
 

 

 
平成 20 年９月 19 日 

各   位 

会 社 名 オ ン キ ヨ ー 株 式 会 社 

代表者名 代表取締役社長 大朏直人 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード ６７２９） 

問合せ先  

役職・氏名 取締役常務執行役員経営管理本部長  岡谷茂美 

電話 ０３－３２４２－０１００ 

 

消滅会社（株式会社ソーテック）に係る中間決算短信について 

 

 

 当社は、平成 20 年９月１日付にて株式会社ソーテックと合併いたしました。消滅会社である株式会社ソーテックの

平成 20 年８月期の中間決算短信につきまして、添付別紙のとおりお知らせいたします。 

 

 

以  上 
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（別紙）  

 

平成20年８月期 中間決算短信（非連結）   
平成20年９月19日 

                                                     
上 場 会 社 名 オンキヨー株式会社                 
        （旧株式会社ソーテック） 

ＵＲＬ http://www.jp.onkyo.com      
代  表  者（役職名）  代表取締役社長  （氏名）大朏 直人 
問合せ先責任者（役職名）  取締役常務執行役員 

経営管理本部長  （氏名）岡谷 茂美   TEL (03)3242-0100    
半期報告書提出予定日   平成20年９月19日  

（百万円未満切捨て） 

１ 【平成 20 年６月中間期の業績（平成 20 年１月１日～平成 20 年６月 30 日）】 

(１) 経営成績                            （％表示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 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20 年６月中間期 7,551 － 47 － 118 － 43 －

19 年６月中間期 7,989 23.0 △248 － △236 － △449 －
 

 
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

20 年６月中間期 237 33 － －

19 年６月中間期 △3,443 49 － －
 

(２) 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

20 年６月中間期 7,644 5,919 77.4 32,355 53

19 年６月中間期 8,887 6,068 68.3 33,170 16
 

(３) 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

20 年６月中間期 △260 △988 －  1,146

19 年６月中間期 △458 △171 1,846  1,981

（注）株式会社ソーテックは前期に決算期を変更しており、平成 19 年６月中間期は平成 19 年４月１日～平成 19 年９月 30 日であり

ます。 
 
２ 【配当の状況】 

      １株当たり配当金（円） 

(基準日) 中間期末 期 末 年 間 

平成 19 年 12 月期 ― ― ― 

平成 20 年８月期 ― ― ― 

 
３ 【その他】 
 
（１）中間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（中間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         無 
② ①以外の変更                有 
〔（注）詳細は、12ページ「中間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。〕 

 
（２）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) 
20年6月中間期  187,846株 19年9月中間期 187,846株 19年12月期 187,846株 

② 期末自己株式数          
20年6月中間期  4,889株 19年9月中間期  4,889株 19年12月期  4,889株 

（注）１株当たり中間（当期）純利益の算定の基礎となる株式数については、21ページ「１株当たり情報」をご覧く

ださい。 



－ 2 － 

４ 【中間会計期間の経営成績（平成 20 年１月１日～平成 20 年６月 30 日）】 

  当中間会計期間におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した世界的な金融不安の波及や原油

価格の高騰等の不安材料を抱え、先行きの不透明感が増してまいりました。 

  株式会社ソーテックの属するパソコン業界におきましては、当中間期では前年同期を上回る結果（参考：社団法人電

子情報技術産業協会）となりました。法人向けパソコン市場は、中小企業でのリプレース需要の拡大や雇用環境の回復

によるパソコン増設需要の増加等により堅調に推移し、一般消費者市場においては、マイクロソフト社のＯＳ

（Operating System：基本ソフトウェア） Windows XP の販売終了（平成 20 年６月）による買い増しなども一部影響

したと判断しております。 

 

  株式会社ソーテックはこのような経営環境のもと、引き続き事業構造改革を進めるために、オンキヨーグループでの

シナジー効果を背景に、魅力的な商品をいち早く市場に提供することにより、事業拡大および黒字化の定着に努めてま

いりました。 

  また、昨年 12 月にＢＴＯ（Build To Order）生産体制を横浜工場（横浜市金沢区）から鳥取オンキヨー株式会社（鳥

取県倉吉市）に移管し生産委託を始めましたが、平成 20 年６月には、業務効率化施策の第２弾として、リペアセンタ

ー・コールセンターも同社に全面移設し、生産から修理、お客様のサポートに至るまでの一貫したＰＣの総合サービス

拠点を立ち上げることで、お客様満足度の向上に努めてまいりました。なお、経営資源の集約を目的として、株式会社

ソーテックの横浜工場の売却、東日本橋本社のオンキヨー株式会社東京本社への統合等の施策を実施いたしました。 

  さらに、秋葉原（東京都千代田区）および幸浦（横浜市金沢区）のアウトレット店舗を集約し、新たに平成 20 年６

月に八重洲（東京都中央区）に店舗を開設いたしております。 

 

