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(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 ％

20年12月期 107 △61.1 △164 ― △259 ― △638 ―

19年12月期 275 △23.1 △156 ― △53 ― △77 ―

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 ％ ％ ％

20年12月期 △0 47 ― ― △7.9 △3.0 △153.9

19年12月期 △0 06 ― ― △0.8 △0.5 △56.9

(参考) 持分法投資損益 20年12月期 ―百万円 19年12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

20年12月期 7,509 6,949 92.5 5 10

19年12月期 9,796 9,157 93.5 6 72

(参考) 自己資本 20年12月期 6,949百万円 19年12月期 9,157百万円

(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

20年12月期 △525 △6,022 △14 17

19年12月期 2,127 ― △14 7,172

１株当たり配当金
配当金総額 
(年間)

配当性向 
(連結)

純資産
配当率 
(連結)(基準日)

第１ 
四半期末

中間期末
第３

四半期末
期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

20年12月期 ― ― 0 00 ― ― 0 00 0 00 ― ― ―

19年12月期 ― ― 0 00 ― ― 0 00 0 00 ― ― ―

21年12月期(予想) ― ― 0 00 ― ― 0 00 0 00 ― ― ―

(％表示は、通期は対前期、第２四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率)

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

第２四半期連結累計期間 36 △42.5 △80 ― △86 ― △87 ― △0 06

通 期 74 △30.7 △143 ― △156 ― △157 ― △0 12
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4. その他 

 

① 会計基準等の改正に伴う変更  無 

② ①以外の変更         無 

〔(注) 詳細は、19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。〕 

  

 
(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、30ページ「１株当たり情報」をご

覧ください。 

  

1. 20年12月期の個別業績（平成20年１月１日～平成20年12月31日） 

 

 
  

 
  

(2) 個別財政状態 

 

 
  

2. 21年12月期の個別業績予想（平成21年１月１日～平成21年12月31日） 

 

 
  
 ※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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。 

業績予想の前提となる仮定等については、3ページ「1. 経営成績（1）経営成績の分析」を参照してください。 
  

(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）

(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) 20年12月期 1,362,999,999株 19年12月期 1,362,999,999株

② 期末自己株式数 20年12月期 69,487株 19年12月期 62,712株

(参考) 個別業績の概要

(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 ％

20年12月期 98 △64.2 △217 ― △318 ― △2,031 ―

19年12月期 275 △18.3 △187 ― △98 ― △573 ―

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12月期 △1 49 ― ―

19年12月期 △0 42 ― ―

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12月期 7,061 6,948 98.4 5 10

19年12月期 9,139 8,980 98.3 6 59

(参考) 自己資本 20年12月期 6,948百万円 19年12月期 8,980百万円

(％表示は、通期は対前期、第２四半期累計期間は対前年同四半期増減率)

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

第２四半期累計期間 36 △34.4 △105 ― △86 ― △86 ― △0 06

通 期 74 △24.6 △194 ― △156 ― △157 ― △0 12
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① 当期の経営成績 

当連結会計年度におけるわが国経済は、米国に端を発した金融危機が、実体経済に多大な影響を及ぼ

しており、また、急激な円高の進行に伴う自動車や電機等の輸出産業の企業収益の悪化による設備投資

の抑制や生産調整、雇用調整等により、景気が急激に悪化しております。個人消費につきましても、雇

用情勢の悪化や個人所得の減少により、一気に冷え込んでおります。 

世界経済におきましても、米国、ヨーロッパの実体経済が急激に悪化しております。また、これまで

拡大成長を続けてきた中国においても成長が鈍化しており、世界経済全般の景気が急激に後退しており

ます。 

デジタル家電業界におきましても、個人消費の低迷や低価格化等、非常に厳しい経営状態となってお

ります。 

このような状況下、海外顧客に対する売上の急激な落ち込みおよび円高の進行による為替差損の発生

等により、当連結会計年度の売上高は前年同期の275,295千円から107,194千円（前年同期比61.1%

減）、営業損失は前年同期の156,776千円から164,963千円（同5.2%増）、経常損失は前年同期の53,077

千円から259,516千円（同388.9%増）となりました。 

また、特別損失として貸倒引当金繰入額378,023千円を計上したことにより、当期純損失は前年同期

の77,210千円から638,819千円（同727.4%増）となりました。 

  

事業の種類別セグメントの業績は以下のとおりです。 

  

（音響・映像機器事業） 

ホームシアターシステムスピーカー等の音響機器などの販売により、当連結会計年度の売上高は、前

年同期の147,791千円から15,821千円(前年同期比89.3%減)、営業損益は前年同期の19,943千円の損失か

ら399千円の利益となりました。 

  

（その他の事業） 

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年同期の127,503千円

から91,372千円(前年同期比28.3%減)、営業利益は前年同期の33,245千円から31,538千円(同5.1%減)と

なりました。 

  

所在地別セグメントの業績は以下のとおりです。 

  

（日本） 

当連結会計年度の売上高は前年同期の275,295千円から98,604千円(前年同期比64.2%減)、営業損失は

前年同期の135,564千円から165,301千円(同21.9%増)となりました。 

  

（アジア） 

当連結会計年度の売上高は前年同期の143,789千円から15,937千円(前年同期比88.9%減)、営業損益は

前年同期の23,735千円の損失から517千円の利益となりました。 

１ 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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② 次期の見通し 

次期のわが国経済につきましては、世界規模の景気減速、円高の進行等、実体経済の更なる冷え込み

が見込まれます。デジタル家電業界におきましても、輸出や個人消費の更なる低迷が予想されます。 

このような情勢下、当社グループは更なるコスト削減と効率的な資産運用に努め、利益の確保を目指

してまいる所存です。 

平成21年度12月期の連結業績予想は、売上高74百万円（当期比30.7%減）、営業損失143百万円（同

12.7%減）、経常損失156百万円（同39.7%減）、当期純損失157百万円（同75.3%減）を見込んでおりま

す。 

  

