普通株式の数 ― 10,743,098

 

(2) １株当たり当期純利益金額 

 
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) 

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当期純利益（百万円） 354 418

普通株主に帰属しない金額（百万円） ― ―

普通株式に係る当期純利益（百万円） 354 418

普通株式の期中平均株式数（株）  8,304,036 10,743,435

       

 24 

 



宮越商事㈱ (6766) 平成19年３月期決算短信 

 

（重要な後発事象） 
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) 

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

                当社は、平成１９年３月１６日開催の取締役会におい

て、第三者割当増資による新株式発行に関し、下記のとお

り決議し、平成１９年４月１７日付でAtlantic Jumbo 

Limited 及びSwiftasset Group Limited に対し、デット・

エクイティ・スワップにより、普通株式を発行いたしまし

た。 

記 

１．新株式発行要領 

(1) 募集株式の数     普通株式4,793,000株 

(2) 払込金額 普通株式   １株につき1,800円 

(3) 払込金額の総額       8,627,400,000円 

(4) 現物出資財産の内容及び価額 

下記(10)記載の割当先が当社に対して有する 

金銭債権合計         8,627,400,000円 

(5) 申込期間 

平成19年4月13日～平成19年4月16日 

(6) 給付期日 平成19年4月17日 

(7) 増加する資本金の額       4,313,700,000円 

（普通株式１株につき900円） 

(8) 増加する資本準備金の額   4,313,700,000円 

（普通株式１株につき900円） 

(9) 新株券交付日 平成19年4月17日（不発行） 

(10)  割当先及び株式数  

Atlantic Jumbo Limited      3,834,000株 

   Swiftasset Group Limited      959,000株 

(11)  新株式の継続所有等の取り決めに関する事項  

発行日から２年以内に割当新株式の譲渡をす

る場合にはその旨を当社へ書面にて報告する旨

の確約を得ています。 

２．増資による発行済株式総数の推移 

   現在の発行済株式総数 10,749,176株 

   増資による増加株式数  4,793,000株 

    増資後発行済株式総数 15,542,176株 

以上
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５．個別財務諸表 

（１）貸借対照表 

（単位：百万円） 

  前事業年度 

(平成18年3月31日) 

当事業年度 

(平成19年3月31日) 
比較増減 

区分 注記 
番号 金額 構成比

(％) 金額 構成比 
(％) 金額 

(資産の部)   

Ⅰ 流動資産   

１ 現金及び預金  241 46  △195

２ 売掛金  6,041 9,099  3,057

３ 短期貸付金 ※３ 41 51  10

４ 未収入金 ※３ 2 2,250  2,248

５ その他  12 11  △0

貸倒引当金  － △12  △12

流動資産合計  6,339 18.1 11,447 39.8 5,107

Ⅱ 固定資産   

１ 有形固定資産 ※１  

(1) 工具器具備品他  0 0  0

   有形固定資産合計  0 0.0 0 0.0 0

２ 無形固定資産   

(1) 電話加入権他  0 0  －

無形固定資産合計  0 0.0 0 0.0 －

３ 投資その他の資産   

(1) 投資有価証券  － 10  10

(2) 関係会社株式  5,200 5,400  200

(3) 長期貸付金  － 6,520  6,520

(4) 長期未収入金  － 5,250  5,250

(5) 固定化債権  26,537 －  △26,537

(6) 投資不動産  65 65  △0

(7) その他  14 33  19

  貸倒引当金  △3,151 △2  3,148

投資その他の資産合計  28,665 81.9 17,277 60.1 △11,388

固定資産合計  28,666 81.9 17,278 60.2 △11,388

 資産合計 
 

35,006 100.0 28,725 100.0 △6,280
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          （単位：百万円） 

  前事業年度 

(平成18年3月31日) 

当事業年度 

(平成19年3月31日) 
比較増減 

区分 注記 
番号 金額 構成比

(％) 金額 構成比 
(％) 金額 

(負債の部)   

Ⅰ 流動負債   

１ 買掛金  4,236 3,023  △1,212

２ 短期借入金  4,375 4,228  △147

３ 一年内返済予定の長期借入金  4,430 4,448  18

４ 未払金 ※５ 122 136  13

５ 未払費用  5,550 4  △5,546

６ 仮受金 ※３ 263 414  150

７ その他 ※３ 0 1  0

流動負債合計  18,979 54.2 12,256 42.7 △6,722

Ⅱ 固定負債   

１ 長期借入金  8,368 8,320  △48

２ 退職給付引当金  13 14  0

固定負債合計  8,382 23.9 8,334 29.0 △47

負債合計  27,361 78.2 20,591 71.7 △6,770

(資本の部)   

