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１．平成17年12月期の連結業績（平成17年1月1日～平成17年12月31日）

(1）連結経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

17年12月期 4,191 45.7 △1,844 △175.3 △989 △138.7

16年12月期 7,724 64.2 2,448 349.2 2,558 297.5

当期純利益
１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

株主資本
当期純利益率

総資本
経常利益率

売上高
経常利益率

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

17年12月期 △929 △190.7 △17,452 35 － － △25.9 △8.6 △23.6

16年12月期 1,024 156.2 66,457 99 66,103 17 23.9 27.6 29.2

（注）①持分法投資損益 17年12月期 －百万円 16年12月期 －百万円
②期中平均株式数（連結） 17年12月期 53,250株 16年12月期 15,418株
③会計処理の方法の変更 無
④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率であります。

(2）連結財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

百万円 百万円 ％ 円 銭

17年12月期 11,457 3,587 31.3 67,362 25

16年12月期 8,194 4,294 52.4 241,961 43

（注）期末発行済株式数（連結） 17年12月期 53,250株 16年17月期 17,750株

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

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

17年12月期 △679 △3,360 4,288 1,733

16年12月期 1,695 △2,809 2,031 1,362

(4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項  

連結子会社数 2社 持分法適用非連結子会社数 －社 持分法適用関連会社数 －社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況  

連結（新規） －社 （除外） －社 持分法（新規） －社 （除外） －社

２．平成17年12月期の連結業績予想（平成18年1月1日～平成18年12月31日）  

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

中間期 2,500 △15 △50

通　期 6,500 300 120

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　2,253円52銭

※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。
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１．企業集団の状況
　当社の企業集団は、当社及び関係会社（子会社）３社で構成されており、携帯電話市場向け及びその他市場向けの各

種モータ応用電子部品の開発、製造及び販売を主な事業としております。

　連結子会社、非連結子会社は、次のとおりであります。

区分 会社名 事業内容

当社 株式会社シコー技研 モータ応用電子部品の開発、販売

連結子会社
上海思考電子有限公司 モータ応用電子部品の製造、販売

思考電機（上海）有限公司 モータ応用電子部品の製造

非連結子会社 思考技研（香港）有限公司 モータ応用電子部品の販売

　当社の企業集団の事業の系統図は次のとおりであります。
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２．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社は、独創的に「思考」した製品を開発・製造・販売することにより、達成した経済的な成果を貢献度に応じて

平等に分配することを社是とし、真の株主重視、真の顧客優先、真の社員重視、真の団結力により、社会の人々に信

頼され「良い会社」として成長し続けることを経営理念としております。そのために、常に品質の向上を目指し、成

果重点主義に徹し、お客様を第一に考え行動し、リスクを恐れずに困難な課題に挑戦し、誠意ある謙虚な心構えを持

ち、自己実現の場としての職場作りを目指してまいります。

(2）会社の利益配分に関する基本方針

　当社は、「達成した経済的な成果を貢献度に応じて平等に分配する」という社是のもと、現段階では企業価値を高

めることに重点を置き、そのことにより、株主、顧客、社員に成果の分配を行うことを基本方針としています。その

ためには、事業の拡大と経営基盤の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、配当をしてまいります。また、役員・

従業員には、必要数のストックオプションを実施してまいります。

　平成18年12月期の配当につきましては、継続的に、１株当たり2,500円の配当を実施する予定であります。一時的に

配当性向は高まりますが、中長期的に配当性向を10％台としていきます。事業の拡大と経営基盤の強化のために必要

な内部留保につきましては、上海工場における製造能力の拡大及び内製化のための設備投資並びに開発、製造、管理、

営業に必要な人材への投資を行い、業績の一層の向上に努めることにより、業績の向上を目指し、株主の皆様に多く

の成果の配分が出来るように努力してまいります。

(3）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

　当社は、投資家による当社株式の長期的な株式保有を促進するとともに、投資家層の拡大を図ることが資本政策上

の重要課題と認識しております。このために必要な投資単位の引下げを行うことが必要と考えております。

　今後の施策としましては、当社業績の推移、株価の推移、取引高の推移を総合的に勘案して、積極的に株式分割を

行うことにより対応をしていく方針であります。

　

(4）目標とする経営指標

　当社は、企業価値を高めるために、積極的な投資をおこなっていくことを当面の方針としております。このために、

営業利益及び営業キャッシュ・フローの絶対額の増加と売上高経常利益率の確保を目標としております。

　また、当社は財政状態の健全化の課題といたしまして、流動比率、有利子負債比率及び自己資本比率の改善を目標

としております。

(5）中長期的な会社の経営戦略

　当社は、中長期的に成長が見込める携帯電話市場向けモータ応用電子部品の分野に重点的に経営資源を投下するこ

とを中長期の経営戦略としております。具体的には、新規の開発、既存製品の改良といった研究開発及び生産能力の

拡大、内製化のための設備投資並びにそれらにともなう人材投資に重点を置き、経営資源を投下してまいります。ま

た、携帯電話市場向けモータ応用電子部品の分野に投下した経営資源を横展開し、事業の多角化を推進してまいります。

　なお、携帯電話市場しかも特定の取引先への依存度を減少させ、安定ある経営ができるように、携帯電話市場にお

いては、積極的に取引先の拡大を行ってまいります。また、携帯電話市場以外の製品の開発及び既存製品の携帯電話

市場以外での用途向け売上高を拡大させるべく営業努力をしてまいります。

　また、管理体制につきましては、経営目標である「常に品質の向上を目指し、成果重点主義に徹し、お客様を第一

に考え行動し、リスクを恐れずに困難な課題に挑戦し、誠意ある謙虚な心構えを持ち、自己実現の場としての職場作

り」を達成するための組織作りに重点をおいた改革を常に行ってまいります。
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(6）会社の対処すべき課題

