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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

（注１）当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しており

ません。 

（注２）売上高には、消費税等は含まれておりません。 

（注３）第86期第１四半期連結累計（会計）期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につきましては、四半

期純損失が計上されておりますので記載しておりません。 

回次 
第86期 

第１四半期連結
累計(会計)期間

第85期 

会計期間 

自平成20年 
４月１日 
至平成20年 
６月30日 

自平成19年 
４月１日 
至平成20年 
３月31日 

売上高（千円） 20,899,167 59,093,787 

経常利益又は 

経常損失(△）（千円） 
△45,285 1,084,044 

当期純利益又は 

四半期純損失（△）（千円） 
△325,698 477,073 

純資産額（千円） 14,135,269 14,817,175 

総資産額（千円） 61,502,013 69,610,417 

１株当たり純資産額（円） 287.05 304.88 

１株当たり当期純利益又は 

四半期純損失金額（△）（円） 
△8.48 18.87 

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円） 
－ 15.03 

自己資本比率（％） 17.9 16.8 

営業活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
△1,865,243 3,251,706 

投資活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
△619,191 33,740 

財務活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
△1,845,031 3,023,755 

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円） 
7,739,671 12,173,456 

従業員数（人） 4,624 4,338 
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２【事業の内容】 

 当第１四半期連結会計期間において、当社グループ（当社および当社の関係会社）が営む事業の内容について、重

要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。 

３【関係会社の状況】 

 当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

４【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

 （注１） 従業員数は、就業人員（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの

出向者を含んでおります。）であり、臨時雇用者数は（ ）内に当第１四半期連結会計期間の平均人員を外数

で記載しております。 

 （注２） 臨時雇用者には、パートタイマー、派遣社員および嘱託契約の従業員を含んでおります。 

(2）提出会社の状況 

 （注１） 従業員数は、就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含んでおります。）で

あり、臨時雇用者数は（ ）内に当第１四半期会計期間の平均人員を外数で記載しております。 

 （注２） 臨時雇用者には、パートタイマー、派遣社員および嘱託契約の従業員を含んでおります。 

平成20年６月30日現在

従業員数（人） 4,624 (919) 

平成20年６月30日現在

従業員数（人） 412 (91) 
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第２【事業の状況】 

１【生産、受注及び販売の状況】 

(1）生産実績 

 当第１四半期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。

 （注１） 金額は販売価格によっており、セグメント間の内部振替前の数値によっております。 

 （注２） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(2）受注状況 

 当社グループは見込生産を行っているため、該当事項はありません。 

(3）販売実績 

 当第１四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

 （注１） セグメント間の取引については相殺消去しております。 

 （注２） 当第１四半期連結会計期間における主な相手先別の販売実績および当該販売実績の総販売実 

      績に対する割合は次のとおりであります。 

  （注３） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

事業の種類別セグメントの名称 
当第１四半期連結会計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

前年同期比（％） 

ＡＶＣ事業（千円） 6,879,357 － 

ＯＥＭ事業（千円） 7,844,326 － 

合計（千円） 14,723,684 － 

事業の種類別セグメントの名称 
当第１四半期連結会計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

前年同期比（％） 

ＡＶＣ事業（千円） 13,171,523 － 

ＯＥＭ事業（千円） 7,189,737 － 

不動産賃貸事業（千円） 130,832 － 

その他事業（千円） 407,075 － 

合計（千円） 20,899,167 － 

相手先 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

金額（千円） 割合(％) 