Ⅰ 資本金  3,850 11.0 － － －

Ⅱ 資本剰余金   

１ 資本準備金  3,535 － － －

資本剰余金合計  3,535 10.1 － － －

Ⅲ 利益剰余金   

１ 当期未処分利益  267 － － －

利益剰余金合計  267 0.8 － － －

Ⅳ 自己株式 ※４ △8 △0.0 － － －

資本合計  7,644 21.8 － － －

 
負債資本合計 

 

35,006 100.0 － － －
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    （単位：百万円） 

  前事業年度 

(平成18年3月31日) 

当事業年度 

(平成19年3月31日) 
比較増減 

区分 注記 
番号 金額 構成比

(％) 金額 構成比 
(％) 金額 

(純資産の部)   

Ⅰ 株主資本   

１ 資本金  － 3,850 13.4 －

２ 資本剰余金   

(1) 資本準備金  － 3,535  －

資本剰余金合計  － 3,535 12.3 －

３ 利益剰余金   

(1) その他利益剰余金  －  －

繰越利益剰余金  － 758  －

利益剰余金合計  － 758 2.6 －

４ 自己株式  － △9 △0.0 －

株主資本合計  － 8,134 28.3 －

純資産合計  － 8,134 28.3 －

 
負債純資産合計 

 

－ 28,725 100.0 －
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（２）損益計算書 

（単位：百万円） 

  
前事業年度 

(自 平成17年4月１日 
至 平成18年3月31日)

当事業年度 

(自 平成18年4月１日 
至 平成19年3月31日) 

比較増減 

区分 注記 
番号 金額 百分比

(％) 金額 百分比 
(％) 金額 

Ⅰ 売上高  25,629 100.0 26,139 100.0 509

Ⅱ 売上原価 ※１ 24,951 97.4 25,416 97.2 465

売上総利益  678 2.6 722 2.8 44

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 183 0.7 225 0.9 42

営業利益  494 1.9 497 1.9 2

Ⅳ 営業外収益   

 １ 受取利息  0 4  3

  ２ 為替差益  82 6  △76

 ３ その他の営業外収益 ※１ 26 50  23

営業外収益合計  109 0.4 61 0.2 △48

Ⅴ 営業外費用   

 １ 支払利息  95 3  △91

２ 新株発行費償却  70 －  △70

 ３ その他の営業外費用  1 0  △0

営業外費用合計  167 0.7 4 0.0 △162

経常利益  437 1.7 553 2.1 115

Ⅵ 特別利益 ※２ 13,461 52.5 2,351 9.0 △11,110

Ⅶ 特別損失 ※３ 13,631 53.2 2,412 9.2 △11,218

税引前当期純利益  268 1.0 492 1.9 223

法人税、住民税及び事業税  1 0.0 1 0.0 －

当期純利益  267 1.0 490 1.9 223

前期繰越損失  2,820 －  －

資本減少による欠損填補額  2,820 －  －

  当期未処分利益 
 

267 －
 

－
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（３）利益処分計算書 

 

利益処分計算書                               (単位：百万円) 

株主総会承認日 
当事業年度 

(平成18年６月29日) 

区分 金額 

Ⅰ 当期未処分利益 267 

Ⅱ 利益処分額 ― 

Ⅲ 次期繰越利益 
267 

 

（４）株主資本等変動計算書 

当事業年度(自平成18年4月1日 至平成19年3月31日) 

 

株主資本 

資本剰余金  
資本金 

資本準備金 資本剰余金合計 

平成18年3月31日残高(百万円) 3,850 3,535 3,535

事業年度中の変動額  

 当期純利益  

自己株式の取得  

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額) 

 

事業年度中の変動額合計(百万円) － － －

平成19年3月31日残高(百万円) 3,850 3,535 3,535

 

株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金
 

繰越利益剰余金
利益剰余金合計

自己株式 株主資本合計 
純資産合計 

平成18年3月31日残高(百万円) 267 267 △8 7,644 7,644

事業年度中の変動額  

 当期純利益 490 490 490 490

自己株式の取得 △1 △1 △1

株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額) 