① 資産、負債及び純資産の状況 

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2,286,897千円減少し、7,509,360千円と

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7,154,711千円、未収入金の減少197,263千円、預け金

の増加5,329,818千円等により、前連結会計年度末と比較して2,050,606千円減少し、5,682,882千円と

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231,400千円等により、前連結会計年度末と比較して

236,290千円減少し、1,826,477千円となりました。 

総負債につきましては、買掛金の減少46,938千円、未払金の減少24,855千円等により、前連結会計年

度末と比較して79,241千円減少し、559,555千円となりました。 

純資産につきましては、当期純損失638,819千円の計上、為替換算調整勘定の減少1,568,788千円等に

より、前連結会計年度末と比較して2,207,655千円減少し、6,949,805千円となりました。 

  

② キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度における現金同等物(以下「資金」という。)は、未収入金の増加や預け金の純増加お

よび短期借入金の返済等により、前連結会計年度の7,172,251千円から17,539千円となりました。 

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、525,147千円となりました。その主な内訳は、売上債権の減少

22,104千円、未収入金の増加247,826千円、買掛金の減少42,534千円、為替差損150,637千円でありま

す。 

  

(投資活動によるキャシュ・フロー) 

投資活動の結果減少した資金は、6,022,762千円となりました。その主な内訳は、預け金の純増加

額6,022,059千円であります。 

  

(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、14,679千円となりました。その主な内訳は、短期借入金の返済

14,642千円であります。 

(2) 財政状態に関する分析
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(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
 (算出方法) 

 
  

 
  

  

平成18年12月期 平成19年12月期 平成20年12月期

自己資本比率 (％) 94.0 93.5 92.5

時価ベースの自己資本比率 (％) 334.7 97.4 108.9

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率 (年)

― 0.2 ―

インタレスト・カバレッジ・
レシオ (倍)

― 158.2 ―

    ・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 / 営業キャッシュ・フロー

    ・インスタント・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(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、連結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。
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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。 

しかしながら、当期におきましては、損失計上をしておりますので、株主の皆様には大変申し訳ござ

いませんが、引き続き無配とさせていただきたく存じます。 

  

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 グランデ・グループとの関係 

当社グループは、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。 

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

(4) 事業等のリスク
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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、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。 

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。 

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・リミテッドの間接

保有子会社であるハイテック・プレシジョン・プロダクツ・リミテッドの所有株式数は、平成20年12月31

日現在の株主名簿上では85,328千株（保有割合6.26％）となっており、エイチエスビーシー・ホンコン・

コーポレート・トラスト・アンド・ローン・エージェンシー・ディビジョン・ハイテック・プレシジョ

ン・リミテッド（以下「HSBC」という。）が468,145千株（保有割合34.34％）を所有する筆頭株主となっ

ております。しかしながら、HSBC名義の株式468,145千株に係る議決権（468,145個）は、ハイテック・プ

レシジョン・プロダクツ・リミテッドとHSBCとの契約上、ハイテック・プレシジョン・プロダクツ・リミ

テッドが行使できることを、当社はザ・グランデ・ホールディングズ・リミテッドから情報を得ておりま

す。現在、事実関係の 終確認を行っておりますが、本決算短信においては、HSBCを当社の主要株主・そ

の他の関係会社として扱わず、ハイテック・プレシジョン・プロダクツ・リミテッドを親会社として扱

い、また、同社の親会社であるザ・グランデ・ホールディングズ・リミテッド、バリカン・インベストメ

ンツ・コーポレーションおよびザ・グランデ・インターナショナル・ホールディングズ・リミテッドにつ

いても同様に、親会社として扱っております。 

  

２ 企業集団の状況
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(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。 

  

 

  

（注）ハイテック・プレシジョン・プロダクツ・リミテッドからは、大量保有報告書等により、平成19年

12月28日付で319,184千株（発行済み株式総数に対する割合23.42％）を保有している旨の報告を受

けております。 
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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。 

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

大および経費の削減等による営業損益レベルでの黒字化を目標としています。 

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、今後も

引き続き新規顧客の開拓及び市場の拡大並びに、経費の削減に取り組んでいくことにより、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。 

①当社の現状認識について 

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、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。 

  

３ 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略

(4) 会社の対処すべき課題
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４ 連結財務諸表

(1) 連結貸借対照表

前連結会計年度 

(平成19年12月31日)

当連結会計年度 

(平成20年12月31日)
比較増減

区分
注記 

番号
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 7,172,251 17,539 △7,154,711

 ２ 受取手形及び売掛金 33,545 11,440 △22,104

 ３ たな卸資産 845 838 △7

 ４ 未収入金 512,865 315,601 △197,263

 ５ 預け金 ― 5,329,818 5,329,818

 ６ その他 14,053 7,655 △6,397

 ７ 貸倒引当金 △71 △13 58

  流動資産合計 7,733,488 78.9 5,682,882 75.7 △2,050,606

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産

  (1) 建物及び構築物 ※1 182,964 184,051 1,087

    減価償却累計額 △23,886 159,078 △28,867 155,183 △4,981 △3,894

  (2) 機械装置及び運搬具 3,749 ― △3,749

    減価償却累計額 △3,114 634 ― ― 3,114 △634

  (3) 工具、器具及び備品 7,345 5,538 △1,806

    減価償却累計額 △4,504 2,840 △4,428 1,110 76 △1,729

  (4) 土地 ※1 694,904 694,904 ―

    有形固定資産合計 857,457 8.8 851,199 11.3 △6,258

 ２ 無形固定資産 940 0.0 828 0.0 △112

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 1,141,530 910,130 △231,400

  (2) 破産更生債権 ― 640 640

  (3) 保証金及び敷金 62,841 62,841 ―

  (4) 長期未収入金 ― 379,502 379,502

  (5) 貸倒引当金 ― △378,663 △378,663

   投資その他の資産合計 1,204,371 12.3 974,450 13.0 △229,920

  固定資産合計 2,062,768 21.1 1,826,477 24.3 △236,290

  資産合計 9,796,257 100.0 7,509,360 100.0 △2,286,897
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前連結会計年度 