 トヨタ自動車㈱ 2,237,716 10.7 

3



２【経営上の重要な契約等】 

当第１四半期連結会計期間において、新たに締結した重要な契約契約は次のとおりであります。 

技術導入契約 

株式交換契約および合併契約 

当社は、平成20年５月15日開催の取締役会決議に基づき、株式会社ソーテックとの間で、両社の有する事業を発展

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５月15日に株式交換契約および合併契約

を締結いたしました。 

株式交換および合併の概要は、以下のとおりであります。 

１．株式交換 

(1) 株式交換の内容 

  当社を完全親会社とし、株式会社ソーテックを完全子会社とする株式交換 

(2) 株式交換の日 

  平成20年７月22日 

(3) 株式交換の方法 

  株式交換日現在の株式会社ソーテックの株主名簿（実質株主名簿を含む。）に記載または記録された株主 

 に対して、当社は普通株式7,405,065株を新たに発行し、割当交付いたしました。 

(4) 株式交換比率 

(5) 株式交換比率の算定根拠 

  本株式交換に係る株式交換比率については、その公正性および妥当性を期すため、オンキヨー株式会社 

 （以下、「オンキヨー」という。）および株式会社ソーテック（以下、「ソーテック」という。）がそれぞれ

 別個に、両社から独立した第三者機関に株式交換比率の算定を依頼することとし、オンキヨーは大和証券エス

 エムビーシー株式会社（以下、「大和証券ＳＭＢＣ」という。）を、ソーテックは株式会社ＫＰＭＧ ＦＡＳ 

 （以下、「ＫＰＭＧ ＦＡＳ」という。）をそれぞれ第三者算定機関として選定いたしました。 

  大和証券ＳＭＢＣは、オンキヨーおよびソーテックの両社の株式価値について、両社株式とも上場しており

 市場株価が存在することから市場株価法による分析を行い、また、両社についてそれぞれの将来の収益性を考

 慮した理論株価による検証を行う目的から、ディスカウンテッド・キャッシュフロー法（以下「ＤＣＦ法」と

 いう。）による分析を行い、交換比率を算定しました。 

  一方、ＫＰＭＧ ＦＡＳは、ソーテックおよびオンキヨーの両社の株式価値について、両社が上場会社であ 

 り市場で取引されている株価が測定可能であることから市場株価法による分析、また、将来の事業活動の状況

 を算定に反映するためＤＣＦ法による分析を行い、交換比率を算定いたしました。 

  これらの算定結果を参考に、両社で協議し交換比率を決定いたしました。 

(6) 株式交換完全親会社となる会社の概要 

  資本金   1,866,531千円（平成20年３月31日現在） 

  事業内容  デジタルホームオーディオ・ビデオ関連製品、ＰＣおよびＰＣペリフェラル製品、 

        オーディオコンポーネント・デバイス製品ならびに車載用、家電用スピーカーおよび 

        自動車部品等の製造・販売 

２．合併 

(1) 合併の方法 

  株式交換の効力発生を条件として、当社が株式会社ソーテックを吸収合併する方法により行います。なお、

当該合併により、株式会社ソーテックは解散いたします。また、本合併につき、当社は簡易合併、株式会社ソー

テックは略式合併の方法により行います。 

(2) 合併期日 

  平成20年９月１日 

相手先 国名 契約の内容 契約名称 契約期間 

㈱東芝 日本 
パーソナルコンピューターにおけ

る特許実施権の許諾 
特許実施権許諾 

平成20年４月１日から 

平成25年３月31日まで 

  当社 
株式会社 
ソーテック 

株式交換比率 1 79 
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(3) 吸収合併存続会社となる会社の概要 

  資本金   1,866,531千円（平成20年３月31日現在） 

  事業内容  デジタルホームオーディオ・ビデオ関連製品、ＰＣおよびＰＣペリフェラル製品、 

        オーディオコンポーネント・デバイス製品ならびに車載用、家電用スピーカーおよび 

        自動車部品等の製造・販売 

３【財政状態及び経営成績の分析】 

１ 業績等の概要  

 (1) 業績 

 当第１四半期連結会計期間（以下、当四半期）における世界経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した

金融不安、原油価格の高騰や食料品など生活必需品の世界的な物価上昇により、消費者の購買意欲の減退が顕著とな

るに伴い景気後退リスクが高まってきており、世界経済は今後も厳しい状況が続くものと見込まれます。 

 当社グループはこのような経営環境のもと、今後の更なる成長を図るべく、株式会社ソーテックを子会化し、低迷

する日本国内市場を強化しＰＣ事業に本格的に参入するとともに、自動車部品事業を展開するテクノエイト株式会社

を完全子会社化することにより、事業ポートフォリオのバランス化を図り、グループの安定的・継続的成長を実現す

る体制を整えました。 

  当四半期における当社グループの売上高は、テクノエイトグループおよび株式会社ソーテックの売上高が大きく寄

与するとともに、前年度に引き続き好調なＡＶレシーバーの貢献により海外での売上高が伸長した結果208億99百万

円となりました。一方、営業損益は、原材料価格の高騰や中国および東南アジア通貨上昇の影響による製造コストア

ップなどにより、１億４百万円の営業損失となりました。また、投資有価証券評価損１億40百万円などを特別損失に

計上した結果、税金等調整前当四半期純損失は、２億53百万円となり、四半期純損失は３億25百万円となりました。

 事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

① ＡＶＣ事業 

 海外市場の売上高は、前年度に市場投入し主要市場において高い評価を受けた「ニューＡＶレシーバーシリーズ」

が、年末商戦以降も販売が好調に推移したことにより、68億10百万円となりました。また、国内市場ではシステムオ

ーディオ市場の縮小傾向はあるものの、オーディオの売上高は前年同期並みをキープする一方、株式会社ソーテック

の寄与により63億61百万円となりました。以上により、ＡＶＣ事業の売上高は、131億71百万円となりました。一

方、営業利益は、原材料価格高騰による製造コストの上昇などにより14百万円にとどまりました。 

② ＯＥＭ事業 

 ＯＥＭ事業の売上高は、自動車部品事業を展開するテクノエイトグループの売上高46億64百万円が大きく貢献し、

71億89百万円となりました。スピーカー関連製品の売上高は、車載用スピーカーの需要が回復したものの、ゲーム機

器、フラットテレビ向けスピーカーなどの受注が伸び悩んだことにより、25億24百万円となりました。また、営業損

益におきましては、テクノエイトグループの利益貢献があったものの、原材料価格の高騰を販売価格への転嫁が進め

られないスピーカー関連製品の採算性が悪化した為、損益は５百万円の営業損失となりました。 

③ 不動産賃貸事業 

 不動産賃貸事業における売上高は、前年同期並みの１億30百万円となりました。また、営業利益についても、前年

同期並みの93百万円となりました。 

④ その他事業 

 その他事業の売上高は、前年同期を若干下回る４億７百万円となりましたが、損益は前年同期より若干改善し46百

万円の営業損失となりました。 

 所在地別セグメントの業績は次のとおりであります。 

① 日本 

 日本国内におけるＡＶＣ事業は、株式会社ソーテックの売上高への寄与により大幅増収となり、ＯＥＭ事業ではテ

クノエイト株式会社の売上高への寄与により大幅増収となった結果、売上高は137億45百万円となりました。営業損

益は、51百万円の損失となりました。 

② 北米 

 北米のＡＶＣ事業は、ＡＶレシーバーの販売が好調を維持し増収となりましたが、ＯＥＭ事業は車載用スピーカー

の落ち込みにより減収となりました。その結果、北米における売上高は40億14百万円となりました。一方、営業損益

は、46百万円の損失となりました。 

③ 欧州 

 欧州においては、イギリス・ドイツ・オーストリアなどの直販地域での販売チャネルの順調な拡大に加え、フラン

ス・イタリア等の代理店においても堅調に売上を伸ばし、売上高は20億73百万円となりました。また損益につきまし

ても、売上高の増加にともない78百万円の営業利益となりました。 

④ アジア 

 アジア地域の売上高は、ゲーム機器向けマイクロスピーカーやフラットテレビ向けスピーカーの受注減少をテクノ

エイト株式会社の子会社、テクノエイトフィリピンの販売が補い、10億64百万円となりました。一方損益は、76百万

円の営業利益となりました。 

２ キャッシュ・フローの状況 

 当四半期末における現金及び現金同等物の残高は、前期末に対し44億33百万円減少し77億39百万円となりました。
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 当四半期における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、18億65百万円の減少となりました。これはおもに、生産の海外移管や海外