 

事業年度中の変動額合計(百万円) 490 490 △1 489 489

平成19年3月31日残高(百万円) 758 758 △9 8,134 8,134
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（５）重要な会計方針 

 

項目 
前事業年度 

(自 平成17年4月１日 
  至 平成18年3月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年4月１日 
至 平成19年3月31日) 

１ 有価証券の評価基準

及び評価方法 

(1) 子会社株式 

 移動平均法による原価法 

(2) その他有価証券      

                    

 

(1) 子会社株式 

      同左  

(2) その他有価証券 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

 

たな卸資産 たな卸資産 ２ たな卸資産の評価基

準及び評価方法 （1）商品  

   移動平均法による原価法 

（2）製品 

   最終製造原価による原価法 

（1）商品 

同左 

（2）製品 

同左 

３ 固定資産の減価償 

却の方法 

(1) 有形固定資産 

定率法を採用しております。 

(1) 有形固定資産 

同左 

 (2) 無形固定資産 

定額法を採用しております。 

なお、自社利用のソフトウエアにつ

いては、社内における利用可能期間

(５年)に基づいております。 

(2) 無形固定資産 

同左 

 (3) 長期前払費用 

定額法を採用しております。 

(少額減価償却資産) 

取得価額が、10万円以上20万円未満

の資産については、法人税法の規定に

基づき、３年間で均等償却しておりま

す。 

(3) 長期前払費用 

同左 

４ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

期末債権の貸倒れによる損失に備

えるため、貸倒懸念債権等特定の債

権については回収可能性を個別に検

討した必要額を計上する方法によっ

ております。 

(1) 貸倒引当金 

期末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回収可能性を

個別に検討した必要額を計上する

方法によっております。 

 (2) 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当

事業年度末における退職給付債務の

見込額に基づき、当会計期間末におい

て発生していると認められる額を計

上しております。 

(2) 退職給付引当金 

同左 

５ 外貨建の資産及び負

債の本邦通貨への換

算基準 

外貨建金銭債権債務は、期末決算日

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。 

同左 

６ その他財務諸表作成

の基本となる重要な

事項 

消費税等の会計処理方法 

 消費税及び地方消費税の会計処理

は税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理方法 

同左 
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（６）重要な会計方針の変更 

 
前事業年度 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当事業年度より「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。これによる損益に与える影響は軽微で

あり、減損損失25百万円を計上いたしました。 

 なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸

表等規則に基づき投資不動産の金額から直接控除し

ております。 

 

                 

                 （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

 当事業年度より「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

8,134百万円であります。 

なお、当事業年度における貸借対照表の純資産の部

については、財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の

財務諸表等規則により作成しております。 
 

 

 （７）個別財務諸表に関する注記事項 

(貸借対照表関係) 

前事業年度 
(平成18年3月31日) 

当事業年度 
(平成19年3月31日) 

 
※１ 減価償却累計額      

有形固定資産          7百万円 
投資不動産          39百万円 

 
※１ 減価償却累計額 

有形固定資産          4百万円 
投資不動産          40百万円 

  

２ 保証債務           4,680百万円 

    

 

２ 保証債務                   －百万円 

 

※３ 関係会社に対する金銭債権債務 

短期貸付金        41百万円 

未収収益               1百万円 

前受収益               0百万円 

仮受金               263百万円 

※３ 関係会社に対する金銭債権債務 

未収入金         0百万円 

仮受金         402百万円 

  

※４ 自己株式  

期末簿価         8百万円 

所有株数         5,573株  

 

  

４ 自己株式 

                  

 

※５ 消費税等の取扱い 

    仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のう

え、流動負債の「未払金」に含めて表示してお

ります。 

※５ 消費税等の取扱い 

          同左 
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(損益計算書関係) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

 

※１ 関係会社との取引高 

  営業取引高(仕入高)     1,092百万円 

 

※１ 関係会社との取引高 

営業取引高(販売費及び一般管理費) 4百万円 

   営業外取引高(雑収入)       42百万円 
 

※２ 特別利益の主要項目 

貸倒引当金戻入益       13,461百万円 

※２ 特別利益の主要項目 

貸倒引当金戻入益       2,349百万円 
  

※３ 特別損失の主要項目 

債権譲渡損            13,605百万円 

減損損失             25百万円 

 

※３ 特別損失の主要項目 

債権譲渡損            2,412百万円 

 