　当連結会計年度において行った積極的な開発・技術投資、積極的な設備投資が、当連結会計年度において売上には

結びつかず、結果として、大幅な連結当期純損失を計上してしまいました。この先行投資を無駄にすることがないよ

うに、当社グループの中長期的な経営課題・経営目標を定めました。

　①　携帯電話市場における当社グループの挑戦

　携帯電話市場は、当連結会計年度における販売台数が7億95百万台、平成18年度10％増加と拡大傾向にあるものの、

その大半は、中国、インド等での低価格商品の急拡大であり、当社グループがターゲットとしている中・高価格商品

は実質的に横這い傾向となっております。そのような中で、既存の市場におけるシェアの獲得のための価格競争の激

化による売上及び収益の減少という厳しい局面となってきております。

　この様な局面を乗り切るため、当社グループは、品質の更なる向上に努め、内製化・生産効率の向上により、製造

原価の低減に努め、販売単価の下落に耐えうる企業体質作りを行ってまいります。このことにより、新規大口顧客の

獲得、既存顧客での販売シェアの獲得に努め、販売数量を増加させることにより、更なる原価低減を行ってまいります。

　そのためには集中と節約による組織的行動、シコー版シックスシグマの定着、人事目標管理制度の実施、内部管理

体制の強化を行ってまいります。

　② 携帯電話市場に影響を受けない体質作り

　ファンモータ、リニアモータの市場開拓による販売高の増加と振動モータ、オートフォーカス用リニアモータの携

帯電話市場以外の市場開拓による販売代価の増加を行ってまいります。

　また、先行技術・先行特許というシコーらしさの追求を行ない、新製品の開発を積極的に行ってまいります。

　このことにより、携帯電話市場に影響を受けない市場に対するモータ応用電子部品の開発・販売を行ない企業体質

の強化を図ってまいります。 

　③ 販売単価の下落の影響を受けない体質作り

　先行技術・先行特許というシコーらしさの追求を行ない、新製品の開発を積極的に行うことにより、独創的に思考

した製品の開発・製造・販売を行ない付加価値の増加に努めてまいります。また、「EMS事業」により、日本、韓国、

台湾企業との提携を図り、モータ応用電子部品の付加価値増加に努めてまいります。

(7）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況

①　基本的な考え方

　当社は、少人数・小集団体制を取っており、コーポレート・ガバナンスを強化することにより、健全な会社運営

を行うこととしております。

　具体的には、

ａ　取締役会

　取締役会は、社内取締役と社外取締役で構成しております。社内、社外の取締役は、定時取締役会（月に１度

開催）及び臨時取締役会の全てに出席することとしております。また、社外取締役の役割として、監査役会が担

う企業統治の役割を積極的にサポートし、商法上の監査役会の役割を超える企業統治の役割を担うとともに、経

営に関する助言を行うこととしております。今後は、社外取締役を増強する予定です。

　なお、社外取締役と当社の関係は以下のとおりであります。

氏名 持株数（持株比率） 取引関係等

野田　幹雄 300株（0.6％） 該当事項ございません。

ｂ　監査役会

　監査役会は、社内監査役（常勤）と社外監査役で構成しております。社内、社外の監査役はともに定時取締役

会（月に１度開催）及び臨時取締役会の全てに出席し、取締役会について商法上の監査役会の役割において、企

業統治の役割を担うこととしております。

　なお、社外監査役と当社の関係は以下のとおりであります。

氏名 持株数（持株比率） 取引関係等

長谷川　廣史 ６株（0.0％） 該当事項はございません。

桂田　健克 ６株（0.0％） 該当事項はございません。
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ｃ　内部監査

　内部監査につきましては、少人数、小集団体制である当社の内部統制上、重要な役割であると認識しておりま

す。この内部監査を行う部門としては、経営企画室がその任に当たり、経営企画室の監査については、管理部担

当役員が行うこととしております。内部監査の実施につきましては、当社のみならず、当社グループを対象とし

て行っております。

ｄ　執行役員制度

　当社は、執行役員制度を導入しております。全ての部門には、部長の上席として執行役員及び担当取締役を配

置しました。このことにより、取締役会での決定事項を担当取締役が執行役員に伝達し、業務の執行状況を担当

取締役に報告することにより、取締役会での経営方針決定が正しく行える体制を整えております。

②　最近の施策の実施状況

ａ　内部監査制度

　内部統制の整備の一環として、内部監査については、公認会計士等の専門家の集団である「株式会社インター

ナル・オーディット」との間で「内部監査に関する業務委託契約」を締結し、アウトソーシングを利用すること

により、社内の少人数では出来なかった内部監査についての強化を行いました。

(8）関連当事者との関係に関する基本方針

　当社の関連当事者との関係に関する基本方針は、子会社との取引を行わない方針であります。ただし、取締役が議

決権の過半数を所有する会社である、株式会社ソーイとの間で、技術等の請負契約を結んでおります。これは、コア

技術は当社で保有し、コア技術以外の周辺技術は、株式会社ソーイで保有することにより、技術の効率的な運用を行

う方針によるものです。なお、株式会社ソーイとの取引条件については、コスト・効果等を他社と比較し、当事者間

で決定しております。

(9）その他、会社の経営上の重要な事項

　該当事項はありません。
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３．経営成績及び財政状態
(1）経営成績

当連結会計期間の概況（自平成17年１月１日　至平成17年12月31日）

　当連結会計年度におけるわが国経済は、外需について、円安の定着と中国向けの回復で輸出が高い伸びとなりまし

たが、原油高を背景に石油関連製品などの原材料の輸入の増加を下回りました。しかし、内需について個人消費、設

備投資など民需主導の成長が続き、堅調な拡大局面となりました。また、海外においては、米国経済は、ハリケーン

の襲来や原油価格の上昇にもかかわらず、個人消費、設備投資がいずれも好調に推移し、在庫も減少するなど内需が

旺盛となり、高い成長となりました。欧州経済は、景気拡張的な経済政策、金融市場の安定、企業収益の回復、ユー

ロの軟調や好調な世界経済の影響により、緩やかな減速局面は脱しつつあります。特にドイツではユーロ安を背景と

して輸出の増勢が加速しており、企業の景況感も改善してきております。アジア経済は、中国の輸入の再加速に合わ

せて地域内貿易が活性化しており、景気も総じて回復基調となりました。中国では、内外需ともに高い伸びが続いて

おり、エネルギー開発関連や鉄道運輸関連を中心とした固定資産投資の高い伸びにより、投資主導の成長が続いてき

ております。韓国では、電子部品や、音響・映像・通信機器が好調であり、ウォン安を背景に輸出の軟調を脱し、景

気回復が明らかとなってきております。その他の地域では、エネルギー価格の上昇を受けてインフレが加速してきて

おります。

　このような世界経済の影響を受け、携帯電話の世界市場は、販売台数7億95百万台と拡大局面となっております。携

帯電話の販売台数の大半は、中国、インド等の途上国での低価格商品の急拡大であり、また、欧州などでの価格競争

の激化により販売単価及び収益を圧迫してきております。その他の電子部品の世界市場は、世界経済の好況を受け、

減速局面を脱し、拡大局面へと変化してきております。

　このような情勢の下、当社グループは、新製品の開発と既存製品の市場ニーズにあったものへの改良のために、研

究開発および技術開発の投資を積極的に行いました。また、上海工場の生産能力増強および生産効率向上に取組むと

ともに品質向上のための組織作り、製造原価の更なる低減、品質の向上及び技術漏洩の防止のため部品の内製化に特

段の取り組みを行ない積極的な設備投資を行いました。

　なお、当社はモータ応用電子部品に関する単一事業分野において事業活動を展開しており、単一事業部門で組織さ

れているため、事業の種類別セグメントは記載しておりません。

　用途市場別の売上高の状況は以下のとおりであります。

①　携帯電話市場

　携帯電話市場は、販売台数が7億95百万台と拡大傾向にあるものの、その大半は、中国、インド等での低価格商品

の急拡大であり、当社グループがターゲットとしている中・高価格商品は実質的に横這い傾向となっております。

このような情勢の下、主力製品であります振動モータにおいては、新規顧客の獲得と顧客内における販売シェアの

増加を目標とし、営業展開を行ってまいりました。新規顧客の獲得につきましては、日本国内企業の獲得に注力し

た結果、主要顧客の獲得が達成できました。また、顧客内における販売シェアの増加につきましては、品質の向上

及び納期の厳守に注力した結果、販売シェアの増加につながりました。この結果、振動モータにおきましては、オ

リンピック景気や高付加価値商品の買換え等の特需があった前年には至らないものの月次において過去最高の販売

数量を達成するなど例年に比し、大幅な販売数量の増加につながりました。

　オートフォーカス用リニアモータにおいては、高付加価値商品の買換え等の特需があった前年とは打って変わっ

て、厳しい経済環境となりました。そのような情勢の下、当社グループにおいては、市場ニーズにあったものへの

改良を行ない、新規顧客の獲得に注力しました。特に日本、韓国、台湾の主要顧客への販売、レンズメーカー、モ

ジュールメーカーへの提携・販売に注力してまいりました。世界経済の景況感が回復してきた第3四半期より、製品

の改良成功もあいまって、引き合い数が増加し、主要顧客からのフォーキャストの獲得に至りましたが、誠に遺憾

ながら受注には至らず、販売には結びつきませんでした。

②　その他市場

　その他市場においては、新規市場の発掘に注力し、高付加価値モータの販売を推進してまいりました。その中で、

ファンモータにおいては、カーナビゲーションの搭載率の上昇等を受け、カーナビゲーション向けファンモータの

販売数量の増加や炊飯ジャー用ファンモータの販売数量の増加により、前年の実績を上回りました。

　リニアモータにおいては、デジタル機器製造装置向けの搬送用リニアモータの販売数量の増加により、前年の実

績を上回りました。

　振動モータにおいては、バイブレーション機能付腕時計の販売、ゲーム機器への搭載等携帯電話市場以外への転

用が開始されました。

　オートフォーカス用リニアモータにおいては、ホームセキュリティー用監視カメラの開発を行ってまいりました

が、誠に遺憾ながら販売には至りませんでした。
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 以上の結果、当連結会計年度は、振動モータの販売数量の確保やその他市場向けモータ応用電子部品の販売数量増