調達部材の増加により現金決済が増加した事などによる仕入債務の減少によるものであります。 

（投資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・フローは６億19百万円の減少となりました。これはおもに有形固定資産の取得による

現金支出によるものであります。 

（財務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・フローは18億45百万円の減少となりました。これは、有利子負債の返済16億52百万円

と配当金の支払１億92百万円によるものであります。 

  ３ 事業上及び財務上の対処すべき課題 

 当四半期において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。 

  ４ 研究開発活動 

 当四半期におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、６億59百万円であります。 

なお、当四半期において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。 

５ 経営成績の重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し 

 当社グループを取り巻く事業環境は、米国のサブプライムローン問題に端を発した金融不安、原油価格の高騰によ

るインフレ懸念及び景気後退リスクの高まりなどにより、今後も厳しい状況が続くものと見込まれます。また経営成

績に重要な影響を与える要因としましては、平成20年３月期決算短信にて開示しております事業等のリスクに記載の

とおりであります。 

 当社グループはこのような状況をふまえ、経営戦略「全速プランＶ６２５」（平成19年３月期決算短信により開

示）のもと、株式会社ソーテックを子会化し、国内ＡＶＣ市場を強化するとともに、自動車部品事業を展開するテク

ノエイト株式会社を完全子会社化しＯＥＭ事業の強化を図るとともに、事業ポートフォリオのバランス化を図るなど

の組織再編を実施いたしました。その結果、今年度の連結売上高は600億円をはるかに上回る見通しとなります。な

お、原材料価格の高騰や世界経済の今後の懸念要因などを踏まえ、当該経営戦略につきましては抜本的な見直しが必

要と判断しております。 

６ 資本の財源及び資金の流動性についての分析 

 当社グループの資金状況は、キャッシュ・フローの状況に記載のとおりでありますが、当四半期末において77億39

百万円の現金及び現金同等物の残高があり、当面の資金需要に対し十分な資金を保有しております。年末商戦に向け

た生産の増加による材料の購入・生産設備の増強などの資金需要に対応するため、第２四半期に金融機関より50億円

程度の資金調達を行う予定であります。 

７ 経営者の問題認識と今後の方針について 

 当社グループの経営陣は、原材料価格の高騰などによる原価上昇要因に対し、熾烈な市場競争による販売価格の低

下、並びに消費者価値観の多様化と変化の短期化に大きな危機感を持っており、新たな経営理念（ビジョン）『 ～

ＶＡＬＵＥ ＣＲＥＡＴＩＯＮ～ 常に新しい価値提案を行い、驚きと感動で未来を動かそう 』を掲げ、経営指針の

達成に向け全力で取り組みを続けてまいります。 
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第３【設備の状況】 
(1）主要な設備の状況 

 当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

(2）設備の新設、除却等の計画 

 当第１四半期連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な

変更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。 
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第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

（１）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

（注）平成20年７月22日付の株式交換により普通株式を7,405,065株発行したことにより、提出日現在発行数が増加して

おります。 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 80,000,000 

計 80,000,000 

種類 
第１四半期会計期間末現
在発行数（株） 
（平成20年６月30日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成20年８月８日） 

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名 

内容 

普通株式 40,424,600 47,829,665 
ジャスダック 

証券取引所 
－ 

計 40,424,600 47,829,665 － － 
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（２）【新株予約権等の状況】 

 新株予約権付社債に関する事項は、次のとおりであります。 

① 旧商法第341条ノ２の規定に基づく新株予約権付社債は、次のとおりであります。 

第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（平成17年２月28日発行） 

 （注） 本新株予約権の行使に際して払込をなすべき１株あたりの額は、当初194円(以下、「転換価額」という。)と

する。ただし、当社の普通株式数に変更または変更の可能性が生じる場合は、次に定めるところに従い転換価額

を調整することがある。 

 
第１四半期会計期間末現在 
（平成20年６月30日） 

新株予約権付社債の残高（円） 756,600,000 

新株予約権の数（個） 1 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 3,900,000 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 756,600,000 

新株予約権の行使期間 
自 平成17年３月１日 

至 平成21年３月２日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）（注） 

発行価格    194 

資本組入額    97 

新株予約権の行使の条件 

当社が本社債につき期限の利益を喪失した場合には、以

後新株予約権を行使することはできないものとする。ま

た、本新株予約権の一部行使はできないものとする。 

新株予約権の譲渡に関する事項 

旧商法第341条ノ２第４項の定めにより本社債の社債部分

と本新株予約権のうち一方のみを譲渡することはできな

い。 

代用払込みに関する事項 － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － 
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（1）転換価額の調整 