(平成19年12月31日)

当連結会計年度 

(平成20年12月31日)
比較増減

区分
注記 

番号
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 買掛金 47,029 91 △46,938

 ２ 1年以内返済予定 

   長期借入金
※1 14,642 15,111 469

 ３ 未払金 130,342 105,487 △24,855

 ４ 未払法人税等 11,290 11,154 △135

 ５ 預り金 632 708 76

 ６ その他 3,105 3,688 582

  流動負債合計 207,043 2.1 136,242 1.8 △70,800

Ⅱ 固定負債

 １ 長期借入金 ※1 400,884 385,772 △15,111

 ２ 長期未払退職金 10,340 10,340 ―

 ３ 長期預り金 20,528 27,199 6,671

  固定負債合計 431,753 4.4 423,312 5.7 △8,440

  負債合計 638,796 6.5 559,555 7.5 △79,241

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 5,794,263 59.1 5,794,263 77.2 ―

 ２ 資本剰余金 3,900,038 39.8 3,900,027 51.9 △11

 ３ 利益剰余金 △269,934 △2.7 △908,753 △12.1 △638,819

 ４ 自己株式 △1,232 △0.0 △1,270 0.0 △37

   株主資本合計 9,423,135 96.2 8,784,267 117.0 △638,867

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ 為替換算調整勘定 △265,674 △2.7 △1,834,462 △24.5 △1,568,788

   評価・換算差額等合計 △265,674 △2.7 △1,834,462 △24.5 △1,568,788

   純資産合計 9,157,460 93.5 6,949,805 92.5 △2,207,655

   負債純資産合計 9,796,257 100.0 7,509,360 100.0 △2,286,897
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(2) 連結損益計算書

前連結会計年度 

(自 平成19年１月１日 

 至 平成19年12月31日)

当連結会計年度 

(自 平成20年１月１日 

 至 平成20年12月31日)

比較増減

区分
注記 

番号
金額(千円)

百分比 

(％)
金額(千円)

百分比 

(％)
金額(千円)

Ⅰ 売上高 275,295 100.0 107,194 100.0 △168,100

Ⅱ 売上原価 227,774 82.7 68,202 63.6 △159,572

   売上総利益 47,520 17.3 38,992 36.4 △8,528

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1 204,297 74.2 203,955 190.3 △341

   営業損失 156,776 △56.9 164,963 △153.9 8,187

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息及び配当金 161,833 65,194 △96,639

 ２ 受取賃貸料 1,722 574 △1,148

 ３ 固定資産売却益 ― 134 134

 ４ 雑収入 7,604 171,160 62.2 4,140 70,044 65.3 △3,463 △101,116

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 13,410 12,981 △428

 ２ 為替差損 50,402 150,637 100,235

 ３ 雑損失 3,649 67,461 24.5 977 164,596 153.5 △2,671 97,135

   経常損失 53,077 △19.2 259,516 △242.1 206,438

Ⅵ 特別損失

 １ たな卸資産評価損 ※2 22,853 ― △22,853

 ２ 貸倒引当金繰入額 ※3 ― 22,853 8.3 378,023 378,023 352.6 378,023 355,169

   税金等調整前当期純損失 75,930 △27.5 637,539 △594.7 561,608

   法人税、住民税 

   及び事業税
1,280 0.5 1,280 1.2 ―

   当期純損失 77,210 △28.0 638,819 △595.9 561,608
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前連結会計年度(自 平成19年１月１日 至 平成19年12月31日) 

 
  

 
  

(3) 連結株主資本等変動計算書

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12月31日残高 (千円) 5,794,263 3,900,038 △192,723 △1,106 9,500,471

連結会計年度中の変動額

 当期純損失 △77,210 △77,210

 自己株式の取得 △126 △126

 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 
(千円) ─ ─ △77,210 △126 △77,336

平成19年12月31日残高 (千円) 5,794,263 3,900,038 △269,934 △1,232 9,423,135

評価・換算差額等

純資産合計
為替換算 
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成18年12月31日残高 (千円) 69,195 69,195 9,569,667

連結会計年度中の変動額

 当期純損失 △77,210

 自己株式の取得 △126

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額) △334,869 △334,869 △334,869

連結会計年度中の変動額合計 
(千円) △334,869 △334,869 △412,206

平成19年12月31日残高 (千円) △265,674 △265,674 9,157,460
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当連結会計年度(自 平成20年１月１日 至 平成20年12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19年12月31日残高 (千円) 5,794,263 3,900,038 △269,934 △1,232 9,423,135

連結会計年度中の変動額

 当期純損失 △638,819 △638,819

 自己株式の取得 △56 △56

 自己株式の処分 △11 19 7

 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 
(千円) ― △11 △638,819 △37 △638,867

平成20年12月31日残高 (千円) 5,794,263 3,900,027 △908,753 △1,270 8,784,267

評価・換算差額等

純資産合計
為替換算 
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成19年12月31日残高 (千円) △265,674 △265,674 9,157,460

連結会計年度中の変動額

 当期純損失 △638,819

 自己株式の取得 △56

 自己株式の処分 7

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額) △1,568,788 △1,568,788 △1,568,788

連結会計年度中の変動額合計 
(千円) △1,568,788 △1,568,788 △2,207,655

平成20年12月31日残高 (千円) △1,834,462 △1,834,462 6,949,805
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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19年１月１日 

 至 平成19年12月31日)

当連結会計年度 

(自 平成20年１月１日 

 至 平成20年12月31日)

比較増減

区分
注記 

番号
金額(千円) 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 △75,930 △637,539 △561,608