加がありましたものの、振動モータの販売価格の下落により売上及び利益の減少となりました。また、オートフォー

カス用リニアモータの改良による多額の開発費の支払を回収すべく販売を強化いたしましたが、誠に遺憾ながら、

当連結会計年度の売上には結びつかず、結果として、連結売上高は、41億91百万円（前連結会計年度比45.7％減）、

連結経常損失は、9億89百万円（同143.8％減）、連結当期純損失は、9億29百万円（同190.7％減）となりました。

　また、所在地別セグメントの業績は以下のとおりであります。

①　日本

　売上高におきましては、振動モータの販売数量の確保やその他市場向けモータ応用電子部品の販売数量増加があ

りましたものの、振動モータの販売価格の下落により売上減少となりました。また、オートフォーカス用リニアモー

タについて、販売に結びつかず、36億39百万円（前期比45.3％減）となりました。一方営業費用面は、中国からの

仕入単価を維持しつつ、販売費及び一般管理費につきまして、新製品の開発費の増加、営業体制の強化のための人

員増がありました結果、42億73百万円（前期比11.3％減）となりました。その結果、営業利益は、△6億34百万円

（前期比134.7％減）の大幅な損失を計上いたしました。

②　アジア

　売上高におきましては、中国国内における売上高の受注数の増加により、10億72百万円（前期比122.4％増）とな

り、また、日本に向けての輸出（内部売上高）が41億41百万円（前期比37.7％増）となりましたため、全体では、

52億14百万円（前期比49.4％増）となりました。また、営業費用面は、生産能力の拡大、部品の内製化、原材料の

現地調達化を進め、販売費及び一般管理費につきましては、受注数増加に伴う増加を押さえた結果、47億99百万円

（前期比49.9％増）となりました。その結果、営業利益は、４億14百万円（前期比43.3増）となりました。

(2）財政状態

当連結会計期間末の分析（平成17年12月31日現在）

　当連結会計期間末における流動資産は、48億31百万円となり、前連結会計期間末に比し9億12百万円増加いたしまし

た。この増加の主な内容は、現金及び預金が６億69百万円増加し、デリバティブ資産が２億68百万円増加し、繰延税

金資産が１億15百万円増加したことによるものであります。当連結会計期間末における有形固定資産は、60億13百万

円となり、前連結会計期間末に比し20億46百万円増加いたしました。この増加の主な内容は、上海工場における生産

能力の増強のための設備投資、内製化のための設備投資によるものであります。

　その結果、総資産は114億57百万円と前連結会計期間末に比し32億63百万円増加いたしました。

　当連結会計期間末における流動負債は、45億87百万円となり、前連結会計期間末に比し18億32百万円増加いたしま

した。その主な内容は、短期借入金が23億50百万円増加し、未払法人税等が６億29百万円減少したことによるもので

あります。短期借入金の増加は、安定的な資金調達のため株式会社東京三菱銀行及び株式会社みずほ銀行をエージェ

ントとし、株式会社横浜銀行をコアレンジャーとするコミットメントライン契約（総コミット金額30億円）を締結し、

23億円の借入を行ったものであります。未払法人税等の減少は、損失の増加によるものであります。当連結会計期間

末における固定負債は32億82百万円となり、前連結会計期間末に比し、21億38百万円増加となりましたが、その主な

原因は、設備投資資金の調達のため株式会社横浜銀行をエージェントとするタームローン契約を締結し、18億円の借

入を行ったものによります。

　その結果、総負債は78億70百万円と前連結会計期間末に比し39億71百万円減少いたしました。

　当連結会計期間末における資本の部は、35億87百万円と前連結会計期間末に比し7億7百万円減少いたしました。こ

の減少の主な内容は、当期純損失による減少9億29百万円であります。
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(3）キャッシュ・フローの状況

当連結会計期間の概況（自平成17年１月１日　至平成17年12月31日）

　当連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、設備投資を33億60百万円行い、法人税等

6億83百万円を支払い、長期借入金の返済7億32百万円を行ない、その資金として短期借入金23億50百万円及び長期借

入金28億円で調達し、その結果、前連結会計期間に比べ3億70百万円増加し、当連結会計期間末には17億33百万円とな

りました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果支出した資金は、6億79百万円となりました。これは、法人税等の支払6億83百万円あったことによ

るものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果支出した資金は、33億60百万円となりました。これは、主に内製設備の投資による有形固定資産の

購入が28億60百万円あったことによるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果得られた資金は、42億88百万円となりました。これは、短期借入金23億50百万円及び長期借入金28

億円の調達によるものです。

キャッシュ・フロー指標のトレンド

平成15年12月期 平成16年12月期 平成17年12月期

株主資本比率（％） 5.8 52.4 31.3

時価ベースの株主資本比率（％）（注１） － 680.6 183.1

債務償還年数（年） 3.0 1.1 △9.1

インタレスト・カバレッジ・レシオ 13.6 31.2 △11.4

株主資本比率：株主資本÷総資産

時価ベースの株主資本比率：株式時価総額÷総資産

債務償還年数：有利子負債÷営業キャッシュ・フロー（なお、中間期は営業キャッシュ・フローを２倍して調整して

おります。）

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー÷利払い

■　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。

■　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。有利子負債は。連結財務諸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。また、利払いについては、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。

（注１）平成15年12月期の時価ベースの株主資本比率については、当社株式は非上場であったため、記載しておりま

せん。

(4）通期の見通し（自平成18年１月１日　至平成18年12月31日）

　当社グループでは、携帯電話市場向け売上につきましては、平成17年12月期に行った設備投資効果を活かし、内製

化の推進、生産能率の向上に努め、製造原価を圧縮することにより、既存の取引先へのシェア拡大及び新規取引先の

獲得を図っていきます。また、その他市場向け売上につきましては、市場を創造することにより、既存製品の販売を

拡大していきます。なお、平成17年12月期より始まりました、新規事業でありますＥＭＳ事業を拡大させ、この相乗

効果により、既存製品の販売を行っていきます。

　これらのことを踏まえた結果、連結の平成18年12月期通期業績見通しは、売上高65億円、経常利益3億円、当期純利

益1億20百万円を計画しております。中間期におきましては、売上高25億円、経常利益△15百万円、当期純利益△50百

万円を計画しております。

　また、単体の平成18年12月期通期業績見通しは、売上高55億円、経常利益3億円、当期純利益1億20百万円を計画し

ております。中間期におきましては、売上高20億円、経常利益1億円、当期純利益60百万円を計画しております。

　なお、平成18年12月期末おける配当予想につきましては、１株当たり2,500円00銭を予定しております。
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４．事業の概況等に関する特別記載事項
(1）当社グループの経営体制について