（イ）転換価額は、本社債発行後、以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり各転換価額を調

整する。 

（ⅰ）株式の分割により当社普通株式を発行する場合、以下の算式により転換価額を調整する。 

ただし、以下の算式における「発行済普通株式数」には、当社が保有する自己株式の数及び株式分割により

当社の有する当社の普通株式に割り当てられる株式の数を含まないものとする。 

       調整後の転換価額は、株式分割のための株主割当日の翌日以降これを適用する。 

（ⅱ）当社普通株式の株式併合を行う場合には、株式併合の効力発生のときをもって次の算式により転換価額を

調整する。 

 ただし、以下の算式における「発行済普通株式数」には、当社の有する当社の普通株式の数は含まないも

のとする。 

（ⅲ）調整前の転換価額を下回る金額をもって当社の普通株式を発行、または当社が保有する当社の普通株式を

処分する場合、かかる発行または処分における1株当たりの発行価額または処分価額をもって調整後の転換

価額とする。なお、調整後の転換価額は、払込期日の翌日以降、また、株主割当日がある場合には、その日

の翌日以降これを適用する。 

（ⅳ）調整前の転換価額を下回る価額をもって当社の普通株式に転換される株式を発行または処分する場合、か

かる株式の払込期日に、また、株主割当日がある場合にはその日に、発行または処分される株式全てが転換

されたものとみなし、かかる株式の１株当たりの転換価額をもって、調整後の転換価額とする。調整後の転

換価額は、払込期日の翌日以降、また、株主割当日がある場合にはその日の翌日以降これを適用する。 

（v）新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。以下同じ。）の行使により発行される新株（当社

の普通株式に転換される株式を含む。）１株当たりの発行価額（旧商法280条ノ20第４項または第341条ノ15

第５項に規定される。）が調整前の転換価額を下回ることになる新株予約権を発行する場合、かかる新株予

約権の発行日に、また、株主割当日がある場合にはその日に、発行される新株予約権全てが行使されたもの

とみなし、かかる新株予約権の行使により発行される新株１株の発行価額をもって、調整後の転換価額とす

る。調整後の転換価額は、その発行日の翌日以降、また、株主割当日がある場合にはその日の翌日以降これ

を適用する。 

（ⅵ）本項の規定の適用その他の事由により、新株予約権の行使または普通株式に転換される株式の転換により

発行される株式の数が変更された場合、直ちに、そのような変更が新株予約権または普通株式に転換される

株式が発行された時点から行われたものとみなして転換価額を調整する。 

（ロ）前（イ）に掲げた事由によるほか、当社の発行済普通株式数(ただし、当社が保有する当社の普通株式の数

を除く。) の増加または増加の可能性を生ずる事由の発生によって転換価額の調整を必要とするときは、当社

は、転換価額の調整を適切に行うものとする。 

（ハ）転換価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第１位まで算出し、小数第１位を四捨五入す

る。 

（ニ）転換価額の調整に際し計算を行った結果、調整後転換価額と調整前転換価額との差額が１円未満にとどまる

ときは、転換価額の調整はこれを行わない。 

（ホ）当社は、本項の定めにより転換価額の調整を行う場合、これに先立ち社債権者に対して書面をもってこれを

通知する。この書面には、転換価額の調整がある旨、調整後の転換価額、並びに転換により発行すべき普通株

式数を記載する。 

（2）前項の定めに関わらず、ある種類の株式の転換により当社の普通株式を発行若しくは処分するとき、または新

株予約権の行使により当社の株式を発行若しくは処分するときは、転換価額の調整は行わない。 

調整後転換価額 ＝ 調整前転換価額 × 
株式分割前発行済普通株式数 

株式分割後発行済普通株式数 

調整後転換価額 ＝ 調整前転換価額 × 
併合前発行済普通株式数 

併合後発行済普通株式数 

10



② 会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。 

第２回無担保転換社債型新株予約権付社債（平成19年８月15日発行） 

 （注） 本新株予約権の行使に際して払込をなすべき１株あたりの額は、当初265円(以下、「転換価額」という。)と

する。ただし、当社の普通株式数に変更または変更の可能性が生じる場合は、次に定めるところに従い転換価額

を調整することがある。 

 
第１四半期会計期間末現在 
（平成20年６月30日） 

新株予約権付社債の残高（円） 1,080,000,000 

新株予約権の数（個） 10 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 4,075,471 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1,080,000,000 

新株予約権の行使期間 
自 平成19年８月15日 

至 平成24年８月14日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）（注） 

発行価格   265 

資本組入額  133 

新株予約権の行使の条件 

当社が本社債につき期限の利益を喪失した場合には、以

後新株予約権を行使することはできないものとし、当社

が本社債を買入れ当該本社債にかかる社債部分を消却し

た場合における当該本社債にかかる本新株予約権につい

ても同様とする。本新株予約権の一部行使はできないも

ととする。 

新株予約権の譲渡に関する事項 

本新株予約権は、会社法第254条第２項及び第３項の定め

により本社債の社債部分と本新株予約権のうち一方のみ

を譲渡することはできない。 

代用払込みに関する事項 － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － 
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１ 転換価額の調整 

(1) 当社は、本新株予約権付社債の発行後、本項第(2)号①から③までに掲げる各事項により当社普通株式数に変

更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式（以下「転換価額調整式」という。）

により転換価額の調整を行う。 

 調整後の転換価額は、株式分割のための株主割当日の翌日以降これを適用する。 

(2) 転換価額調整式により本新株予約権付社債の転換価額の調整を行う場合及びその調整後の転換価額の適用時

期は、次に定めるところによる。 

① 本項第(3)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合（ただし、当社の発行

した取得請求権付株式、取得条項付株式もしくは取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付されたもの

を含む。）の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付

社債に付されたものを含む。）その他の証券もしくは権利の請求又は行使による場合を除く。）。 

 調整後の転換価額は払込期日（募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日とする。

以下同じ。）の翌日以降、当社普通株式の株主（以下「普通株主」という。）に割当てを受ける権利を与え

るための基準日がある場合はその翌日以降、これを適用する。 

② 当社普通株式の株式分割又は無償割当てをする場合 

 調整後の転換価額は、当社普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当てに

ついて普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降、また当社普通株

式の無償割当てについて普通株主に割当てを受ける権利を与えるために基準日がない場合又は株主（普通株

主を除く。）に当社普通株式の無償割当てをする場合には当該割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用

する。 

③ 本項第(3)号②に定める時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する旨の定めがある取得請求権付株