  それらの結果、当中間会計期間における株式会社ソーテックの業績は、売上高 7,551 百万円、営業利益 47 百万円、

経常利益 118 百万円の黒字となり、平成 19 年 10 月１日から平成 20 年６月 30 日までの３四半期連続での営業・経常黒

字を達成いたしました。また、前期損益修正損 186 百万円、構造改革費用 46 百万円、特別退職金 34 百万円を特別損失

として 266 百万円計上したことにより、中間純利益は 43 百万円の黒字となりました。 

 

  合併後、従来のソーテックＰＣブランドはオンキヨーグループのＰＣブランド「ＳＯＴＥＣ」として再スタートし、

９月 17 日には、以下のとおり、国内大手ＰＣメーカーに先駆けて市場投入する小型ノートＰＣなどの NEW ノートブッ

クシリーズや、ＯＮＫＹＯ製スピーカと iPod 用 Dock を搭載する液晶一体型ＰＣなどの NEW デスクトップシリーズの発

売に関するプレスリリースを行っております。オンキヨーグループのＰＣブランドとなるＳＯＴＥＣは、高品質なＡＶ

製品の生産を通して培ったオンキヨーの高い品質管理のもと、徹底した品質管理と顧客満足度の向上を実現して参りま

す。 

 

◆ＯＮＫＹＯ製スピーカと iPod 用 Dock を搭載する液晶一体型ＰＣなど、 

新たなコンセプトも加えたＳＯＴＥＣのＮＥＷデスクトップシリーズ 

 http://www.jp.onkyo.com/sotec/topics/2008/0917-autumn2dt.html 

 

◆国内大手ＰＣメーカーに先行して市場投入する小型ノートＰＣなど、 

新たなコンセプトも加えたＳＯＴＥＣのＮＥＷノートブックシリーズ 

 http://www.jp.onkyo.com/sotec/topics/2008/0917-autumn2nb.html 

 

◆ＯＮＫＹＯ製スピーカ搭載一体型ＰＣ・先進の小型ノートＰＣなど、ＳＯＴＥＣダイレクト専用の新製品３モデル 

 http://www.sotec.co.jp/news/2008/0917-direct.html 

 



(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

 
  

５ 【中間財務諸表等】

当中間会計期間末

(平成20年６月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19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 ※２ 2,506,852 3,906,341 

 ２ 売掛金 1,849,911 2,038,588 

 ３ たな卸資産 1,315,511 2,299,020 

 ４ 短期貸付金 1,000,000 ─ 

 ５ その他 282,885 219,759 

   貸倒引当金 △35,622 △529,214 

   流動資産合計 6,919,538 90.5 7,934,494 92.5

Ⅱ 固定資産 

 １ 有形固定資産 ※１

  (1) 建物 198,009 218,004 

  (2) 機械及び装置 2,808 2,808 

  (3) 車両運搬具 273 330 

  (4) 工具、器具及び備品 58,614 5,430 

  (5) 土地 376,806 376,806 

    有形固定資産合計 636,512 8.3 603,380 7.0

 ２ 無形固定資産 2,884 0.1 916 0.0

 ３ 投資その他の資産 

  (1) 投資有価証券 81,500 ─ 

  (2) 破産更生債権等 20 59,317 

  (3) その他 4,156 39,040 

    貸倒引当金 △20 △59,317 

    投資その他の資産合計 85,656 1.1 39,040 0.5

   固定資産合計 723,053 9.5 643,338 7.5

   資産合計 7,644,591 100.0 8,577,832 100.0

─ 3 ─



 
  

当中間会計期間末

(平成20年６月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19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 354,171 1,145,328 

 ２ 未払金 398,469 394,054 

 ３ 未払法人税等 27,462 8,149 

 ４ 賞与引当金 ─ 1,046 

 ５ 製品保証引当金 205,931 245,011 

 ６ 返品調整引当金 8,069 7,625 

 ７ 構造改革引当金 ─ 202,565 

 ８ その他 ※３ 246,822 171,481 

  流動負債合計 1,240,927 16.3 2,175,262 25.4

Ⅱ 固定負債 

 １ 退職給付引当金 86,635 62,836 

 ２ リサイクル費用引当金 397,357 359,038 

 ３ 関係会社整理損失引当金 ─ 145,689 

  固定負債合計 483,993 6.3 567,563 6.6

  負債合計 1,724,921 22.6 2,742,826 32.0

─ 4 ─



 
  

当中間会計期間末

(平成20年６月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19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
(％)

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本 

 １ 資本金 9,449,090 9,449,090 

 ２ 資本剰余金 

     資本準備金 926,890 926,890 

 ３ 利益剰余金 

    その他利益剰余金 

     繰越利益剰余金 △4,042,387 △4,085,808 

 ４ 自己株式 △455,165 △455,165 

    株主資本合計 5,878,426 76.9 5,835,006 68.0

Ⅱ 評価・換算差額等 

 １ その他有価証券評価 
   差額金 

△11,401 ─ 

 ２ 繰延ヘッジ損益 52,645 ─ 

    評価・換算差額等合計 41,243 0.5 ─ ─

    純資産合計 5,919,670 77.4 5,835,006 68.0

    負債純資産合計 7,644,591 100.0 8,577,832 100.0

─ 5 ─



② 【中間損益計算書】 

  