 ２ 減価償却費 6,437 5,702 △735

 ３ 貸倒引当金の増加額 33 378,605 378,571

 ４ 受取利息及び配当金 △161,833 △65,194 96,639

 ５ 支払利息 13,410 12,981 △428

 ６ 為替差損 50,402 150,637 100,235

 ７ たな卸資産評価損 22,853 ― △22,853

 ８ 展示商品販売促進費引当金の減少額 △1,584 ― 1,584

 ９ 売上債権の増減額(△は増加) △21,448 22,104 43,553

 10 たな卸資産の減少額 39,855 7 △39,848

 11 未収入金の増減額(△は増加) 2,481,709 △247,826 △2,729,536

 12 仕入債務の減少額 △16,736 △42,534 △25,798

 13 その他営業活動によるキャッシュ・フロー △313,749 △153,005 160,743

     小計 2,023,419 △576,062 △2,599,481

 14 利息及び配当金の受取額 119,259 65,194 △54,065

 15 利息の支払額 △13,454 △12,999 455

 16 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 2,127,945 △525,147 △2,653,092

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 ― △1,496 △1,496

 ２ 有形固定資産の売却による収入 ― 793 793

 ３ 預け金の純増加額 ― △6,022,059 △6,022,059

  投資活動によるキャッシュ・フロー ― △6,022,762 △6,022,762

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 △14,187 △14,642 △455

 ２ 自己株式の取得による支出 △126 △37 89

  財務活動によるキャッシュ・フロー △14,313 △14,679 △365

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 115,212 △592,122 △707,334

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額(減少額△) 2,228,844 △7,154,711 △9,383,556

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 4,943,406 7,172,251 2,228,844

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 7,172,251 17,539 △7,154,711
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(5) 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19年１月１日
至 平成19年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20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。

同左
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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19年１月１日
至 平成19年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20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  ３社

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・ピーティーイー・リミテ

ッド 

サンスイ・カデン・リミテッド

(有)山水電気ＳＰＶ 

サンスイ・セールス・ピーティーイー・リミテ

ッド 

サンスイ・カデン・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。

 （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

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、持分法を適

用しておりません。

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。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。

たな卸資産

 ……同左
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前連結会計年度
(自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

（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

（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

……定額法によっております。

無形固定資産

……同左

（３）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、換算差額は純資産の部に

おける為替換算調整勘定に含めて計上してお

ります。

（３）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

（４）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。

（４）重要な引当金の計上基準

貸倒引当金

 ……同左

（５）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。

（５）重要なリース取引の会計処理方法

同左

（６）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。

（６）消費税等の会計処理方法

同左
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前連結会計年度
(自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

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 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。

６ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

同左

(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19年１月１日
至 平成19年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

(減価償却方法の変更)

当連結会計年度より、法人税法の改正（「所得税法

等の一部を改正する法律 平成19年３月30日法律第６

号」および「法人税法施行令の一部を改正する政令

平成19年３月30日 政令第83号」）に伴い、平成19年

４月１日以降に取得したものについては、改正後の法

人税法に基づく方法に変更しております。なお、この

変更に伴う当連結会計年度の損益に与える影響はあり

ません。

───────

(表示方法の変更)

前連結会計年度
(自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

(連結損益計算書)

前連結会計年度において販売費及び一般管理費につ

いては、その内訳を損益計算書に掲記しておりました

が、当連結会計年度より、その合計を一括して掲記

し、その主要な費目およびその金額を連結財務諸表に

関する注記事項に記載しております。

───────
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(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19年12月31日)

当連結会計年度 
(平成20年12月31日)

※1 イ 担保に供している資産

建   物 154,067千円

土   地 694,904千円

  計 848,972千円

※1 イ 担保に供している資産

建   物 149,890千円

土   地 694,904千円

 計 844,794千円

 

ロ 上記に対応する債務

1年以内返済予定長期借入金 14,642千円

長期借入金 400,884千円

  計 415,526千円

ロ 上記に対応する債務

1年以内返済予定長期借入金 15,111千円

長期借入金 385,772千円

 計 400,884千円

(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

※１  販売費及び一般管理費の主な内訳

給与手当等 25,254千円

福利厚生費 6,462千円

貸倒引当金繰入額 33千円

決算関係費 30,751千円

監査料 16,471千円

法務費等 15,069千円

租税公課 21,234千円

株式費 58,969千円

ビル管理費 4,659千円

減価償却費 2,141千円

※１  販売費及び一般管理費の主な内訳

給与手当等 9,982千円

福利厚生費 5,573千円

貸倒引当金繰入額 582千円

決算関係費 30,429千円

監査料 20,310千円

法務費等 35,158千円

租税公課 20,722千円

株式費 70,034千円

ビル管理費 4,146千円

減価償却費 1,412千円

※２ たな卸資産評価損の内容

   当社が保有する修理用部品在庫について、長期滞留
 状況および今後の使用見込み等の要因から、評価減を
 実施したものであります。

※２       ───────

※３       ───────

 

  

※３ 貸倒引当金繰入額の内容

当社グループが有している債権について個別に回収
可能性を検討した結果、貸倒引当金を計上したもので
あります。

－20－

山水電気㈱　（6793）　平成20年12月期　決算短信



  
前連結会計年度(自 平成19年１月１日 至 平成19年12月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

   
  

２ 自己株式に関する事項 

   
（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。 

当連結会計年度(自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

   
  

２ 自己株式に関する事項 

   
（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。 

  

(連結株主資本等変動計算書関係)

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

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) 54,727 7,985 ─ 62,712

 

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

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) 62,712 7,745 970 69,487
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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19年１月１日
至 平成19年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20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19年12月31日現在)

現金及び預金勘定 7,172,251千円

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 7,172,251千円

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20年12月31日現在)

現金及び預金勘定 17,539千円

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 17,539千円
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前連結会計年度(自 平成19年１月１日 至 平成19年12月31日) 

  

 
(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…MP3プレーヤー専用スピーカーやアンプ等の音響機器、液晶テレビの映像

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。 

  

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

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

147,791 127,503 275,295 ─ 275,295

   セグメント間の 
   内部売上高

─ ─ ─ ─ ─

計 147,791 127,503 275,295 ─ 275,295

    営業費用 167,734 94,258 261,992 170,078 432,071

  営業利益又は 
  営業損失(△)