式、取得条項付株式もしくは取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）を発行又

はその取得と引換えに交付する場合（無償割当ての場合を含む。）又は本項第(3)号②に定める時価を下回る

対価をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）そ

の他の証券もしくは権利を発行する場合（無償割当ての場合を含む。） 

 調整後の転換価額は、発行される取得請求権付株式、取得条項付株式もしくは取得条項付新株予約権（新

株予約権付社債に付されたものを含む。）又は新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）そ

の他の証券又は権利（以下「取得請求権付株式等」という。）の全てが当初の条件で請求又は行使され、当

社普通株式が交付されたものとみなして転換価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日（新株予約

権及び新株予約権付社債の場合は、割当日）又は無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。た

だし、普通株主に割当ての権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降、これを準用する。 

 上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式等が発行さ

れた時点で確定していない場合は、調整後の転換価額は当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付

株式等の全てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして転

換価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。 

④ 本項第(2)号①から③までの各取引において、株主に割当を受ける権利を与えるための基準日が設定され、

かつ各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としてい

るときには本項第(2)号①から③にかかわらず、調整後の転換価額は、当該承認があった日の翌日以降、これ

を適用する。 

 この場合において当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに、本新株予約権を行使した新株

予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付するものとする。 

 この場合に１株未満の端数が生じた場合はこれを切り捨て、現金による調整は行わない。 

調整後転換価額 ＝ 調整前転換価額 × 
既発行普通株式数 ＋ 

交付普通株式 × １株あたりの払込金額

時価 

 既発行普通株式数 ＋ 交付普通株式数  

株式数 ＝  
調整前転換価額 － 調整後転換価額 × 

調整前転換価額により当該 

期間内に交付された株式数 

調整後転換価額 
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(3)  

① 転換価額調整式の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を切り捨てる。 

② 転換価額調整式で使用される時価は、調整後の転換価額を適用する日（ただし、本項第(2)号④の場合は基

準日）に先立つ45 取引日目に始まる30 取引日（終値のない日数を除く。）の取引所における当社普通株式

の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数

第２位まで算出し、小数第２位を切り捨てる。 

③ 転換価額調整式で使用される既発行普通株式は、基準日（基準日を定めない場合は効力発生日）がない場

合は調整後の転換価額を適用する日の１ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から当該日における当

社の有する当社普通株式数を控除した数とする。また、本項第(2)号②の株式分割のための基準日における当

社の有する当社普通株式に割当てられる当社普通株式数を含まない。 

(4) 本項第(1)号の転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には当社は、必要な調整を行う。

① 株式併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社を完全親会社とする株式交

換のために転換価額の調整を必要とするとき。 

② その他当社普通株式数の変更又は変更の可能性が証実事由の発生により転換価額の調整を必要とすると

き。 

③ 転換価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出にあ

たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。 

２ 本項第１項により転換価額の調整を行うときは、当社はあらかじめ書面によりその旨ならびにその事由、調整

前の転換価額、調整後の転換価額及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権付社債の社債権者に通知す

る。ただし、適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは適用の日以降すみやかにこれを行

う。 

（３）【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。  

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】 

（注）平成20年７月22日付で株式交換による株式会社ソーテックの完全子会社化により、発行済株式総数が7,405,065株

増加し47,829,665株に、資本準備金が1,569,873千円増加し5,807,172千円になっております。 

（５）【大株主の状況】 

大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりま

せん。 

年月日 
発行済株式総
数増減数 
（株） 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額
（千円） 

資本金残高
（千円） 

資本準備金増
減額（千円） 

資本準備金残
高（千円） 

平成20年４月１日～ 

平成20年６月30日  
－ 40,424,600 － 1,866,531 － 4,237,298 
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（６）【議決権の状況】 

 当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日（平成20年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしております。

①【発行済株式】 

（注）平成20年３月19日開催の取締役会決議に基づき、平成20年４月15日をもって１単元の株式数を1,000株から100株

に変更しております。  

②【自己株式等】 

２【株価の推移】 

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。 

平成20年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 

（自己保有株式） 
－ － 

普通株式 10,000 

（相互保有株式） 
－ － 

普通株式 2,000,000 

完全議決権株式（その他） 普通株式 38,409,000 38,409 － 

単元未満株式 普通株式 5,600 － － 

発行済株式総数 40,424,600 － － 

総株主の議決権 － 38,409 － 

平成20年３月31日現在

所有者の氏名又
は名称 

所有者の住所 
自己名義所有株
式数（株） 

他人名義所有株
式数（株） 

所有株式数の合
計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

オンキヨー株式会社 
大阪府寝屋川市 

日新町２－１ 
10,000 － 10,000 0.03％

テクノエイト株式会

社 
愛知県瀬戸市暁町１ 2,000,000 － 2,000,000 4.94％

計 － 2,010,000 － 2,010,000 4.97％

月別 
平成20年 
４月 

５月 ６月 

最高（円） 224 230 225 

最低（円） 184 195 197 
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３【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。

(1) 新任役員 

（注１）平成20年６月18日開催の定時株主総会にて、当社と株式会社ソーテックとの株式交換の効力発生日より就任する

ことを決議し、７月22日の効力発生日より取締役に就任いたしました。 

（注２）任期は、平成20年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに

関する定時株主総会の終結の時までであります。 

(2) 役職の異動 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有 
株式数 
（千株） 

就任 
年月日 

取締役   菅 正雄 昭和26年３月24日生

昭和51年４月 ㈱東芝入社 

平成19年７月 ㈱ソーテック商品本部長 

平成19年９月 同社代表取締役社長 CEO 

平成19年12月 同社代表取締役社長 CEO

兼 商品本部長（現任） 

平成20年７月 当社取締役（現任） 

(注２) － 
平成20年 

７月22日 

新役名 新職名 旧役名 旧職名 氏名 異動年月日 

取締役 
常務執行役員 

営業本部長  
取締役 

常務執行役員 

AVC営業本部長  
廻戸 正昭 平成20年８月１日
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第５【経理の状況】 

１．四半期連結財務諸表の作成方法について 

 当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

  なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府

令」（平成20年8月７日内閣府令第50号）附則第7条第1項第5号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則

に基づいて作成しております。 

２．監査証明について 

 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から

平成20年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、監査法人トーマツによる四半期レビューを受けており

ます。 
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１【四半期連結財務諸表】 
（１）【四半期連結貸借対照表】 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30日） 

前連結会計年度末に係る要約
連結貸借対照表 

（平成20年３月31日） 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 9,099,671 13,683,456