 
  

(自 平成20年１月１日 
至 平成20年６月30日) 

当中間会計期間

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31日) 

前事業年度の 
要約損益計算書

区分
注記 
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 7,551,501 100.0 11,708,438 100.0

Ⅱ 売上原価 ※１ 6,394,817 84.7 10,216,269 87.3

   売上総利益 1,156,683 15.3 1,492,168 12.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,109,144 14.7 1,730,475 14.7

   営業利益又は営業損失
   （△） 

47,539 0.6 △238,306 △2.0

Ⅳ 営業外収益 ※２ 70,647 0.9 115,457 0.9

Ⅴ 営業外費用 49 0.0 16,806 0.1

   経常利益又は経常損失
   （△） 

118,137 1.5 △139,655 △1.2

Ⅵ 特別利益 ※３ 196,154 2.6 574,234 4.9

Ⅶ 特別損失 ※４ 266,506 3.5 1,108,821 9.5

   税引前中間純利益又は税 
   引前当期純損失（△） 

47,785 0.6 △674,241 △5.8

   法人税、住民税及び事業税 4,364 4,364 0.0 7,200 7,200 0.0

   中間純利益又は当期純損失 
   （△） 

43,420 0.6 △681,441 △5.8

─ 6 ─



③ 【中間株主資本等変動計算書】 

当中間会計期間(自 平成20年１月１日 至 平成20年６月30日) 

（単位：千円） 

 
（単位：千円） 

 
（単位：千円） 

 
  

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 資本剰余金合計

平成19年12月31日残高 9,449,090 926,890 926,890

中間会計期間中の変動額 

 中間純利益 

 株主資本以外の項目の中 
 間会計期間中の変動額(純 
 額) 

中間会計期間中の変動額合計

平成20年６月30日残高 9,449,090 926,890 926,890

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計その他利益剰余金
利益剰余金合計

繰越利益剰余金

平成19年12月31日残高 △4,085,808 △4,085,808 △455,165 5,835,006

中間会計期間中の変動額 

 中間純利益 43,420 43,420 43,420

 株主資本以外の項目の中 
 間会計期間中の変動額(純 
 額) 

中間会計期間中の変動額合計 43,420 43,420 43,420

平成20年６月30日残高 △4,042,387 △4,042,387 △455,165 5,878,426

評価・換算差額等

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

繰延ヘッジ損益
評価・換算 
差額等合計

平成19年12月31日残高 ─ ─ ─ 5,835,006

中間会計期間中の変動額 

 中間純利益 43,420

 株主資本以外の項目の中 
 間会計期間中の変動額(純 
 額) 

△11,401 52,645 41,243 41,243

中間会計期間中の変動額合計 △11,401 52,645 41,243 84,663

平成20年６月30日残高 △11,401 52,645 41,243 5,919,670

─ 7 ─



前事業年度(自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日) 

（単位：千円） 

 
（単位：千円） 

 
（単位：千円） 

 
  

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 資本剰余金合計

平成19年３月31日残高 8,522,327 127 127

当事業年度中の変動額 

 新株の発行 926,762 926,762 926,762

 当期純損失 

 株主資本以外の項目の当 
 事業年度中の変動額(純 
 額） 

当事業年度中の変動額合計 926,762 926,762 926,762

平成19年12月31日残高 9,449,090 926,890 926,890

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計その他利益剰余金
利益剰余金

合計繰越利益
剰余金

平成19年３月31日残高 △3,404,366 △3,404,366 △455,165 4,662,922

当事業年度中の変動額 

 新株の発行 1,853,525

 当期純損失 △681,441 △681,441 △681,441

 株主資本以外の項目の当 
 事業年度中の変動額(純 
 額) 

当事業年度中の変動額合計 △681,441 △681,441 △681,441

平成19年12月31日残高 △4,085,808 △4,085,808 △455,165 5,835,006

評価・換算差額等
新株予約権 純資産合計その他有価証券

評価差額金
評価・換算差額等合

計

平成19年３月31日残高 △31 △31 556,554 5,219,444

当事業年度中の変動額 

 新株の発行 1,853,525

 当期純損失 △681,441

 株主資本以外の項目の当 
 事業年度中の変動額(純 
 額) 

31 31 △556,554 △556,622

当事業年度中の変動額合計 31 31 △556,554 615,561

平成19年12月31日残高 ─ ─ ─ 5,835,006

─ 8 ─



④ 【中間キャッシュ・フロー計算書】 

  

(自 平成20年１月１日 
至 平成20年６月30日) 

当中間会計期間

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31日) 