①　中華人民共和国の生産拠点に生産のすべてを依存していることについて

　当社が販売している製品は、全品中華人民共和国に拠点を有する子会社（上海思考電子有限公司、思考電機（上

海）有限公司）から仕入れております。２社とも完全子会社であり、当社が販売先から受注した製品を製造してお

ります。そのため、子会社の工場において何らかのトラブル等が発生し、製品の製造が困難になった場合には、当

社グループの事業、業績及び財政状態が悪影響を受ける可能性があります。

　当社グループは、中華人民共和国固有の規制を受けております。

　当社グループの事業の継続性に重要な影響を与える規制として、中国子会社に与えられた経営期限と工場用地の

土地使用権の期限があります。経営期限について、上海思考電子有限公司は50年、思考電機（上海）有限公司は30

年となっており、工場用地の土地使用権については、２社とも50年の使用期間となっております。経営期限等の終

了時の中華人民共和国の対応は、その時の情勢により変動するものと考えられ、現状では予測は困難です。また、

工場用地の土地使用権については、50年の使用期間の終了前といえども、中華人民共和国の政策により、強制収用

や換地処分等を受ける可能性があり、そのような場合には、当社グループの事業の継続性について、重要な影響を

受ける可能性があります。

　また、中華人民共和国の政策として総量規制等による外貨流入規制があった場合、設備投資資金の確保及び設備

投資の輸入免税枠の拡大に支障が生じるため、当社グループの業績に重要な影響を受ける可能性があります。

　その他に当社グループは、思考電機（上海）有限公司の輸出加工区内の生産による外資優遇政策（企業所得税の

減免、輸入税の免税、輸出増値税の還付、輸出加工区外での委託加工原材料の保税扱い等）を受けておりますが、

政策の変更によりこの優遇政策を受けられなくなった場合には、当社グループの業績に重要な影響を受ける可能性

があります。

　上記以外にも、中華人民共和国固有の規制等が多数存在しており、当社グループの事業及び業績は、今後の中華

人民共和国の政治的、経済的情勢および政府当局が課す法的な規制による影響を受ける可能性があります。

②　携帯電話市場の動向による影響について

　当社グループの売上は携帯電話市場向けモータ応用電子部品の売上が、全売上高の79.3％（平成17年12月期中間

期）を占めております。その需要先は、携帯電話市場であり、当社グループの業績は、携帯電話市場の動向等の影

響を受ける可能性があります。また、当社グループのモータ応用電子部品は、値下げ要求が激しいため、当社グルー

プの売上高、利益とも価格変動の影響を受ける可能性があります。

③　特定の販売先への依存度が高いことについて

　当社グループの販売先は、主に大手携帯電話メーカーが中心でありますが、特にシーメンスグループ（シーメン

ス向け携帯電話製造メーカーを含む）及びソニーエリクソングループ（ソニーエリクソン向け携帯電話製造メーカー

を含む）への依存度が高くなっております。そのため、これらの販売先の動向または方針の変化により、当社グルー

プの業績に重要な影響を受ける可能性があります。なお、これらの販売先とは、基本契約の締結はしておりますが、

長期納入契約等は締結しておりません。

④　経営成績の変動について

　当社グループの売上高につきましては、平成13年３月期までは携帯電話市場の拡大に伴い順調に受注数が増加し

ました結果、価格下落の影響を超えることができ、売上高の増加の結果となりました。その後平成13年12月期には、

９ヶ月決算ということと振動モータの大口取引先の受注が減少しました結果、価格下落の影響とあいまって、売上

高減少という結果となりました。平成14年12月期は、振動モータの新たな大口取引先からの受注が増加しました結

果、売上高増加の結果となりました。平成15年12月期は、振動モータの大口取引先の受注数が増加しました結果、

価格下落の影響を超えることができ、更に、第４四半期より始まった、オートフォーカスモータの販売により、売

上高増加の結果となりました。平成16年12月期中間期においてもこの傾向は続いております。

　当社グループの売上原価につきましては、振動モータの製造について、部品を外部仕入先から購入し、フィリピ

ン、インドネシア、大連にてアッセンブリの製造委託を行っておりましたが、この製造委託を平成13年３月期には

フィリピンから当社生産子会社（上海思考電子有限公司及び思考電機（上海）有限公司）に移管し、平成13年12月

期にはインドネシア、大連から当社生産子会社に完全に移管しました結果、平成13年12月期から完全に当社グルー

プでの自社アッセンブリ製造となりました。その後、平成14年12月期からは、部品の一部を当社生産子会社にて製

造を開始しました。この完全自社アッセンブリ製造及び部品の内製化により製造原価の低減に努めてまいりました。
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　この結果、当社グループの経常損益及び当期純損益は、平成14年12月期において、価格下落の影響により、損益

分岐点売上高を確保するだけの受注の増加がなく、連結経常損失及び連結当期純損失という結果となりましたもの

の、平成15年12月期は、製造原価の更なる低減及び販売費及び一般管理費の削減により損益分岐点を下げることが

でき、それを大幅に超える振動モータの受注に加え、オートフォーカス用リニアモータの販売が開始されたことに

より、経常損益、当期純損益ともに増益の結果となっております。平成16年12月期期においてもこの傾向は続いて

おります。

　なお、平成17年12月期（当期）につきましては、「３．経営成績及び財政状態」をご参照ください。

　なお、主要な経営指標の推移は次のとおりであります。

回次 第15期 第16期 第17期 第18期 第19期 第20期 第21期 

決算年月 平成12年３月 平成13年３月 平成13年12月 平成14年12月 平成15年12月 平成16年12月 平成17年12月 

連結売上高 (千円) － － － 3,456,842 4,704,186 7,742,062 4,191,245

連結経常損益 (千円) － － － △334,457 568,260 2,258,394 △989,019

連結当期純損益 (千円) － － － △428,102 399,899 1,024,651 △929,337

売上高 (千円) 4,012,574 4,954,842 2,091,146 2,847,759 4,221,811 6,651,850 3,639,021

経常利益 (千円) 150,443 111,703 78,162 100,378 295,131 1,742,892 △210,383

当期純利益 (千円) 76,988 30,425 73,491 30,443 135,457 1,004,979 △137,519

　（注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。

２．当社は、第18期より連結財務諸表を作成しております。

３．当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、第18期から第21期の連結財務諸表、第18期から第21期の財

務諸表について、監査法人トーマツの監査を受けておりますが、第14期、第15期、第16期及び第17期の財務

諸表については、当該監査を受けておりません。

また、第21期の連結財務諸表及び財務諸表は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査は未了であり、監

査報告書は受領しておりません。

⑤　為替変動の影響について

　当社の海外生産比率は100％となっております。一部の材料費（日本からの有償支給材料）を除き全ての製造原価、

販売費及び一般管理費につきましては、人民元建取引となっており、為替変動や人民元の切り上げにより製造原価、

販売費及び一般管理費が上昇した場合、当社グループの業績に影響を受ける可能性があります。

　また、当社グループは海外向けに製品の販売を実施しており、海外向け販売において、原則として円建・円払い

取引を行っておりますが、一部米ドル建・米ドル払い、円建・米ドル払い、ユーロ建・ユーロ払い取引を行ってお

ります。人民元は、米ドルに対して実質的に固定しているため、米ドル建・米ドル払い取引及び円建・米ドル払い

取引の為替リスクと人民元建の製造原価、販売費及び一般管理費の為替リスクが一部軽減されることがありますが、

一方で海外向け販売が増加した場合には、当社グループの業績が為替変動のリスクを受ける可能性があります。な

お、平成17年12月期中に、大手金融機関との間で、人民元の為替リスクを回避する目的で、ＮＤＦ契約を締結いた

しました。

(2）特定の経営者への依存について

　当社グループは、少数の経営陣によってマネジメントがなされておりますが、中でも当社の代表取締役社長である

白木学に対する依存度は大きく、当社グループのマネジメントにとどまらず、研究開発・技術開発、製造から営業と

いった個別の業務においても重要な役割を担っております。このため、何らかの理由により、白木学が当社の代表取

締役としての職務等を遂行できなくなった場合には、当社グループの事業推進に重大な影響を及ぼす可能性があります。

(3）製造物責任・瑕疵担保責任について

　当社グループは、ＩＳＯ9001及びＱＳ9000の品質管理基準に基づいて、各種の製品を製造しており、現時点までに

製造物責任法等に関する訴訟、瑕疵担保責任を遡及された訴訟は生じておりません。しかし、そのような事態が発生

した場合、当社製品への信頼性の低下や損害賠償請求等により、当社グループの業績に影響を受ける可能性があります。
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(4）設備投資について