△19,943 33,245 13,302 (170,078) △156,776

Ⅱ 資産、減価償却費 
  及び資本的支出

  資産 7,770,813 962,128 8,732,941 1,063,315 9,796,257

  減価償却費 589 5,549 6,138 298 6,437

  資本的支出 ― ― ― ― ―
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当連結会計年度(自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日) 

  

 
(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…ホームシアターシステムスピーカー、MP3プレーヤー専用スピーカー等の

音響機器、液晶テレビの映像機器、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。 

  

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

15,821 91,372 107,194 ― 107,194

   セグメント間の 
   内部売上高

― ― ― ― ―

計 15,821 91,372 107,194 ― 107,194

    営業費用 15,422 59,834 75,256 196,901 272,158

  営業利益又は 
  営業損失(△)

399 31,538 31,937 (196,901) △164,963

Ⅱ 資産、減価償却費 
  及び資本的支出

  資産 6,240,286 931,274 7,171,560 337,799 7,509,360

  減価償却費 ― 5,634 5,634 67 5,702

  資本的支出 ― 1,496 1,496 ― 1,496
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前連結会計年度(自 平成19年１月１日 至 平成19年12月31日) 

 
(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20年１月１日 至 平成20年12月31日) 

 
(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。 

  

２ 所在地別セグメント情報

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

275,295 ─ 275,295 ─ 275,295

   セグメント間の 
   内部売上高

─ 143,789 143,789 (143,789) ─

計 275,295 143,789 419,084 (143,789) 275,295

営業費用 410,860 167,525 578,385 (146,313) 432,071

営業損失 135,564 23,735 159,300 (2,524) 156,776

Ⅱ 資産 962,409 7,770,532 8,732,941 1,063,315 9,796,257

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

98,604 8,589 107,194 ― 107,194

   セグメント間の 
   内部売上高

― 7,347 7,347 (7,347) ―

計 98,604 15,937 114,542 (7,347) 107,194

営業費用 263,906 15,420 279,326 (7,159) 272,166

 営業利益又は 
 営業損失(△)

△165,301 517 △164,783 (187) △164,971

Ⅱ 資産 930,367 6,241,192 7,171,560 337,799 7,509,360
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前連結会計年度(自 平成19年１月１日 至 平成19年12月31日)      （単位：千円） 

 
(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) ヨーロッパ…スペイン 

(２) 中近東…イスラエル 

(３) アジア…香港、シンガポール、韓国 

  

当連結会計年度(自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日)      （単位：千円） 

 
(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。 

アジア…シンガポール、韓国 

  

  

 
  

  

３ 海外売上高

ヨーロッパ 中近東 アジア 計

Ⅰ 海外売上高 265 46,537 151,343 198,146

Ⅱ 連結売上高 275,295

Ⅲ 連結売上高に占める 

  海外売上高の割合
0.1％ 16.9％ 55.0％ 72.0％

アジア 計

Ⅰ 海外売上高 22,390 22,390

Ⅱ 連結売上高 107,194

Ⅲ 連結売上高に占める 

  海外売上高の割合
20.9％ 20.9％

(リース取引関係)

前連結会計年度
(自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20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

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。 同左
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前連結会計年度(自 平成19年１月１日 至 平成19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）

 
（注） １ 上記金額のうち、取引金額及び期末残高は消費税等を含んでおりません。 

２ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

取引条件は、当社と関連を有しない他の当事者と同様の条件によっております。 

  

(関連当事者との取引)

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

関係内容
取引 

内容

取引 

金額
科目

期末 

残高役員の 

兼任等

その他の

関係会社

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

―
兼任 

６名
立替取引 28,881 未収入金 97,454

その他の

関係会社

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 50,428 売掛金 21,672

その他の

関係会社

の子会社

ジ・ア ル フ

ァ・キ ャ ピ タ

ル・サ ー ビ セ

ス・リ ミ テ ッ

ド

英領バー

ジン諸島

100 

米ドル

コーポレー

ト・ファイ

ナンス

― ― 受取利息 42,573 未収入金 41,233
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当連結会計年度(自 平成20年１月１日 至 平成20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）

 
（注） １ 上記金額のうち、取引金額、アカイ・セールス・ピー・ティー・イー・リミテッド及びジ・アルフ

ァ・キャピタル・サービセス・リミテッドに対する債権の期末残高には消費税等を含んでおりませ

ん。 

２ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

取引条件は、当社と関連を有しない他の当事者と同様の条件によっております。 

  

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

関係内容
取引 

内容

取引 

金額
科目

期末 

残高役員の 

兼任等

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

―
兼任 

６名
― ―

長期未収

入金
96,370

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

―
兼任 

６名
資金の融通 203,269

長期未収

入金
220,295

親会社の

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 15,054 売掛金 7,549

親会社の

子会社

ジ・アルフ

ァ・キャピタ

ル・サービセ

ス・リミテッ

ド

英領バー

ジン諸島

100 

米ドル

コーポレー

ト・ファイ

ナンス

― ―

受取利息 7,938 ― ―

資金の預け

入れ
320,301 預け金 281,676
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前連結会計年度(自 平成19年１月１日 至 平成19年12月31日) 

１ 時価のない主な有価証券の内容 

  

 
  

当連結会計年度(自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日) 

１ 時価のない主な有価証券の内容 

  

 

  

  

 
  

  

  

  

(税効果会計関係)

前連結会計年度
(自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20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

(有価証券関係)

連結貸借対照表計上額(千円)

その他有価証券

非上場株式 1,141,530

連結貸借対照表計上額(千円)

その他有価証券

非上場株式 910,130

(デリバティブ取引関係)

前連結会計年度
(自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20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
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退職給付関係、ストック・オプション等関係、企業結合等関係に関する注記事項については、決算

短信における開示の必要が大きくないと考えられるため、開示を省略しております。 

  

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

１株当たり純資産額 6 円 72 銭 １株当たり純資産額 5 円  10 銭

１株当たり当期純損失 0 円 06 銭 １株当たり当期純損失 0 円    47 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、及び1株当たり当期純損
失であるため記載しておりません。