前事業年度の
要約キャッシュ・
フロー計算書

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 

税引前中間純利益又は税引前当期純損失(△) 47,785 △674,241

減価償却費 12,926 33,739

固定資産減損損失 ─ 154,042

退職給付引当金の増加・減少(△)額 23,799 △23,686

貸倒引当金の減少額 △552,889 △657

賞与引当金の減少額 ─ △766

製品保証引当金の減少額 △39,080 △34,552

リサイクル費用引当金の増加額 38,319 108,037

関係会社整理損失引当金の減少額 △145,689 △12,068

構造改革引当金の増加・減少(△)額 △161,103 202,565

返品調整引当金の増加額 443 7,625

受取利息及び受取配当金 △5,809 △2,806

為替差損益 27,983 △27,498

たな卸資産評価損 ─ 475,778

たな卸資産廃棄損 ─ 47,120

新株予約権失効益 ─ △556,554

投資有価証券売却益 ─ △1,978

固定資産売却益 ─ △13,750

固定資産除却損 ─ 548

売上債権の減少額 188,676 1,377,295

たな卸資産の増加(△)・減少額 983,509 △737,248

未収消費税の減少額 ─ 74,559

その他流動資産の増加(△)・減少額 △327 46,918

仕入債務の減少額 △791,156 △381,131

未払金の減少額 △5,318 △68,659

未払消費税の増加額 72,127 8,868

その他流動負債の増加・減少(△)額 △11,099 38,874

その他 59,297 15,110

    小計 △257,606 55,482

利息及び配当金の受取額 5,085 2,798

法人税等の支払額 △8,107 △17,732

   営業活動によるキャッシュ・フロー △260,628 40,549
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(自 平成20年１月１日 
至 平成20年６月30日) 

当中間会計期間

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31日) 

前事業年度の
要約キャッシュ・
フロー計算書

区分
注記
番号

金額(千円) 金額(千円)

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入 150,000 200,000

定期預金の預入による支出 ─ △560,000

貸付による支出 △1,000,000 ─

有形固定資産の取得による支出 △76,167 △58,477

有形固定資産の売却による収入 ─ 13,750

無形固定資産の取得による支出 △4,147 △59,884

投資有価証券の取得による支出 △92,901 ─

投資有価証券の売却による収入 ─ 211,310

長期前払費用の取得による支出 ─ △1,980

その他投資に関する収入 34,884 6,609

  投資活動によるキャッシュ・フロー △988,332 △248,671

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

株式の発行による収入 ― 1,838,414

  財務活動によるキャッシュ・フロー ― 1,838,414

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △528 42

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加・減少(△)額 △1,249,489 1,630,335

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 2,396,341 766,006

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 1,146,852 2,396,341
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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） 

 
  

  

(自 平成20年１月１日 
至 平成20年６月30日) 

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31日) 

前事業年度

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ────────  当社は、平成14年３月期以降、営業損失、経常損失及

び当期純損失を継続的に計上しているため、継続企業の

前提に関する重要な疑義が存在しております。 

 当社は、当該状況を解消すべく、以下の業績回復の施

策を計画し取り組んでおります。 

 利益を生み出す企業体質（事業構造の変革）に転生す

べくその主要施策として、①競争力のある商品開発、②

BTO(Build to Order)生産体制の拡充・効率アップ、③

顧客満足度の向上（品質の向上など）、④たな卸資産回

転率の向上などの施策を一層推進し、業績の拡大に努め

ております。さらに、親会社であるオンキヨー株式会社

の音響技術やデザイン力を活用したパソコンの商品化を

進めるなど、企画・開発・設計・生産の効率化、品質の

向上、原価低減、両社の販売チャネルの融合化による販

売力強化等のシナジー効果を生み出すための施策を、積

極的に進め業績の回復に努めております。 

 資金調達強化策としましては、平成19年８月16日にオ

ンキヨー株式会社に第三者割当増資を実施し1,853百万

円調達することができました。その結果、同社は当社の

親会社となりました。 

 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財務諸表には反映しており

ません。 
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 中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 
  

 
  

項目 (自 平成20年１月１日 
至 平成20年６月30日) 

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31日) 

前事業年度

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法 

 その他有価証券 
  時価のあるもの 
   中間決算日の市場価格等に基づ 

  く時価法(評価差額は全部純資産 

  直入法により処理し、売却原価は 

  移動平均法により算定) 

 その他有価証券 
  時価のあるもの 
   決算日の市場価格等に基づく時 

  価法(評価差額は全部純資産直入 

  法により処理し、売却原価は移動 

  平均法により算定) 