受取手形及び売掛金 11,524,872 15,114,485

有価証券 60,431 61,414

商品及び製品 4,573,904 4,876,234

仕掛品 643,433 723,482

原材料及び貯蔵品 3,125,958 3,280,052

その他 2,825,618 3,240,242

貸倒引当金 △87,924 △606,724

流動資産合計 31,765,966 40,372,642

固定資産   

有形固定資産   

土地 7,265,346 7,265,346

その他（純額） ※1  20,194,601 20,135,257

有形固定資産合計 27,459,947 27,400,603

無形固定資産 369,217 398,989

投資その他の資産   

その他 1,923,351 1,518,097

貸倒引当金 △16,470 △79,916

投資その他の資産合計 1,906,881 1,438,181

固定資産合計 29,736,046 29,237,774

資産合計 61,502,013 69,610,417

17



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30日） 

前連結会計年度末に係る要約
連結貸借対照表 

（平成20年３月31日） 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 9,981,788 14,712,031

短期借入金 10,493,790 10,833,420

未払法人税等 360,241 499,593

製品保証引当金 709,762 764,621

その他 5,272,113 6,002,626

流動負債合計 26,817,696 32,812,292

固定負債   

社債 300,000 350,000

新株予約権付社債 1,080,000 1,080,000

長期借入金 10,328,370 11,591,700

長期預り保証金 3,220,000 3,220,000

再評価に係る繰延税金負債 3,082,468 3,082,468

退職給付引当金 1,044,412 1,040,216

リサイクル費用引当金 397,357 359,038

関係会社整理損失引当金 － 145,689

負ののれん 648,343 685,885

その他 448,093 425,949

固定負債合計 20,549,047 21,980,949

負債合計 47,366,743 54,793,241

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,866,531 1,866,531

資本剰余金 4,237,298 4,237,298

利益剰余金 1,218,709 1,419,845

自己株式 △396,092 △396,092

株主資本合計 6,926,447 7,127,583

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △4,255 △97,478

繰延ヘッジ損益 27,059 －

土地再評価差額金 4,307,283 4,307,283

為替換算調整勘定 △229,738 374,417

評価・換算差額等合計 4,100,349 4,584,222

少数株主持分 3,108,472 3,105,369

純資産合計 14,135,269 14,817,175

負債純資産合計 61,502,013 69,610,417
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（２）【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日） 

売上高 20,899,167

売上原価 16,586,424

売上総利益 4,312,742

販売費及び一般管理費 ※1  4,417,722

営業損失（△） △104,979

営業外収益  

受取利息 24,909

受取配当金 2,266

負ののれん償却額 37,541

為替差益 110,324

持分法による投資利益 3,436

その他 53,447

営業外収益合計 231,924

営業外費用  

支払利息 120,372

その他 51,857

営業外費用合計 172,229

経常損失（△） △45,285

特別利益  

前期損益修正益 62,000

固定資産売却益 1,299

投資有価証券売却益 22,712

関係会社整理損失引当金戻入額 60,000

その他 3,858

特別利益合計 149,870

特別損失  

固定資産売却損 207

固定資産除却損 8,055

投資有価証券評価損 140,443

その他 209,191

特別損失合計 357,896

税金等調整前四半期純損失（△） △253,311

法人税、住民税及び事業税 42,870

法人税等調整額 46,706

法人税等合計 89,576

少数株主損失（△） △17,189

四半期純損失（△） △325,698
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日） 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純損失（△） △253,311

減価償却費 678,505

負ののれん償却額 △37,541

投資有価証券評価損益（△は益） 140,443

投資有価証券売却損益（△は益） △22,712

貸倒引当金の増減額（△は減少） △510,318

製品保証引当金の増減額（△は減少） 14,532

退職給付引当金の増減額（△は減少） 15,446

受取利息及び受取配当金 △27,175

支払利息 120,372

為替差損益（△は益） △110,324

固定資産売却損益（△は益） △1,092

固定資産除却損 8,055

持分法による投資損益（△は益） △3,436

売上債権の増減額（△は増加） 1,995,418

たな卸資産の増減額（△は増加） △234,408

仕入債務の増減額（△は減少） △3,341,712

未払金及び未払費用の増減額（△は減少） △549,543

その他 485,357

小計 △1,633,444

利息及び配当金の受取額 20,205

利息の支払額 △128,410

法人税等の支払額 △123,593

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,865,243

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 △777,548

有形固定資産の売却による収入 2,153

投資有価証券の売却による収入 23,362

その他 132,841

投資活動によるキャッシュ・フロー △619,191

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） △850,000

長期借入金の返済による支出 △752,960

社債の償還による支出 △50,000

配当金の支払額 △192,071

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,845,031

現金及び現金同等物に係る換算差額 △104,318

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △4,433,784

現金及び現金同等物の期首残高 12,173,456

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1  7,739,671
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】 