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

  

(注) 算定上の基礎

   １ １株当たり純資産額

連結貸借対照表の純

資産の部の合計額
9,157,460 千円

普通株式に係る純資

産額
9,157,460 千円

普通株式の発行済株

式数
1,362,999,999 株

普通株式の自己株式

数
62,712 株

１株当たり純資産額

の算定に用いられた

普通株式の数

1,362,937,287 株

(注) 算定上の基礎

   １ １株当たり純資産額

連結貸借対照表の純

資産の部の合計額
6,949,805 千円

普通株式に係る純資

産額
6,949,805 千円

普通株式の発行済株

式数
1,362,999,999 株

普通株式の自己株式

数
69,487 株

１株当たり純資産額

の算定に用いられた

普通株式の数

1,362,930,512 株

   ２ １株当たり当期純損失

当期純損失 77,210 千円

普通株主に帰属 

しない金額
─ 千円

普通株式にかかる 

当期純損失
77,210 千円

期中平均株式数 1,362,940,473 株

   ２ １株当たり当期純損失

当期純損失 638,819 千円

普通株主に帰属 

しない金額
― 千円

普通株式にかかる 

当期純損失
638,819 千円

期中平均株式数 1,362,934,617 株

(重要な後発事象)

前連結会計年度
(自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

該当事項はありません。 同左

(開示の省略)
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５ 個別財務諸表

(1) 貸借対照表

前事業年度 

(平成19年12月31日)

当事業年度 

(平成20年12月31日)
比較増減

区分
注記 

番号
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 828,998 14,706 △814,292

 ２ 受取手形 219 88 △130

 ３ 売掛金 33,326 11,352 △21,974

 ４ 貯蔵品 845 838 △7

 ５ 未収入金 ※１ 223,311 49,282 △174,029

 ６ 預け金 ― 281,676 281,676

 ７ その他 ※１ 22,061 5,347 △16,714

 ８ 貸倒引当金 △206 △156 50

  流動資産合計 1,108,556 12.1 363,134 5.1 △745,421

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産

  (1) 建物 8,642 9,729 1,087

    減価償却累計額 △3,631 5,010 △4,435 5,293 △803 283

  (2) 車両運搬具 3,749 ― △3,749

    減価償却累計額 △3,114 634 ― ― 3,114 △634

  (3) 工具、器具及び備品 4,719 5,129 409

    減価償却累計額 △3,477 1,242 △4,018 1,110 △541 △131

   有形固定資産合計 6,887 0.1 6,404 0.1 △482

 ２ 無形固定資産 940 0.0 828 0.0 △112

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 30 30 ―

  (2) 関係会社株式 3,000 3,000 ―

  (3) 関係会社長期貸付金 8,277,517 8,277,517 ―

  (4) 長期未収入金 ※１ 321,114 700,617 379,502

  (5) 破産更生債権 ― 640 640

  (6) 保証金及び敷金 ※１ 31,528 31,528 ―

  (7) 貸倒引当金 △610,131 △2,322,617 △1,712,485

 投資その他の資産合計 8,023,058 87.8 6,690,716 94.8 △1,332,342

 固定資産合計 8,030,886 87.9 6,697,949 94.9 △1,332,937

 資産合計 9,139,443 100.0 7,061,084 100.0 △2,078,359
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前事業年度 

(平成19年12月31日)

当事業年度 

(平成20年12月31日)
比較増減

区分
注記 

番号
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 買掛金 ※１ ― 1,018 1,018

 ２ 未払金 113,328 58,403 △54,925

 ３ 未払法人税等 11,220 11,084 △135

 ４ 預り金 632 708 76

 ５ その他 2,763 3,688 925

 流動負債合計 127,945 1.4 74,903 1.1 △53,041

Ⅱ 固定負債

 １ 長期未払退職金 10,340 10,340 ―

 ２ 預り敷金 20,528 27,199 6,671

 固定負債合計 30,869 0.3 37,540 0.5 6,671

 負債合計 158,814 1.7 112,444 1.6 △46,370

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 5,794,263 63.4 5,794,263 82.1 ―

 ２ 資本剰余金

  (1) 資本準備金 3,900,000 3,900,000 ―

  (2) その他資本剰余金 38 27 △11

   資本剰余金合計 3,900,038 42.7 3,900,027 55.2 △11

 ３ 利益剰余金

  (1) その他利益剰余金

     繰越利益剰余金 △712,440 △2,744,380 △2,031,940

   利益剰余金合計 △712,440 △7.8 △2,744,380 △38.9 △2,031,940

 ４ 自己株式 △1,232 △0.0 △1,270 △0.0 △37

 株主資本合計 8,980,628 98.3 6,948,639 98.4 △2,031,988

 純資産合計 8,980,628 98.3 6,948,639 98.4 △2,031,988

 負債純資産合計 9,139,443 100.0 7,061,084 100.0 △2,078,359

－32－

山水電気㈱　（6793）　平成20年12月期　決算短信



  

 
  

(2) 損益計算書

前事業年度 

(自 平成19年１月１日 

 至 平成19年12月31日)

当事業年度 

(自 平成20年１月１日 

 至 平成20年12月31日)

比較増減

区分
注記 

番号
金額(千円)

百分比 

(％)
金額(千円)

百分比 

(％)
金額(千円)

Ⅰ 売上高 275,295 100.0 98,604 100.0 △176,690

Ⅱ 売上原価 ※１ 267,751 97.3 92,100 93.4 △175,651

   売上総利益 7,543 2.7 6,504 6.6 △1,039

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1,2 194,844 70.8 224,154 227.3 29,310

   営業損失 187,300 △68.1 217,650 △220.7 30,349

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息及び配当金 ※１ 84,081 46,241 △37,839