  時価のないもの
   移動平均法による原価法 

 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 

製品、原材料 

 総平均法による原価法 

（貸借対照表価額は収益性の低下

に基づく簿価切下げの方法により

算定） 

(会計方針の変更） 

 「棚卸資産の評価に関する会計

基準」(企業会計基準委員会 平成

18年７月５日 企業会計基準第９

号）が平成20年３月31日以前に開

始する事業年度に係る財務諸表か

ら適用できることになったことに

伴い、当中間会計期間から同会計

基準を適用しております。 

 この結果、従来の方法によった

場合と比較して、売上総利益、営

業利益及び経常利益がそれぞれ

201,597千円減少しております。な

お、税引前中間純利益に与える影

響はありません。 

製品、原材料  
  総平均法による原価法 

３ 固定資産の減価償却の方

法 

(１) 有形固定資産 

   主として定率法。ただし、平成

10年４月１日以降に取得した建物

(建物付属設備を除く)は定額法 

   主な耐用年数は以下のとおりで

あります。 

建物  ３年～39年 

工具、器具及び備品 

    ２年～15年 

(１) 有形固定資産 

同左 

  

  

 

 

(２） 無形固定資産 

定額法 

なお、ソフトウェア(自社利用

分)については、社内における利

用可能期間(５年)に基づく定額法

によっております。 

(２) 無形固定資産 

同左

 

４ 繰延資産の処理方法 
  

──―─── 株式交付費 

     支出時に全額費用処理しており 

   ます。 

５ 引当金の計上基準 

 

(１) 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備え

るため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収可

能性を検討し、回収不能見込額を

計上しております。 

(１) 貸倒引当金 

同左

 

(２) 賞与引当金 

─── 

(２) 賞与引当金 

  従業員に対する賞与の支給に備

えるため、将来の支給見込額のう

ち、当事業年度負担額を計上して

おります。 
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項目 (自 平成20年１月１日 
至 平成20年６月30日) 

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31日) 

前事業年度

(３) 製品保証引当金 

製品の保証期間内のアフターサ

ービスに要する費用に備えるた

め、過去の実績を基礎に製品保証

費用発生見込額を計上しておりま

す。 

(３) 製品保証引当金 

       同左 

  

              
 
 
 

(４) 返品調整引当金 

製品の返品による損失に備える

ため、過去の実績を基礎に損失見

込額を計上しております。 

 

(４) 返品調整引当金 

製品の返品による損失に備える

ため、過去の実績を基礎に損失見

込額を計上しております。 

(追加情報） 

  製品の返品については、従来製

品を受領した時点で戻し入れ処理

をしておりましたが、当事業年度

より返品による損失見込額を引当

計上することにいたしました。こ

れに伴い、過年度相当額8,122千

円は特別損失に計上しておりま

す。 

  この結果、従来の方法によった

場合と比較して、売上総利益が

497千円増加し、営業損失及び経

常損失がそれぞれ同額減少し、税

引前当期純損失は7,625千円増加

しております。 

(５)  ───── 

  

(５) 構造改革引当金 

構造改革に対する費用に備える 

ため、発生見込額を計上しており 

ます。 

(６) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるた

め、退職給付会計に関する実務指

針(会計制度委員会報告第13号)に

定める簡便法により、当中間会計

期間末における要支給額の100％

を計上しております。 

（追加情報） 

 退職給付引当金については、従

来自己都合退職による要支給額の

100％を計上しておりましたが、

オンキヨー株式会社との合併によ

る退職金制度の廃止に伴い、「退

職給付制度間の移行等に関する会

計処理」(企業会計基準適用指針

第1号）を適用し、制度廃止日に

おける要支給額を計上しておりま

す。これに伴い当該増加見込額

34,087千円を特別損失に計上して

おります。 

  この結果、従来の方法によった

場合と比較して、税引前中間純利

益は34,087千円減少しておりま

す。 

(６) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるた

め、退職給付会計に関する実務指

針(会計制度委員会報告第13号)に

定める簡便法により、当期末にお

ける自己都合退職による要支給額

の100％を計上しております。 
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項目 (自 平成20年１月１日 
至 平成20年６月30日) 

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31日) 

前事業年度

(７) リサイクル費用引当金 

 パソコンのリサイクルに対する

費用に備えるため、売上台数を基

準としてリサイクル費用発生見込

額を計上しております。 

(７) リサイクル費用引当金 

     同左 

 

  

 
 

(８)  ────── 

  
 