　当社グループは、生産能力を増加させるため及び内製化率を増加させるために多額の設備投資を行っていく予定で

あります。なお、資金調達が出来なかった場合、中華人民共和国における総量規制の影響による制限を受けた場合等

により、これらの設備投資が出来なかった場合には、当社グループの業績に重要な影響を受ける可能性があります。

　また、設備投資に見合う受注が取れなかった場合には、業績に重要な影響を受ける可能性があります。

　なお、安定的及び機動的な資金調達を目的として、コミットメントライン契約（総額30億円）及び資本ファシリ

ティー契約（新株予約権3,700個）を締結いたしました。

(5）知的財産権について

　当社グループにとって、特許権及びその他知的財産権は競争力維持のために重要です。当社グループは自らが必要

とする多くの技術を自社開発しており、それを国内外において特許権、商標権及びその他の知的財産権として保持し

ております。

　しかし、以下のような知的財産権に関する問題が生じた場合には、当社グループの業績に影響を受ける可能性があ

ります。

①　当社グループが保有する知的財産権に対して異議申し立てがなされたり、無効請求等がなされた場合

②　当社グループが保有する知的財産権が競争上の優位性をもたらさない、又はその知的財産権を有効に行使できな

い場合

③　第三者により知的財産権の侵害を主張されその解決のために多くの時間とコストを費やし、又は経営陣及び経営

資源の集中を妨げる場合

④　第三者による侵害の主張が認められた場合に多額のロイヤルティの支払、該当技術の使用差止め等の損害が発生

する場合

⑤　第三者により知的財産権の侵害を受け、当社グループの知的財産権による競争力が維持できなくなり、または、

その解決のために多くの時間とコストを費やし、または経営陣及び経営資源の集中を妨げる場合
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５．連結財務諸表等
(1）連結貸借対照表

  
前連結会計年度

（平成16年12月31日）
当連結会計年度

（平成17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   1,438,445   2,108,309  

２．受取手形及び売掛金 ※3  1,169,464   1,219,393  

３．たな卸資産   1,141,116   1,012,985  

４．未収還付消費税等   59,451   52,932  

５．デリバティブ資産   －   268,807  

６．繰延税金資産   49,386   164,563  

７．その他   64,012   4,868  

貸倒引当金   △2,646   －  

流動資産合計   3,919,231 47.8  4,831,860 42.2

Ⅱ　固定資産        

１．有形固定資産        

(1)建物及び構築物  735,006   863,417   

減価償却累計額  △129,231 605,774  △201,479 661,938  

(2)機械装置及び運搬具  2,664,402   4,190,468   

減価償却累計額  △205,844 2,458,557  △546,237 3,644,230  

(3)工具器具及び備品  457,357   862,152   

減価償却累計額  △279,033 178,323  △418,114 444,038  

(4)土地   186,723   186,723  

(5)建設仮勘定   538,616   1,077,068  

有形固定資産合計   3,967,995 48.4  6,013,998 52.5

２．無形固定資産        

その他   78,077   93,445  

無形固定資産合計   78,077 1.0  93,445 0.8
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前連結会計年度

（平成16年12月31日）
当連結会計年度

（平成17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
（％）

３．投資その他の資産  

(1)投資有価証券   5,006   161,561  

(2)繰延税金資産   26,988   7,610  

(3)その他 ※1  196,903   348,950  

投資その他の資産合計   228,898 2.8  518,123 4.5

固定資産合計   4,274,971 52.2  6,625,567 57.8

資産合計   8,194,202 100.0  11,457,428 100.0

        

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１．買掛金   742,789   687,551  

２．短期借入金   100,000   2,450,000  

３．1年内返済予定長期借入金   625,937   583,260  

４．1年内償還予定社債   40,000   40,000  

５．未払金   384,018   383,109  

６．未払法人税等   647,703   17,836  

７．繰延ヘッジ利益   －   268,807  

８．賞与引当金   1,694   2,042  

９．その他   212,786   155,130  

流動負債合計   2,754,930 33.6  4,587,738 40.0
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前連結会計年度

（平成16年12月31日）
当連結会計年度

（平成17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
（％）

Ⅱ　固定負債        

１．社債   270,000   230,000  

２．長期借入金   789,689   2,866,435  

３．退職給付引当金   8,854   9,934  

４．その他   75,912   176,280  

固定負債合計   1,144,456 14.0  3,282,650 28.7

負債合計   3,899,387 47.6  7,870,388 68.7

        

（少数株主持分）        

少数株主持分   － －  － －

        

（資本の部）        

Ⅰ　資本金 ※2  1,450,000 17.7  1,450,000 12.7

Ⅱ　資本剰余金   1,885,800 23.0  1,885,800 16.4

Ⅲ　利益剰余金   1,132,385 13.8  114,297 1.0

Ⅳ　為替換算調整勘定   △173,369 △2.1  136,942 1.2

資本合計   4,294,815 52.4  3,587,040 31.3

負債、少数株主持分及び資本合
計

  8,194,202 100.0  11,457,428 100.0
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(2）連結損益計算書

  
前連結会計年度

（自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   7,724,062 100.0  4,191,245 100.0

Ⅱ　売上原価   4,312,151 55.8  4,881,901 116.5

売上総利益（損失△）   3,411,911 44.2  △690,656 △16.5

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1.2  963,752 12.5  1,153,462 27.5

営業利益（損失△）   2,448,159 31.7  △1,844,118 44.0

Ⅳ　営業外収益        

１.受取利息  874   2,811   

２.受取配当金  13   100   

３.スクラップ売却益  1,695   －   

４.新株予約権戻入益  800   －   

５.貸倒引当金戻入益  1,246   2,646   

６.為替差益  －   506,073   

７.受取開発費負担金  －   500,000   

８.その他  3,208 7,838 0.1 13,201 1,024,833 24.5

Ⅴ　営業外費用        

１．支払利息  55,141   60,591   

２．債権譲渡損  －   15,206   

３．シンジケートローン手数料  －   60,200   

４．社債発行差金償却  140   －   

５.新株発行費償却  18,919   －   

６．為替差損  118,988   －   

７．社債発行費償却  －   －   

８．その他  4,412 197,602 2.6 33,736 169,733 4.0

経常利益（損失△）   2,258,394 29.2  △989,019 △23.6

Ⅵ　特別利益        

１．固定資産売却益 ※3 － － － 16,045 16,045 0.4

Ⅶ　特別損失        

１．工場稼動準備費  319,612   －   

２．固定資産売却損 ※4 － 319,612 4.1 12,072 12,072 0.3

税金等調整前当期純利益（損
失△）

  1,938,781 25.1  △985,045 23.5

法人税、住民税及び事業税  946,510   2,340   

過年度法人税等  －   37,750   

法人税等調整額  △32,379 914,130 11.8 △95,799 △55,708 1.3

当期純利益（損失△）   1,024,651 13.3  △929,337 △22.2
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(3）連結剰余金計算書

  
前連結会計年度

（自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

（資本剰余金の部）  

Ⅰ　資本剰余金期首残高   －  1,885,800

Ⅱ　資本剰余金増加高      

１．第三者割当増資による新株の
発行

 1,822,500  －  

２．新株引受権の行使による新株
の発行

 62,500  －  

３．新株引受権からの振替  800 1,885,800 － －

Ⅲ　資本剰余金期末残高   1,885,800  1,885,800

（利益剰余金の部）      

Ⅰ　利益剰余金期首残高   127,733  1,132,385

Ⅱ　利益剰余金増加高      

１．当期純利益  1,024,651 1,024,651 △929,337 △929,337

Ⅲ　利益剰余金減少高      

１．配当金  20,000 20,000 88,750 88,750

Ⅳ　利益剰余金期末残高   1,132,385  114,297
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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16年１月１日
至　平成16年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