  
当第１四半期連結会計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

１．連結の範囲に関する事項

の変更 

 (1)連結の範囲の変更 

 当第１四半期連結会計期間より、㈱

ネストを新たに設立したため、連結の

範囲に含めております。また、上海安

橋国際貿易有限公司の清算が結了した

ため、当第１四半期連結会計期間より

連結の範囲から除外しております。 

２．会計処理基準に関する事

項の変更 

 (1)重要な資産の評価基準及び評価方法

の変更 

 たな卸資産 

通常の販売目的で保有するたな卸資

産については、従来、主として総平均

法による原価法によっておりました

が、当第１四半期連結会計期間より

「棚卸資産の評価に関する会計基準」

（企業会計基準第９号 平成18年７月

５日）が適用されたことに伴い、主と

して総平均法による原価法（貸借対照

表価額については収益性の低下に基づ

く簿価切下げの方法）により算定して

おります。 

これにより、営業損失、経常損失及

び税金等調整前四半期純損失は、それ

ぞれ69,463千円増加しております。 

なお、セグメント情報に与える影響

は当該箇所に記載しております。 

   （2）「連結財務諸表作成における在外

子会社の会計処理に関する当面の取

扱い」の適用 

当第１四半期連結会計期間より、

「連結財務諸表作成における在外子会

社の会計処理に関する当面の取扱い」

（実務対応報告第18号 平成18年５月

17日）を適用し、連結決算上必要な修

正を行っております。 

これによる損益に与える影響は軽微

であります。 
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【追加情報】 

【注記事項】 

（四半期連結貸借対照表関係） 

（四半期連結損益計算書関係） 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

（有形固定資産の耐用年数の変更） 

当社および一部の国内連結子会社は、機械装置につい

て、従来、耐用年数を３～11年としておりましたが、平

成20年度法人税法の改正を契機として資産の利用状況等

を見直した結果、当第１四半期連結会計期間より７～９

年に変更しております。 

 これにともない、前連結会計年度と同一の方法によっ

た場合に比べ、営業損失、経常損失および税金等調整前

四半期純損失はそれぞれ37,455千円増加しております。

なお、セグメント情報に与える影響は当該箇所に記載し

ております。 

当第１四半期連結会計期間末 
（平成20年６月30日） 

前連結会計年度末 
（平成20年３月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は、10,612,466千

円であります。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は、10,208,509千

円であります。 

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

 ※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。 

発送荷造費 640,641千円

広告宣伝費 288,231 

販売促進費 290,219 

特許使用料 271,168 

販売手数料 282,505 

製品保証引当金繰入額 136,296 

給料手当 666,440 

退職給付費用 12,660 

研究開発費 177,094 

貸倒引当金繰入額 5,846 

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結

貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

（平成20年６月30日現在） 

現金及び預金勘定 9,099,671千円

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 7,739,671千円
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（株主資本等関係） 

当第１四半期連結会計期間末（平成20年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至

平成20年６月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数 

２．自己株式の種類及び株式 

３．新株予約権等に関する事項 

   (１) 旧商法第341条ノ２の規定に基づく新株予約権付社債に関する事項は、次のとおりであります。 

第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（平成17年2月28日発行） 

(２) 会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。 

第２回無担保転換社債型新株予約権付社債（平成19年８月15日発行） 

４．配当に関する事項 

 （注） 連結子会社の保有する自己株式に係る配当金額は控除しておりません。 

普通株式  40,424,600株 

普通株式  2,010,400株 

新株予約権の目的となる株式の種類  普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 3,900,000株

新株予約権付社債の四半期連結会計期間末残高 756,600千円 （親会社 756,600千円）

新株予約権の目的となる株式の種類  普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 4,075,471株

新株予約権付社債の四半期連結会計期間末残高 1,080,000千円 （親会社 1,080,000千円）

（決議） 

株式の種類 
配当金の総額 

（千円） 

１株当たり

配当額 

（円） 

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成20年６月18日 

定時株主総会 
普通株式 202,071 5  平成20年３月31日  平成20年６月19日 利益剰余金 
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（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日） 

 （注１） 事業区分の方法 

 当社グループの事業区分は、製品の種類および市場の類似性を考慮して行っております。 

 （注２） 各事業区分に属する主要な製品 

 （注３） 「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載のとおり、通常の販売目的で保

有するたな卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によっておりましたが、当第１四半期連

結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）が適用され

たことに伴い、主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法）により算定しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業利益がＡＶＣ事

業で46,853千円減少し、営業損失がＯＥＭ事業で9,793千円、その他事業で12,815千円それぞれ増加しており

ます。 

 （注４） 「追加情報」に記載のとおり、機械装置の耐用年数について、平成20年度の法人税法の改正を契機として資

産の利用状況等を見直した結果、当第１四半期連結会計期間より、従来は耐用年数を３～11年としておりまし

たが、耐用年数を７～９年に変更しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業利

益がＡＶＣ事業で637千円減少し、営業損失がＯＥＭ事業で36,817千円増加しております。 

 
 ＡＶＣ事業 
（千円） 

ＯＥＭ事業 
（千円） 

不動産賃貸事
業（千円） 

その他事業 
（千円） 

計（千円） 
消去又は全社 
（千円） 

連結（千円） 

売上高        

(1）外部顧客に対する売

上高 
13,171,523 7,189,737 130,832 407,075 20,899,167 － 20,899,167 

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
172,041 407,345 － 13,004 592,389 (592,389) － 

計 13,343,564 7,597,082 130,832 420,079 21,491,557 (592,389) 20,899,167 

営業利益又は 

営業損失（△） 
14,381 △5,127 93,840 △46,993 56,102 (161,079) △104,979 

事業区分 主要製品 

ＡＶＣ事業 

デジタルホームオーディオ・ビデオ関連製品、ＰＣおよびＰ

Ｃ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 

ＯＥＭ事業 
車載用スピーカー、家電用スピーカー、スピーカー部品 

アンプ等オーディオ製品、自動車部品 

不動産賃貸事業 不動産賃貸サービス 

その他事業 家庭用電気製品等 
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【所在地別セグメント情報】 

当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日） 

 （注１） 国または地域の区分は地理的近接度によっております。 

 （注２） 本邦以外の区分に属する主な国または地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）北米  … アメリカ 