(８) 関係会社整理損失引当金 

関係会社の整理に伴う損失に備

えるため、当該会社の財政状態等

を勘案し、当該損失見込額を計上

しております。 

６ ヘッジ会計の方法 

  
(１) ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理を採用しており 

ます。なお、為替予約については 

振当処理の要件を満たしている場 

合は、振当処理を採用しておりま 

す。 

(１) ヘッジ会計の方法 

同左

(２) ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 ヘッジ対象

為替予約
外貨建
予定取引

(２) ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

(３) ヘッジ方針 

将来の為替変動によるリスク回 

避を目的に行っており、投機的な

取引は行わない方針であります。 

(３) ヘッジ方針 

同左 
 

(４) ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ対象の相場変動又はキャ

ッシュ・フロー変動の累計とヘッ

ジ手段の相場変動又はキャッシ

ュ・フロー変動の累計を比較し、

その変動額の比率によって有効性

を評価しております。 

(４) ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ手段の想定元本とヘッジ

対象に関する重要な条件が同一で

あり、かつ、ヘッジ開始時及びそ

の後も継続して、相場変動又はキ

ャッシュ・フロー変動を完全に相

殺するものと想定することができ

るため、ヘッジの有効性の判定は

省略しております。 

７ 中間キャッシュ・フロー

計算書(キャッシュ・フロ

ー計算書)における資金の

範囲 

中間キャッシュ・フロー計算書

における現金及び現金同等物は、

手許現金、随時引き出し可能な預

金及び容易に換金可能であり、か

つ、価値の変動について僅少なリ

スクしか負わない取得日から３ヶ

月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。 

キャッシュ・フロー計算書にお

ける現金及び現金同等物は、手許

現金、随時引き出し可能な預金及

び容易に換金可能であり、かつ、

価値の変動について僅少なリスク

しか負わない取得日から３ヶ月以

内に償還期限の到来する短期投資

からなっております。 

８ その他中間財務諸表(財務

諸表)作成のための基本と

なる重要な事項 

 消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

 消費税等の会計処理 

同左 
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注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

 
  

当中間会計期間末 
（平成20年６月30日）

前事業年度末 
（平成19年12月31日）

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 
559,926千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 
599,889千円

※２ 担保に供している資産
  現金及び預金(定期預金） 

 
 取引金融機関に輸入信用状の開設限度額及び為

替予約取引等の担保として差し入れております。 

1,360,000千円

※２ 担保に供している資産
  現金及び預金(定期預金） 

 
 取引金融機関に輸入信用状の開設限度額及び為

替予約取引等の担保として差し入れております。 

1,510,000千円

※３ 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、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「そ

の他」に含めて表示しております。 

※３      ――――――――― 
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(中間損益計算書関係) 

 

(自 平成20年１月１日 
至 平成20年６月30日) 

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31日) 

前事業年度

※１ 通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性

の低下による簿価切下げ額 

売上原価 201,597千円

※１ ────── 

  

※２ 営業外収益の主要なものは次のとおりでありま

す。 

為替差益 61,337千円

※２ 営業外収益の主要なものは次のとおりでありま

す。 

為替差益 98,539千円

※３ 特別利益の主要なものは次のとおりでありま

す。 

前期損益修正益 124,680千円

関係会社整理損失引当

金戻入益 71,000千円

※３ 特別利益の主要なものは次のとおりでありま

す。 

 
新株引受権失効益 556,554千円

※４ 特別損失の主要なものは次のとおりでありま

す。 

 

前期損益修正損 186,315千円

構造改革費用 46,105千円

特別退職金 34,087千円

※４ 特別損失の主要なものは次のとおりでありま

す。 

前期損益修正損 158,592千円

たな卸資産評価損 475,778千円

たな卸資産廃棄損 47,120千円

構造改革引当金繰入額 202,565千円

固定資産減損損失 154,042千円

５  減価償却実施額は次のとおりであります。 

有形固定資産 12,794千円

無形固定資産 132千円

５  減価償却実施額は次のとおりであります。 

有形固定資産 20,292千円

無形固定資産 13,314千円

６   ────── 

     

６  減損損失 

    （１）減損損失の概要 

 

地域 用途 種類 
金額
(千円) 

関東 事務所
ソフトウェア
等 

146,446

近畿 店舗
工具、器具及
び備品等 

7,595

     

  

    （２）減損損失の認識に至った経緯 

      当社は、継続して営業損失が発生してい

ることから、資産グループの帳簿価額を回

収可能価額まで減額し、当該減少額を固定

資産減損損失として特別損失に計上してお

ります。 

         （３）減損損失計上の内訳 

建物 1,487千円

工具、器具及び備品 45,441千円

ソフトウェア 105,266千円

長期前払費用 1,847千円

計 154,042千円

     

  

    （４）資産のグルーピングの方法 

      当社はキャッシュ・フローを生み出す最

小単位として、パソコン事業とテクニカル

サポート、保守・修理事業に、グルーピン

グしております。 

     

  

    （５）回収可能価額の算定方法 

      資産グループの回収可能価額は、正味売

却価額により測定しており、不動産鑑定評

価等に基づき算定しております。 
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(中間株主資本等変動計算書関係) 

当中間会計期間（自 平成20年１月１日 至 平成20年６月30日） 

１ 発行済株式に関する事項 

   
  

２ 自己株式に関する事項 

   
  

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。 

  

前事業年度（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

 
(変動事由の概要) 

増加の主な内訳は、次のとおりであります。 

 第三者割当による株式の発行（70,119株）によるものです。 

  

２ 自己株式に関する事項 

 
  

３ 新株予約権等に関する事項 

 
(注)1 目的となる株式の数は、権利行使可能数を記載しております。 

  2 目的となる株式の数の変動事由の概要 

 平成14年新株予約権の減少は、権利の失効によるものです。 

  