 ２ 受取賃貸料 1,722 574 △1,148

  ３ 固定資産売却益 ― 134 134

 ４ 雑収入 4,924 90,728 33.0 2,176 49,127 49.8 △2,748 △41,601

Ⅴ 営業外費用

 １ 為替差損 1,522 149,384 147,861

 ２ 雑損失 794 2,316 0.8 977 150,362 152.5 183 148,045

   経常損失 98,888 △35.9 318,885 △323.4 219,996

Ⅵ 特別損失

 １ 貸倒引当金繰入額 ※３ 450,630 1,711,844 1,261,214

 ２ たな卸資産評価損 ※４ 22,853 473,483 172.0 ― 1,711,844 1,736.1 △22,853 1,238,361

 税引前当期純損失 572,372 △207.9 2,030,730 △2,059.5 1,458,357

   法人税、住民税 

   及び事業税
1,210 0.4 1,210 1.2 ―

   当期純損失 573,582 △208.3 2,031,940 △2,060.7 1,458,357
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前事業年度(自 平成19年１月１日 至 平成19年12月31日) 

 
  
  

(3) 株主資本等変動計算書

株主資本

資本金

資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金

平成18年12月31日残高  

(千円)
5,794,263 3,900,000 38

事業年度中の変動額

 自己株式処分差益

 当期純損失

 自己株式の取得

 自己株式の処分

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 

(千円)
― ― ―

平成19年12月31日残高 

(千円)
5,794,263 3,900,000 38

株主資本

純資産合計
利益剰余金

自己株式 株主資本合計その他利益剰余金

繰越利益剰余金

平 成 18 年 12 月 31 日 残 高
（千円）

△138,858 △1,106 9,554,336 9,554,336

事業年度中の変動額

 自己株式処分差益

 当期純損失 △573,582 △573,582 △573,582

 自己株式の取得 △126 △126 △126

 自己株式の処分

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
（合計）

△573,582 △126 △573,708 △573,708

平 成 19 年 12 月 31 日 残 高
（千円）

△712,440 △1,232 8,980,628 8,980,628
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当事業年度(自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日) 

 
  

 
  

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金

平成19年12月31日残高  

(千円)
5,794,263 3,900,000 38

事業年度中の変動額

 当期純損失

 自己株式の取得

 自己株式の処分 △11

 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 

(千円)
― ― △11

平成20年12月31日残高 

(千円)
5,794,263 3,900,000 27

株主資本

純資産合計
利益剰余金

自己株式 株主資本合計その他利益剰余金

繰越利益剰余金

平成19年12月31日残高 

(千円)
△712,440 △1,232 8,980,628 8,980,628

事業年度中の変動額

 当期純損失 △2,031,940 △2,031,940 △2,031,940

 自己株式の取得 △56 △56 △56

 自己株式の処分 19 7 7

 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 

(千円)
△2,031,940 △37 △2,031,988 △2,031,988

平成20年12月31日残高 

(千円)
△2,744,380 △1,270 6,948,639 6,948,639
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(4) 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

前事業年度
(自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日)

当事業年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

当社は当事業年度を含め、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。

 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。

同左
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(5) 重要な会計方針

前事業年度
(自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日)

当事業年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法

時価のないその他有価証券及び子会社

株式については総平均法による原価法

によっております。

同左

２ たな卸資産の評価基準及

び評価方法

貯蔵品

  移動平均法による原価法によって

おります。

同左

３ 固定資産の減価償却の方

法

減価償却は法人税法に規定する方法と

同一の基準によっております。

有形固定資産……定率法

無形固定資産……定額法

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。

同左

５ 引当金の計上基準 貸倒引当金：債権の貸倒損失に備える

ため、過去の貸倒発生率及び個

別的な債権の貸倒見積額に基づ

いた金額を計上しております。

同左

６ 消費税等の会計処理

の方法

消費税等の会計処理は、税抜方式によ

っております。

同左

(6) 重要な会計方針の変更

前事業年度
(自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日)

当事業年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

減価償却方法の変更 当事業年度より、法人税法の改正

（「所得税法等の一部を改正する法律

平成19年３月30日法律第６号」および

「法人税法施行令の一部を改正する政

令 平成19年３月30日 政令第83

号」）に伴い、平成19年４月１日以降

に取得したものについては、改正後の

法人税法に基づく方法に変更しており

ます。なお、この変更に伴う当事業年

度の損益に与える影響はありません。

          ───────
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(表示方法の変更)

前事業年度
(自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日)

当事業年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

損益計算書 前事業年度において販売費及び一般

管理費については、その内訳を損益計

算書に掲記しておりましたが、当事業

年度より、その合計を一括して掲記

し、その主要な費目およびその金額を

個別財務諸表に関する注記事項に記載

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19年12月31日)

当事業年度 
(平成20年12月31日)

 