(2）欧州  … ドイツ 

(3）アジア … マレーシア、フィリピン、中国 

 （注３） 「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載のとおり、通常の販売目的で保

有するたな卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によっておりましたが、当第１四半期連

結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）が適用され

たことにともない、主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切

下げの方法）により算定しております。この変更にともない、従来の方法によった場合に比べて、営業損失が

日本で69,463千円増加しております。 

 （注４） 「追加情報」に記載のとおり、機械装置の耐用年数について、平成20年度の法人税法の改正を契機として資

産の利用状況等を見直した結果、当第１四半期連結会計期間より、従来は耐用年数を３～11年としておりまし

たが、耐用年数を７～９年に変更しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業損

失が日本で37,455千円増加しております。 

【海外売上高】 

当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日） 

 （注１） 国または地域の区分は地理的近接度によっております。 

 （注２） 各区分に属する主な国または地域 

(1）北米     … アメリカ、カナダ 

(2）欧州     … ドイツ、フランス、イタリア 

(3）アジア    … マレーシア、シンガポール、フィリピン、中国、韓国、インド 

(4）その他の地域 … オセアニア、中南米 

 （注３） 海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高（ただし、連結会社間の内

部売上高は除く）であります。 

 
日本 
（千円） 

北米 
（千円） 

欧州 
（千円） 

アジア 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高        

(1）外部顧客に対する売

上高 
13,745,672 4,014,618 2,073,893 1,064,984 20,899,167 － 20,899,167 

(2）セグメント間の内部

売上高 
5,760,765 － 7,599 4,677,159 10,445,523 (10,445,523) － 

計 19,506,436 4,014,618 2,081,493 5,742,143 31,344,690 (10,445,523) 20,899,167 

営業利益又は営業損失

(△) 
△51,404 △46,405 78,663 76,231 57,085 (162,062) △104,979 

 北米 欧州 アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 4,079,230 2,392,281 1,619,167 203,924 8,294,604 

Ⅱ 連結売上高（千円） － － － － 20,899,167 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
19.5 11.4 7.7 1.0 39.7 
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（有価証券関係） 

当第１四半期連結会計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

当第１四半期連結会計期間において、重要な変動はありません。 

（デリバティブ取引関係） 

当第１四半期連結会計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

 当第１四半期連結会計期間において、重要な変動はありません。 

（ストック・オプション等関係） 

当第１四半期連結会計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

該当事項はありません。 

（１株当たり情報） 

１．１株当たり純資産額 

２．１株当たり四半期純利益金額等 

 （注） １株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

当第１四半期連結会計期間末 
（平成20年６月30日） 

前連結会計年度末 
（平成20年３月31日） 

１株当たり純資産額 287.05円 １株当たり純資産額 304.88円

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額に

ついては、1株当たり四半期純損失金額であるため記載

しておりません。 

１株当たり四半期純損失金額 △8.48円

  
当第１四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

１株当たり四半期純損失金額   

四半期純損失（△）（千円） △325,698 

普通株主に帰属しない金額（千円） － 

普通株式に係る四半期純損失（△）（千円） △325,698 

期中平均株式数（千株） 38,414 
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（重要な後発事象） 

（リース取引関係） 

 当第１四半期連結会計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

 当第１四半期連結会計期間において、重要な変動はありません。 

２【その他】 

 当社および連結子会社３社は、平成15年９月30日付で、Global Technovations, Inc.（以下「GTI」）および

Onkyo America, Inc. （以下「OAI」）から、以下に掲げる内容で米国ミシガン州東部地区連邦破産裁判所に提訴さ

れました。なお、連結子会社３社とは、ONKYO（MALAYSIA) SDN. BHD.（以下「ML」）、ONKYO EUROPE ELECTRONICS  

GMBH (以下「EU」)、ONKYO U.S.A. CORP. であります。 

（内容） 

 当社、MLおよびEUは、GTIに対し平成12年８月に当社の米国子会社であったOAIの発行済株式を全株売却しました。

その後、平成13年12月に、GTIおよびOAIは、米国で破産法の適用を申請しております。GTIは、平成15年９月にこの

株式譲渡の無効を主張し、譲渡対価の一部である13,000千USドル（当社3,900千USドル、MLおよびEUは各4,550千USド

ル）と、OAIが破産法申請前90日間に支払った商品代金の652千USドルの返還請求を提訴しました。なお、当社および

当社子会社は、この株式譲渡無効の訴えが不当なものであるとして、抗弁する所存であります。なお、平成20年２月

に、本訴訟の当事会社をMLからONKYO ASIA ELECTRONICS SDN. BHD. に引継ぐ手続を完了し、MLは平成20年３月に清

算を結了しています。 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

㈱ソーテックの完全子会社化 

平成20年５月15日付で当社と連結子会社である㈱ソーテ

ックは、㈱ソーテックが当社の完全子会社となる株式交

換契約書および当社を存続会社として㈱ソーテックを吸

収合併する合併契約をそれぞれ締結し、平成20年６月18

日付株主総会で株式交換契約書の承認を受けました。こ

れを受けて平成20年７月22日に当社は株式交換により㈱

ソーテックを完全子会社化しております。 

株式交換および合併に関する概要は次のとおりです。 

１.株式交換および合併の目的 

  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、当社グループ全体

の更なる発展を図ることを目的とするものであります。 

２.株式交換および合併の日程 

 株式交換契約および合併契約締結承認取締役会 

  平成20年５月15日 

株式交換契約書および合併契約書締結  

  平成20年５月15日 

株式交換契約書承認株主総会  

  平成20年６月18日 

株式交換効力発生日 

  平成20年７月22日 

合併効力発生日 

  平成20年９月1日 

３.株式交換に際して発行する株式および割当 

  当社は、株式交換日前日の最終の㈱ソーテックの株主

名簿に記載された株主に対し、その所有する㈱ソーテッ

クの普通株式１株に対し、当社株式79株を割当交付致し

ます。ただし、当社が保有するソーテック株式について

は、割当交付しておりません。㈱ソーテックとの株式交

換により普通株式7,405,065株を発行しております。 
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

平成20年８月７日

オンキヨー株式会社 

取締役会 御中 

監査法人トーマツ 

 
指定社員
業務執行社員  

公認会計士     西田 幸男  印         

 
指定社員
業務執行社員  

公認会計士     山田 美樹  印         

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているオンキヨー株式

会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平

成20年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期

連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、

当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析

的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠

して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。 

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、オンキヨー株式会社及び連結子会社の平成20年６月30日現在の財政状

態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していな

いと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。 

 

追記情報 

 重要な後発事象に注記されているとおり、平成20年7月22日に会社は株式交換により株式会社ソーテックを完全子会社

化している。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 （注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。 

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。 
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