４ 配当に関する事項 

  （1）配当金支払額 

    該当事項はありません。 

  （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

     該当事項はありません。 

  

  

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

  普通株式 187,846株 ─ ─ 187,846株

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

  普通株式 4,889株 ─ ─ 4,889株

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式 117,727株 70,119株 ─ 187,846株

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式 4,889株 ─ ─ 4,889株

内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数(株) 当事業
年度末残高
(千円)前事業

年度末
増加 減少

当事業 
年度末

平成14年新株予約権 普通株式 23,000 ─ 23,000 ─ ─
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(中間キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

 
  

(自 平成20年１月１日 
至 平成20年６月30日) 

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31日) 

前事業年度

 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係 

 

 現金及び預金勘定      2,506,852千円 

 担保に供している定期預金 △1,360,000千円 

 現金及び現金同等物     1,146,852千円 

 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

 

 現金及び預金勘定      3,906,341千円 

 担保に供している定期預金 △1,510,000千円 

 現金及び現金同等物     2,396,341千円 
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(リース取引関係) 

   開示対象となるリース取引は、ありません。 

  

   開示対象となるリース取引は、ありません。 

  

(有価証券関係) 

   当中間会計期間末（平成20年６月30日） 

    １ その他有価証券で時価のあるもの 
     （単位：千円） 

 
 (注) 有価証券の減損にあたっては、中間会計期間末における市場価格の終値が簿価の50％以

下に下落した場合には、簿価との差額を減損処理することとしておりますが、該当するも

のはありません。また、中間会計期間末における市場価格の終値が簿価の70％以下、50％

超に下落し、回復の可能性が見込めない場合には、簿価との差額を減損処理しております

が、該当するものはありません。 

  
  

   前事業年度末（平成19年12月31日） 

      該当事項はありません。 

  
  

(デリバティブ取引関係) 

 １ 取引の時価等に関する事項 

   当中間会計期間末（平成20年６月30日） 

   該当事項はありません。 

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

除いております。 

  

   前事業年度末（平成19年12月31日） 

    デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

 通貨関連 

 
   (注)１ 時価の算定方法 
       取引金融機関から提示された価格に基づいて算定しております。 
     ２ ヘッジ会計を適用しているものについては、注記の対象から除いております。 

  

   当中間会計期間（自 平成20年１月１日 至 平成20年６月30日）

   前事業年度（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日）

区分 取得原価 中間貸借対照表計上額   差額 

（１）株式 92,901 81,500 △11,401

（２）債券 ─ ─ ─

（３）その他 ─ ─ ─

   計 92,901 81,500 △11,401

種類 契約額等(円） 契約額等のうち1年越 時価(千円） 評価損益(千円）

為替予約取引 

 売建

  米ドル 2,298,530 ─ 2,325,985 27,455

合計 2,298,530 ─ 2,325,985 27,455
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(ストック・オプション等関係) 

   当中間会計期間(自 平成20年１月１日 至 平成20年６月30日) 

  該当事項はありません。 

  

   前事業年度(自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日) 

  該当事項はありません。 

  

(持分法損益等) 
（単位：千円） 

 
   (注) 持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社２社は現在清算中であり、両社の 

      財政状態及び経営成績は個別財務諸表に反映されているため記載しておりません。 

  

（企業結合等関係） 

    該当事項はありません。 

  

   前事業年度（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日） 

    該当事項はありません。 

  

  

(自 平成20年１月１日 
至 平成20年６月30日) 

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31日) 

前事業年度

関連会社に対する投資の金額 ─ ─

持分法を適用した場合の投資の金額 ─ ─

持分法を適用した場合の投資利益の金額 ─ ─

   当中間会計期間（自 平成20年１月１日 至 平成20年６月30日）
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(１株当たり情報) 

  

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

 
  

(自 平成20年１月１日 
至 平成20年６月30日) 

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31日) 

前事業年度

１株当たり純資産額 32,355円 53銭 １株当たり純資産額 31,892円 77銭

１株当たり中間純利益 237円 33銭 １株当たり当期純損失 4,603円 59銭

なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益については
希薄化効果を有し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
ては当期純損失を計上しているため記載しておりませ
ん。 

項目 (自 平成20年１月１日 
至 平成20年６月30日) 

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31日) 

前事業年度

中間純利益又は当期純損失(△）(千円) 43,420 △681,441

普通株主に帰属しない金額 (千円) ─ ─

普通株式に係る中間純利益又は当期純損失
(△) (千円) 

43,420 △681,441

普通株式の期中平均株式数(株) 182,957 148,024

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり中間(当期)純利益の算定に含まれ

なかった潜在株式の概要 

新株予約権１種類 

 
詳細については、「新株予約権

等の状況」に記載のとおりであ

ります。 

140個

新株予約権２種類 

 
265個
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(重要な後発事象) 

  

(自 平成20年１月１日 
至 平成20年６月30日) 

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31日) 