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  1,938,781 △985,045

減価償却費  163,754 497,577

貸倒引当金の増減額（減少△）  234 △2,646

賞与引当金の増減額（減少△）  47,121 348

退職給付引当金の増減額（減少△）  2,872 1,079

受取利息及び受取配当金  △887 △2,911

支払利息  55,141 60,591

為替差損益（差益△）  22,261 △143,437

社債発行差金償却  140 －

新株発行費償却  18,919 －

新株引受権戻入益  △800 －

有形固定資産売却益  △120 △16,045

有形固定資産売却損  － 12,072

売上債権の増減額（増加△）  395,965 106,257

たな卸資産の増減額（増加△）  △655,271 224,350

仕入債務の増減額（減少△）  116,189 △436,324

未収消費税等の増減額（増加△）  △12,387 6,519

その他資産の増減額（増加△）  79,430 428,062

その他負債の増減額（減少△）  1,437 309,086

小計  2,172,783 59,533

利息及び配当金の受取額  887 3,590

利息の支払額  △54,257 △59,678

法人税等の支払額  △424,024 △683,147

営業活動によるキャッシュ・フロー  1,695,389 △679,701
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前連結会計年度

（自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー    

定期預金の預入による支出  △62,176 △299,028

定期預金の払戻による収入  10,600 －

有形固定資産の取得による支出  △2,646,920 △2,860,894

有形固定資産の売却による収入  5,564 52,845

無形固定資産の取得による支出  △25,367 △3,830

関係会社株式の取得による支出  △7,249 －

投資有価証券の取得による支出  － △156,555

その他投資の増減額（増加△）  △84,043 92,572

投資活動によるキャッシュ・フロー  △2,809,595 △3,360,036

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入金の増減額（減少△）  △797,600 2,350,000

長期借入れによる収入  840,000 2,800,000

長期借入金の返済による支出  △796,191 △732,597

社債の償還による支出  △42,500 △40,000

高度化資金協調融資の返済による支出  △268,616 －

株式の発行による収入  3,116,080 －

配当金の支払額  △20,000 △88,750

財務活動によるキャッシュ・フロー  2,031,172 4,288,652

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  △35,518 121,920

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額
　（減少△）

 881,447 370,834

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  481,300 1,362,747

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 ※ 1,362,747 1,733,582
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度

（自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

１．連結の範囲に関する事項 (1)　連結子会社の数　2社

連結子会社の名称

上海思考電子有限公司

思考電機（上海）有限公司

(1)　連結子会社の数　2社

同　左

   

 (2)　非連結子会社の名称

　思考技研（香港）有限公司

（連結の範囲から除いた理由）

　非連結子会社は、小規模であり、

総資産、売上高、当期純損益（持

分に見合う額）及び利益剰余金

（持分に見合う額）等は、いずれ

も連結財務諸表に重要な影響を及

ぼしていないためであります。

(2)　非連結子会社の名称

同　左

（連結の範囲から除いた理由）

同　左

   

２．持分法の適用に関する事項 (1)　持分法適用の非連結子会社の数

　持分法適用の非連結子会社はあり

ません。

(1)　持分法適用の非連結子会社の数

同　左

 (2)　持分法を適用しない非連結子会社

　思考技研（香港）有限公司

　持分法を適用しない非連結子会

社は、当期純損益及び利益剰余金

等に及ぼす影響が軽微であり、か

つ、全体として重要性がないため

持分法の適用範囲から除外してお

ります。

(2)　持分法を適用しない非連結子会社

同　左

３．連結子会社の事業年度等に関

する事項

すべての連結子会社の事業年度の

末日は連結決算日と一致しておりま

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

①　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

(1)重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

その他有価証券

時価のないもの

同　左

 ②　 ──────

 

②　デリバティブ

　　時価法

 

 ③　たな卸資産

製品、材料、仕掛品

総平均法による原価法

③　たな卸資産

製品、材料、仕掛品

同　左
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項目
前連結会計年度

（自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方

法

①　有形固定資産

　当社は、定率法（ただし、建物（建

物付属設備を除く）は定額法）を採用

し、在外連結子会社は定額法を採用し

ております。

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方

法

①　有形固定資産

同　左

   

 （主な耐用年数）

建物及び構築物　　　5年～38年

機械装置及び運搬具　4年～11年

工具器具及び備品　　2年～11年

（主な耐用年数）

同　左

   

 

②　無形固定資産

定額法

なお、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。

自社利用のソフトウェア　5年

土地使用権　　　　　　 50年

②　無形固定資産

同　左

   

   

 (3) 重要な繰延資産の処理方法

①　社債発行差金

商法が規定する社債償還期限（5年）

で均等額を償却しております。

(3) 重要な繰延資産の処理方法

①　社債発行差金

 　　　 ──────

   

 ②　新株発行費

　支出時に全額費用で処理しておりま

す。

②　新株発行費

　       ──────

   

 (4) 重要な引当金の計上基準

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、

回収不能見込額を計上しております。

(4) 重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同　左
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項目
前連結会計年度

（自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

 ②　賞与引当金

　当社は、従業員に対する賞与の支給

に備えるため、支給見込額のうち当連

結会計年度の負担に属する部分を計上

しております。

②　賞与引当金

同　左

   

 ③　退職給付引当金

　当社は、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

給付債務に基づき、当連結会計年度に

発生したと認められる額を計上してお

ります。

③　退職給付引当金

同　左

   

 (5) 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

(5) 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連結決

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、換算差額については、資本の

部における為替換算調整勘定に含めて計

上しております。

同　左

   

 (6)        ────── (6) 重要なヘッジ会計の方法

 

イ　ヘッジ会計の方法

　　繰延ヘッジ処理

 

ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

　　ヘッジ手段　…　直物為替先渡取引

　　ヘッジ対象　…　製品輸入による外

貨建予定取引

ハ　ヘッジ方針

　　　為替リスクの低減のため、対　

　　象予定取引の範囲内でヘッジを　

　　行っております。

 

ニ　ヘッジの有効性評価の方法

　ヘッジ開始時から有効性判定時点

までの期間において、ヘッジ対象と

ヘッジ手段の相場変動の累計を比較

し、両者の変動額等を基礎にして判

断しております。
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項目
前連結会計年度

（自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

 (7) その他連結財務諸表作成のための重

要な事項

(7) その他連結財務諸表作成のための重

要な事項

   

 イ　消費税等の会計処理

　　税抜方式によっております。

イ　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、全面時価評価法を採用しており

ます。

同　左

   

６．利益処分項目等の取扱いに関

する事項

　連結会計年度中に確定した利益処分又

は損失処理に基づいて作成しております。

同　左

   

７．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っております。

同　左

   

表示方法の変更

前連結会計年度
（自　平成16年 1月 1日
至　平成16年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年 1月 1日
至　平成17年12月31日）

　前連結会計年度まで営業外収益の「その他」に含めて表示

しておりました「貸倒引当金戻入益」は、営業外収益の総額

の100分の10を超えたため区分掲記いたしました。

　なお、前連結会計年度における「貸倒引当金戻入益」は

2,437千円であります。

　 　　　　　　　　　──────

 追加情報  

前連結会計年度
（自　平成16年 1月 1日
至　平成16年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年 1月 1日
至　平成17年12月31日）