※１ 関係会社に係る注記

    関係会社に対する資産及び負債には区分掲記さ

れたもののほか次のものがあります。

流動資産

  未収入金 2,063千円

  その他 10,317千円

固定資産

  長期未収入金 321,114千円

  保証金及び敷金 31,312千円

※１ 関係会社に係る注記

    関係会社に対する資産及び負債には区分掲記さ

れたもののほか次のものがあります。

流動資産

 未収入金 15,538千円

固定資産

 長期未収入金 321,114千円

 保証金及び敷金 31,312千円

流動負債

 買掛金 1,018千円

２ 追加情報：

  (1) グランデ・グループとの関係

ザ・グランデ・ホールディングズ・リミテッド

は、当社の主要株主である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

ドを通じて、平成19年12月31日（当事業年度

末）現在、当社の株式を382,227千株（保有割

合 28.04％）間接保有しております。

２ 追加情報：

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・リミテッドの間

接保有子会社であるハイテック・プレシジョン・プ

ロダクツ・リミテッドの所有株式数は、平成20年12

月31日現在の株主名簿上では85,328千株（保有割合

6.26％）となっており、エイチエスビーシー・ホン

コン・コーポレート・トラスト・アンド・ローン・

エージェンシー・ディビジョン・ハイテック・プレ

シジョン・リミテッド（以下「HSBC」という。）が

468,145千株（保有割合34.34％）を所有する筆頭株

主となっております。しかしながら、HSBC名義の株

式468,145千株に係る議決権（468,145個）は、ハイ

テック・プレシジョン・プロダクツ・リミテッドと

HSBCとの契約上、ハイテック・プレシジョン・プロ

ダクツ・リミテッドが行使できることを、当社は

ザ・グランデ・ホールディングズ・リミテッドから

情報を得ております。現在、事実関係の 終確認を

行っておりますが、本決算短信においては、HSBCを

当社の主要株主・その他の関係会社として扱わず、

ハイテック・プレシジョン・プロダクツ・リミテッ

ドを親会社として扱い、また、同社の親会社である

ザ・グランデ・ホールディングズ・リミテッド、バ

リカン・インベストメンツ・コーポレーションおよ

びザ・グランデ・インターナショナル・ホールディ

ングズ・リミテッドについても同様に、親会社とし

て扱っております。
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(損益計算書関係)

前事業年度
(自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日)

当事業年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

※１ 関係会社との取引に係る注記

   区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている

関係会社に対する主なものは次のとおりでありま

す。

※１ 関係会社との取引に係る注記

   区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている

関係会社に対する主なものは次のとおりでありま

す。

 

商品仕入高 146,313千円

売上原価 45,017千円

販売費及び一般管理費 17,607千円

受取利息 38,201千円
 

商品仕入高 7,159千円

売上原価 41,644千円

販売費及び一般管理費 20,980千円

受取利息 38,201千円

 

※２ 販売費及び一般管理費の主な内訳

給与手当等 14,882千円

福利厚生費 6,462千円

貸倒引当金繰入額 168千円

決算関係費 30,751千円

監査料 16,000千円

法務費等 13,722千円

租税公課 21,110千円

株式費 58,969千円

ビル管理費 4,659千円

減価償却費 1,552千円

賃借料 17,607千円
 

※２ 販売費及び一般管理費の主な内訳

給与手当等 9,982千円

福利厚生費 5,573千円

貸倒引当金繰入額 590千円

決算関係費 30,429千円

監査料 20,000千円

法務費等 34,788千円

租税公課 20,696千円

株式費 70,034千円

ビル管理費 4,146千円

減価償却費 1,412千円

賃借料 20,980千円

※３ 貸倒引当金繰入額の内容 ※３ 貸倒引当金繰入額の内容

サンスイ・セールス・ピーティーイー・リ
ミテッドにおいて債務超過額が拡大したこと
により、同社に対する債権の回収可能性を検
討した結果、引当てたものであります。

子会社であるサンスイ・セールス・ピーティー
イー・リミテッドにおいて、為替換算差損の発生
により同社の債務超過額が拡大したことにより、
同社に対する債権の回収可能性を検討した結果、
貸倒引当金を積増しすることとしたため、特別損
失として貸倒引当金繰入額1,333,821千円を計上
いたしました。 
 また、その他の債権について個別に回収可能性
を検討した結果、貸倒引当金を計上することとし
たため、特別損失として貸倒引当金繰入額
378,023千円を計上いたしました。

※４ たな卸資産評価損の内容 ※４       ───────

当社が保有する修理用部品在庫について、長期

滞留状況および今後の使用見込み等の要因から、

評価減を実施したものであります。
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前事業年度(自 平成19年１月１日 至 平成19年12月31日） 

１ 自己株式に関する事項 

   
  （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ます。 

  

当事業年度(自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日） 

１ 自己株式に関する事項 

   
  （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。 

  

  

前事業年度(自 平成19年1月1日  至 平成19年12月31日現在) 

該当事項はありません。 

  

当事業年度(自 平成20年1月1日  至 平成20年12月31日現在) 

該当事項はありません。 

  

  

前事業年度(平成19年12月31日現在) 

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。 

  

当事業年度(平成20年12月31日現在) 

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。 

  

(株主資本等変動計算書関係)

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(株） 54,727 7,985 ─ 62,712

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(株） 62,712 7,745 970 69,487

(リース取引関係)

(有価証券関係)
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(税効果会計関係)

前事業年度           
（平成19年12月31日）

当事業年度           
（平成20年12月31日）

当事業年度においては、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

(１株当たり情報)

前事業年度
(自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日)

当事業年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

１株当たり純資産額 6 円 59 銭 １株当たり純資産額 5 円 10銭

 
１株当たり当期純利益 0 円 42 銭

  
１株当たり当期純損失 1 円 49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、潜在株式が存在しないため、及び１株当たり当期純
損失であるため記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について
は、潜在株式が存在しないため、及び１株当たり当期純
損失であるため記載しておりません。

 

(注) 算定上の基礎

   １ １株当たり純資産額

貸借対照表の純資産
の部の合計額

8,980,628千円

普通株式に係る純資
産額

8,980,628千円

普通株式の発行済株
式数

1,362,999,999株

普通株式の自己株式
数

62,712株

1株当たりの純資産
額の算定に用いられ
た普通株式の数

1,362,937,287株

  

(注) 算定上の基礎

   １ １株当たり純資産額

貸借対照表の純資産
の部の合計額

6,948,639千円

普通株式に係る純資
産額

6,948,639千円

普通株式の発行済株
式数

1,362,999,999株

普通株式の自己株式
数

69,487株

1株当たりの純資産
額の算定に用いられ
た普通株式の数

1,362,930,512株

   ２ １株当たり当期純損失

当期純損失 573,582千円

普通株主に帰属 

しない金額
― 千円

普通株式にかかる 

当期純損失
573,582千円

期中平均株式数 1,362,940,473株

   ２ １株当たり当期純損失

当期純損失 2,031,940千円

普通株主に帰属 

しない金額
― 千円

普通株式にかかる 

当期純損失
2,031,940千円

期中平均株式数 1,362,934,617株

(重要な後発事象)

前事業年度
(自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日)

当事業年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

該当事項はありません。 同左
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

６ その他

(1) 役員の異動

(2) その他
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