 

(株主資本等変動計算書関係) 

当事業年度（自平成18年4月1日 至平成19年3月31日） 

自己株式に関する事項                                                     (単位：株) 

株式の種類 
前事業年度末 

株式数 

当事業年度 

増加株式数 

当事業年度 

減少株式数 

当事業年度末 

株式数 

普通株式 5,573 505 ― 6,078 

 
（注）自己株式の株式数増加は、単元未満株式の買取りによるものであります。 

   

（リース取引関係） 

前事業年度 

(自平成17年4月1日 至平成18年3月31日) 

当事業年度 

(自平成18年4月1日 至平成19年3月31日) 

該当事項はありません。 該当事項はありません。 

 

（有価証券関係） 

前事業年度 

(自平成17年4月1日 至平成18年3月31日) 

当事業年度 

(自平成18年4月1日 至平成19年3月31日) 

子会社株式及び関連会社株式で 
時価のあるものはありません。 

子会社株式及び関連会社株式で 
時価のあるものはありません。 

 

（税効果会計関係） 

前事業年度 

(自平成17年4月1日 至平成18年3月31日) 

当事業年度 

(自平成18年4月1日 至平成19年3月31日) 

該当事項はありません。 該当事項はありません。 
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(１株当たり情報) 

前事業年度 

(自平成17年4月1日 至平成18年3月31日) 

当事業年度 

(自平成18年4月1日 至平成19年3月31日) 

１株当たり純資産額      711円55銭 

 

１株当たり純資産額     757円18銭 

 

１株当たり当期純利益金額   32円17銭 

 

１株当たり当期純利益金額   45円69銭 

 
(注)１ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお りません。 

２ 算定上の基礎 

(1) １株当たり純資産額 

 前事業年度 当事業年度 

  （平成18年3月31日） （平成19年3月31日）

純資産の部の合計額 (百万円) ― 8,134

純資産の部の合計額から控除する金額 (百万円) ― ―

普通株式に係る当期末の純資産額 (百万円) ― 8,134

１株当たり純資産額の算定に用 
いられた当期末の普通株式の数     (株) ― 10,743,098

(2) １株当たり当期純利益金額 

 前事業年度 当事業年度 
 

 
(自 平成17年4月１日 
至 平成18年3月31日) 

(自 平成18年4月１日 
至 平成19年3月31日)

当期純利益 (百万円) 267 490

普通株主に帰属しない金額 (百万円) ― ―

普通株式に係る当期純利益 (百万円) 267 490

普通株式の期中平均株式数     (株) 8,304,036  10,743,435
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６．その他 

（１）役員の異動 

  現時点で、一部の取締役及び監査役の候補者が決定しておりませんので、決定になり次第お知らせい

たします。 

 

（２）その他 

生産、受注及び販売の状況 
 

１．生産実績 
当連結会計期間における生産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：百万円) 

事業の種類別セグメントの名称 
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) 

当連結会計年度 
 (自 平成18年４月１日 
   至 平成19年３月31日) 

電気機器等製造販売事業 ２２，６８９ ２２，７５３

物資等販売事業 ６５ １，６４１

不動産開発及び賃貸事業他 － －

合   計 ２２，７５４ ２４，３９５

(注)1.金額は販売価格によって算出しています。 
2.上記の金額には、消費税は含まれていません。 
 

２．受注状況 
当連結会計期間における受注状況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：百万円) 

事業の種類別セグメントの名称 
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) 

当連結会計年度 
 (自 平成18年４月１日 
   至 平成19年３月31日) 

電気機器等製造販売事業 ２２，５４０ ２３，１６６

物資等販売事業 ２，６５３ ５，０９４

不動産開発及び賃貸事業他 ５４７ ５２１

合   計 ２５，７４１ ２８，７８２

(注)上記の金額には、消費税は含まれていません。 
 

３．販売実績 
当連結会計期間における販売状況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：百万円) 

事業の種類別セグメントの名称 
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) 

当連結会計年度 
 (自 平成18年４月１日 
   至 平成19年３月31日) 

電気機器等製造販売事業 ２２，６８９ ２２，７５３

物資等販売事業 ３，００６ ５，０１７

不動産開発及び賃貸事業他 ５４７ ５２１

合   計 ２６，２４２ ２８，２９３

 (注)上記の金額には、消費税は含まれていません。 
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