　　　　　　　　　　────── 　「地方税法等の一部を改正する法律」（平成15年法律

第9号）が平成15年3月31日に公布され、平成16年4月1日以

後に開始する事業年度より外形標準課税制度が導入された

ことに伴い、当連結会計年度から「法人事業税における外

形標準課税部分の損益計算書上の表示についての実務上の

取扱い」（平成16年2月13日　企業会計基準委員会　実務

対応報告第12号）に従い法人事業税の付加価値割及び資本

割については、販売費及び一般管理費に計上しております。

この結果、販売費及び一般管理費が7,005千円増加し、営

業利益、経常利益、税金等調整前当期純利益が、同額減少

しております。
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成16年12月31日）

当連結会計年度
（平成17年12月31日）

※1.非連結子会社に対するものは次のとおりであります。 ※1.非連結子会社に対するものは次のとおりであります。

　その他（出資金）　　　　　　　　　7,249千円 　その他（出資金）　　　　　　　　　7,249千円

※2.発行済株式総数　　　　　　普通株式　17,750株 ※2.発行済株式総数　　　　　　普通株式　53,250株

※3.期末日満期手形 ※3.期末日満期手形

　期末日満期日手形の会計処理については、手形交換日を

もって決済処理をしております。なお、当期末日が金融機

関の休日であったため、次の期末日満期手形が期末残高に

含まれております。

　期末日満期日手形の会計処理については、手形交換日を

もって決済処理をしております。なお、当期末日が金融機

関の休日であったため、次の期末日満期手形が期末残高に

含まれております。

　　受取手形　　　　　　　　　　　　 　9,213千円 　受取手形　　　　　　　　　　　　 　　10,748千円　

4.　　　　　　　　────── 

 

 

 

 

4．当社は運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行　　

　　　

　11行と貸出コミットメント契約を締結しております。

　　これら契約に基づく当連結会計期間末の借入未実行残

　高は次のとおりであります。

  　　

 貸出コミットメントの金額　　　　　　4,800,000千円 

 借入実行残高　　　　　　　　　　　　4,100,000千円 

 
差引額　　　　　　　　　　　　　　　　700,000千円

 

 

<財務制限条項>

上記、貸出コミットメント契約には以下の財務制限条項が

ついており、各年度の決算期末日において、下記の条件を

充足することを確約しております。 

 （1）経常損益で2期連続で損失計上しないこと。 

 

（2）平成16年12月末の連結貸借対照表資本の部の金額の　

　

　　　80%もしくは75%以上に維持すること。 
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

※1.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。

※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。

  

運賃 155,800千円

給与・賞与  277,315

賞与引当金繰入額 1,694

退職給付費用  2,872

減価償却費  29,290

研究開発費  114,449

運賃    83,779千円

給与・賞与   210,307

賞与引当金繰入額      2,042

退職給付費用       1,324

減価償却費        43,042

研究開発費         

163,933

※2.一般管理費に含まれる研究開発費　 114,449千円 ※2.一般管理費に含まれる研究開発費 　163,933千円

       

※3.　　　　　　　　────── ※3.　固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

  　　　工具器具及び備品　15,048

  　　　その他　　　　　 　　996

  　　　計　　　　　　　　16,045

※4.　　　　　　　　────── ※4.固定資産売却損の内容は次のとおりであります。　　

　　　

  　　　工具器具及び備品　11,508

 　　　 その他　　　　　　　 564

  　　　計　　　          12,072

（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16年１月１日
至　平成16年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

※現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

※現金及び現金同等物の期末残高と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16年12月31日現在） （平成17年12月31日現在）

（千円） （千円）

現金及び預金勘定  1,438,445

預入期間が３ヵ月を超える定期預金 △75,697

現金及び現金同等物  1,362,747

現金及び預金勘定 2,108,309

預入期間が３ヵ月を超える定期預金 374,726

現金及び現金同等物 1,733,582
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（リース取引関係）

　　該当事項はありません。

（有価証券関係）

有価証券

１．時価のない主な有価証券の内容

 

前連結会計年度
（平成16年12月31日）

当連結会計年度
（平成17年12月31日）

連結貸借対照表計上額（千円） 連結貸借対照表計上額（千円）

(１）その他有価証券   

非上場株式 5,006 161,561
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（デリバティブ取引関係）

 １．取引の状況に関する事項  

前連結会計年度
（自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

　　　　　　　　　　──────

 

(1）利用しているデリバティブ取引は、通貨関連では直物

為替先渡取引であります。

 

 

(2）取引に対する取組方針

 デリバティブ取引は、将来の為替の変動によるリスク

回避を目的としており、投機的な取引は行わない方針

であります。

 

 

(3）取引の利用目的

 デリバティブ取引は、通貨関連では製品輸入による外

貨建予定取引の為替変動リスクを回避し、安定的な利

益の確保を図る目的で利用しております。

  なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っ

ております。

 

 

　ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。

 ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段　…　直物為替先渡取引

ヘッジ対象　…　製品輸入による外貨建予定取引

ヘッジ方針

　為替リスクの低減のため、外貨建予定取引の範囲内

でヘッジを行っております。

ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間におい

て、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計を比較

し、両者の変動額等を基礎にして判断しております。

 

 

 (4）取引に係るリスクの内容

　　　直物為替先渡取引は為替相場の変動によるリスクを　

　　有しております。

　　　なお、取引相手先は高格付けを有する金融機関に限　

　　定しているため信用リスクはほとんどないと認識して

　　おります。

 

 

 (5）取引に係るリスク管理体制

　　　デリバティブ取引の執行・管理については、取引権　

　　限及び取引限度額等を定めた社内ルールに従い、資金　

　　担当部門が決済担当者の承認を得て行っております。

 

 

 (6）取引の時価等に関する事項についての補足説明

　　　取引の時価等に関する事項についての契約額等は、　　

　　あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約

　　額、または計算上の想定元本であり、当該金額自体が

　　デリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ

　　りません。

 ２．取引の時価等に関する事項

　　 前連結会計年度（自　平成16年1月1日　至　平成16年12月31日）

　　 該当事項はありません。

 　　当連結会計年度（自　平成17年1月1日　至　平成17年12月31日）

　　 該当事項はありません。

 　　なお、直物為替先渡取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用いたしておりますので、注記の対象から除いてお　

　　 ます。
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（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

当社グループは、当社において退職金支給規程に基づく社内積立の退職一時金制度を設けております。

２．退職給付債務及びその内訳

 
前連結会計年度

（平成16年12月31日）
当連結会計年度

（平成17年12月31日）

退職給付債務（千円） 8,854 9,934

退職給付引当金（千円） 8,854 9,934

３．退職給付費用の内訳

 
前連結会計年度

（自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

退職給付費用（千円） 2,872 1,324

勤務費用（千円） 2,872 1,324

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付債務の算定方法として簡便法を採用しております。
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（税効果会計関係）

前連結会計年度
（自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

 （千円）

（繰延税金資産）  

棚卸資産評価引当金 16,813

賞与引当金 688

未払事業税 48,622

一括償却資産償却超過額 3,943

退職給付引当金限度超過額 3,359

連結会社間未実現利益の消去 19,685

繰越欠損金 112,375

その他 74

繰延税金資産小計 205,563

評価性引当額 △129,188

繰延税金資産合計 76,374

 （千円）

（繰延税金資産）  

棚卸資産評価引当金 5,058

賞与引当金 830

未払事業税 1,423

一括償却資産償却超過額 5,526

退職給付引当金限度超過額 3,917

連結会社間未実現利益の消去 20,329

繰越欠損金 468,138

その他 98

繰延税金資産小計 505,322

評価性引当額 △331,315

繰延税金資産合計 172,173

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

 （％）

法定実効税率 42.0

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.2

住民税均等割額 0.1

留保金課税 4.1

繰越欠損金 0.5

未実現利益の消去等連結調整 △1.1

本邦と所在地との税率差 0.4

その他 0.9

税効果会計適用後の法人税等の負担率 47.1

 （％）

法定実効税率 40.6

（調整）  

 交際費等永久に損金に算入されない項目 △0.2

住民税均等割額 △0.2

法人税等修正申告 3.0

繰越欠損金 △21.9

未実現利益の消去等連結調整 4.9

本邦と所在地との税率差 △12.6

その他 0.2

税効果会計適用後の法人税等の負担率 13.9
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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度（自平成16年1月1日　至平成16年12月31日）