前事業年度

 当社とオンキヨー株式会社は、平成20年５月15日開催

の取締役会において株式交換契約書及び合併契約書を締

結し、平成20年６月18日開催の当社の臨時株主総会及び

オンキヨー株式会社の定時株主総会において承認された

株式交換契約書に基づき、平成20年７月22日に株式交換

（当社株式１株に対してオンキヨー株式79株を割当交

付）を実施いたしました。 

 株式交換による完全子会社化に伴い、当社株式は取引

所の規程により平成20年７月15日に上場廃止となりまし

た。 

 また、合併契約書に基づく、平成20年９月１日付のオ

ンキヨー株式会社を存続会社とする合併により当社は解

散いたしました。 

(1)株式交換及び合併の目的 

 意思決定の迅速化と経営のより一層の効率化により、

両社の有する事業の発展を加速させ、グループ全体の更

なる発展を図ることを目的とする。 

(2)株式交換の方法 

 平成20年５月15日に締結した株式交換契約に基づき、

株式交換の発生日である平成20年７月22日をもって、当

社の株主が有する当社の普通株式をオンキヨー株式会社

が取得し、当社の株主（オンキヨー株式会社を除く。）

は、オンキヨー株式会社の普通株式の割当を受け、オン

キヨー株式会社の株主となります。割当に際しては、株

式交換に際してオンキヨー株式会社が発行する新株式が

交付されます。これにより、当社はオンキヨー株式会社

の完全子会社となります。 

(3)当社の普通株式１株に割当てられるオンキヨー株式

会社の普通株式の数(株式交換比率） 

 当社の普通株式１株に対して、オンキヨー株式会社の

普通株式79株を割当てます。ただし、オンキヨー株式会

社が有する当社の普通株式94,111株については、割当を

行いません。 

(4)株式交換比率の算定方法 

 当社及びオンキヨー株式会社は、第三者機関にそれぞ

れ株式交換比率の算定を依頼し、両社の株式について、

市場株価平均法、DCF法等により株式の価値の評価を行

い、株式交換比率案を算定いたしました。その株式交換

比率案を参考に両社間で交渉・協議を重ね交換比率を決

定いたしました。 

(5)合併の内容 

 株式交換の効力が発生したことにより、平成20年９月

１日にオンキヨー株式会社が当社を吸収合併し、当社は

解散いたしました。 

  

当社とオンキヨー株式会社とは意思決定の迅速化と経

営のより一層の効率化により、両社の有する事業の発展

を加速させ、グループ全体の更なる発展を図ることを目

的として、平成20年３月19日開催の両社の取締役会にお

いて、当社を完全子会社、オンキヨー株式会社を完全親

会社とする株式交換の実施及び当社は解散し、オンキヨ

ー株式会社を存続会社とする合併を実施することを決議

し、基本合意書を締結いたしました。 

（1）株式交換及び合併の概要 

 当社を完全子会社、オンキヨー株式会社を完全親

会社とする株式交換を行い、その後、当該株式交換の効

力発生を条件として、当社は解散し、オンキヨー株式会

社を存続会社とする合併を行う予定であります。 

（2）株式交換及び合併の目的 

 意思決定の迅速化と経営のより一層の効率化により、

両社の有する事業の発展を加速させ、グループ全体の更

なる発展を図ることを目的とする。 

 ①株式交換の内容 

  当社を完全子会社、オンキヨー株式会社を完全親

会社とする株式交換 

 ②株式交換の効力発生日 

   平成20年７月22日（予定） 

 ③株式交換に際して発行する株式 

  当社の普通株式に対して、オンキヨー株式会社の普

通株式を割当交付する予定であります。但し、オンキヨ

ー株式会社が所有する当社株式には、割当交付いたしま

せん。 

 株式交換比率は、平成20年５月15日予定の株式交換契

約書締結時に決定いたします。 

 ④合併の内容 

  株式交換の効力発生を条件として、オンキヨー株式

会社が当社を吸収合併し、当社は解散します。 

 ⑤合併の予定日（効力発生日） 

  平成20年９月１日（予定） 

 ①住所     大阪府寝屋川市 

 ②代表者の氏名 代表取締役会長兼社長 

         大朏 直人 

 ③資本金    1,866百万円 

         （平成19年12月31日現在） 

 ④事業の内容  デジタルホームオーディオ・ビデ 

         オ関連製品 

         PC及びPCペリフェラル製品 

         オーディオコンポーネント・デバ 

         イス製品 

         車載用、家電用スピーカー及び自 

         動車部品等の製造・販売 

 ⑤売上高及び当期純利益 

               （平成19年３月期） 

  売上高（連結）        46,485百万円 

  当期純利益（連結）       △557百万円 

  

（3）オンキヨー株式会社の概要
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(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  

  

当中間会計期間 
(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年６月30日)

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成19年12月31日)

 ⑥資産、負債、純資産の状況 

            （平成19年３月31日現在） 

  資産（連結）         39,603百万円 

  負債（連結）         31,221百万円 

  純資産（連結）         8,381百万円 
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