当社グループは、同一セグメントに属する各種モータ応用電子部品の開発、製造及び販売を専業としてお

ります。したがって、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

当連結会計年度（自平成17年1月1日　至平成17年12月31日）

当社グループは、同一セグメントに属する各種モータ応用電子部品の開発、製造及び販売を専業としてお

ります。したがって、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

ｂ．所在地別セグメント情報

前連結会計年度（自平成16年1月1日　至平成16年12月31日）

 
日本

（千円）
アジア
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

Ⅰ．売上高及び営業利益      

売上高      

(1)外部顧客に対する売上高 6,651,850 1,072,212 7,724,062 － 7,724,062

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ 4,141,904 4,141,904 (4,141,904) －

計 6,651,850 5,214,116 11,865,966 (4,141,904) 7,724,062

営業費用 4,821,020 4,799,232 9,620,253 (4,344,349) 5,275,903

営業利益 1,830,829 414,884 2,245,713 202,445 2,448,159

Ⅱ．資産 8,475,865 5,939,034 14,414,900 (6,220,697) 8,194,202

　（注）１．国又は地域は、地理的近隣度により区分しております。

２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

アジア…中華人民共和国

当連結会計年度（自平成17年1月1日　至平成17年12月31日）

 
日本

（千円）
アジア
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

Ⅰ．売上高及び営業利益      

売上高      

(1)外部顧客に対する売上高 3,639,021 552,223 4,191,245 － 4,191,245

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ 3,969,837 3,969,837 (3,969,837) －

計 3,639,021 4,522,061 8,161,082 (3,969,837) 4,191,245

営業費用 4,273,531 5,624,205 9,897,736 (3,862,372) 6,035,363

営業利益 △634,510 △1,102,143 △1,736,654 (107,464) △1,844,118

Ⅱ．資産 11,141,525 7,345,905 18,487,430 (7,030,002) 11,457,428

　（注）１．国又は地域は、地理的近隣度により区分しております。

２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

アジア…中華人民共和国
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ｃ．海外売上高

前連結会計年度（自平成16年1月1日　至平成16年12月31日）

 アジア 欧州 南米 北米 その他 計

Ⅰ　海外売上高

（千円）
2,868,773 988,400 312,959 65,170 51,460 4,286,764

Ⅱ　連結売上高

（千円）
－ － － － － 7,724,062

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上

高の割合（％）
37.1 12.8 4.1 0.8 0.7 55.5

　（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．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

（１）　アジア…中華人民共和国、マレーシア、大韓民国

（２）　欧州…ドイツ、スウェーデン、フランス、フィンランド、スイス、ハンガリー、イギリス

（３）　南米…ブラジル

（４）　北米…アメリカ、メキシコ、カナダ

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

当連結会計年度（自平成17年1月1日　至平成17年12月31日）

 アジア 欧州 南米 北米 その他 計

Ⅰ　海外売上高

（千円）
2,305,327 220,332 283,228 56,154 54,293 2,919,337

Ⅱ　連結売上高

（千円）
－ － － － － 4,191,245

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上

高の割合（％）
55.0 5.3 6.8 1.3 1.3 69.7

　（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．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

（１）　アジア…中華人民共和国、マレーシア、大韓民国

（２）　欧州…ドイツ、スウェーデン、フランス、フィンランド、スイス、ハンガリー、イギリス

（３）　南米…ブラジル

（４）　北米…アメリカ、メキシコ、カナダ

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。
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【関連当事者との取引】

前連結会計年度（自平成16年1月1日　至平成16年12月31日）

(1) 子会社等

属性
会社等の
名称

住所
資本金又
は出資金
(千HK$)

事業の内
容又は職
業

議決権等
の所有
（被所
有）割合
（％）

関係内容

取引の内
容

取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)役員の兼

任等
事業上の
関係

子会社

思考技

研 (香

港)有限

公司

中国

香港
500

一般貿易

販売業

(所有)

直接　

99.9

役員

　2人

当社製品

の販売

当社製品

の販売
831,493 売掛金 144,803

　（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高のうち課税取引に係わる残高には消費

税等が含まれております。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

製品の販売につきましては、一般の取引条件と同様に決定しております。

当連結会計年度（自平成17年1月1日　至平成17年12月31日）

(1) 子会社等

属性
会社等の
名称

住所
資本金又
は出資金
(千HK$)

事業の内
容又は職
業

議決権等
の所有
（被所
有）割合
（％）

関係内容

取引の内
容

取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)役員の兼

任等
事業上の
関係

子会社

思考技

研 (香

港)有限

公司

中国

香港
500

一般貿易

販売業

(所有)

直接　

99.9

役員

　2人

当社製品

の販売

当社製品

の販売
1,021,723 売掛金 235,967

　（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高のうち課税取引に係わる残高には消費

税等が含まれております。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

製品の販売につきましては、一般の取引条件と同様に決定しております。
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

１株当たり純資産額 241,961.43円

１株当たり当期純利益金額 66,457.99円

潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額
66,103.17円

 

１株当たり純資産額        67,362.25円

１株当たり当期純損失金額        17,452.35円

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式は存在するものの、１株当たり当期

純損失であるため、記載しておりません。

  

  

  

 　 当社は平成17年5月20日付で株式1株につき3株の株式分

　割を行っております。

　　なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場

　合の前連結会計年度における1株当たり情報及び当期首に　

　行われたと仮定した場合の当連結会計年度における1株当　

　たり情報は、それぞれ以下のとおりであります。

１株当たり純資産額 　80,653.81円 

１株当たり当期純利益金額 22,152.66円 

潜在株式調整後１株当たり当期

利益金額
22,034.39円 

　（注）　１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであ

ります。

 
前連結会計年度

(自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日)

1株当たり当期純利益金額   

当期純利益（千円） 1,024,651 △929,337

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

（うち利益処分による役員賞与金） － －

普通株式に係る当期純利益（千円） 1,024,651 △929,337

期中平均株式数（株） 15,418 53,250

   

潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額   

　当期純利益調整額（千円） － －

　普通株式増加額（千株） 83 －

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めな

かった潜在株式の概要

　　　　　　　　　　　 － 新株予約権2種類

新株予約権の数　3,800個
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（重要な後発事象）

前連結会計年度
（自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

株式分割（平成17年5月20日付をもって、普通株式1株を

3株に分割する。）による新株を発行することを平成17年

2月14日開催の取締役会において決議いたしました。

該当事項はございません。 

　①　分割により増加する株式数

普通株式とし、平成17年3月31日の最終の発行済

　　　　株式数に2を乗じた株数

　②　分割方法

　　　平成17年3月31日の最終の株主名簿及び実質株主

　　　名簿に記載又は記録された株主の所有株式数を1

　　　株につき3株の割合をもって分割する。

　③　配当起算日

　　　平成17年1月1日

 

 

 

　

　　

　

　　

 

　当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前

連結会計年度における1株当たり情報及び当期首に行われ

たと仮定した場合の当連結会計年度における1株当たり情

報は、それぞれ以下のとおりであります。

前連結会計年度 当連結会計年度

1株当たり純資産額

　　　　　　8,435.37円

1株当たり純資産額

　　　　　　80,653.81円

1株当たり当期純利益金額

　　　　　 13,329.99円

1株当たり当期純利益金額

　　　　　  22,152.66円

 

潜在株式調整後1株当たり

当期利益金額

　　　　　  22,034.39円
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