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平成 17 年 12 月期 決算短信（非連結） 
平成 18 年２月 16 日 

会 社 名 ユー・エム・シー・ジャパン株式会社 

コ ー ド 番 号 ６９３９ 

（ＵＲＬ http://www.umcj.com） 

上場取引所 ＪＱ 

本社所在都道府県  千葉県 

代 表 者 
 

役 職 名 
氏 名 

代表取締役社長 
温 清章    

問 い 合 わ せ 先 責任者役職名 経理部ジェネラルマネージャー 

 氏 名 黄 茂基 ＴＥＬ（０４７０）２３－３１２１ 

決算取締役会開催日 

定時株主総会開催日 

親 会 社 名 

平成 18 年２月 16 日 

平成 18 年３月 27 日 

ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ･ﾏｲｸﾛｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ･ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 

中間配当制度の有無  有 

単元株制度採用の有無 無 

親会社における当社の議決権所有比率 53.5％
 

１．17 年 12 月期の業績（平成 17 年１月１日～平成 17 年 12 月 31 日） 

(1) 経営成績                            （記載金額は百万円未満の端数を四捨五入し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 23,062  （△37.3） △11,513       （－） △12,150    （－）

16 年 12 月期 36,772     （3.1） 120   （△95.6） △1,339    （－）
 

 
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 △12,553  （－） △12,685 54 － － △22.8 △11.8 △52.7

16 年 12 月期 △630  （－） △634 13 － － △1.0 △1.1 △3.6

(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 17 年 12 月期 989,545 株 16 年 12 月期 993,397 株  

   3．会計処理の方法の変更   有 
   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 

(2) 配当状況 

1 株当たり年間配当金 
 

 中 間 期 末 

配当金総額 

（年 間） 
配当性向 

株主資本 

配 当 率 

 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

17 年 12 月期 0   0 0   0 0   0 － － －

16 年 12 月期 0   0 0   0 0   0 － － －

(3) 財政状態 

 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 87,233 48,743 55.9 49,257  59

16 年 12 月期 118,189 61,308 51.9 61,955  87

(注) 1．期末発行済株式数 17 年 12 月期 989,545 株 16 年 12 月期 989,545 株 

2．期末自己株式数 17 年 12 月期 －株 16 年 12 月期 31,809 株 

(4) 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

17 年 12 月期 116 4,386 △18,163 29,076

16 年 12 月期 18,216 △5,445 △961 42,739
 

２．18 年 12 月期の業績予想（平成 18 年１月１日～平成 18 年 12 月 31 日） 

1 株当たり年間配当金 
 売 上 高 経常利益 当期純利益 

中 間 期 末  

 百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭 円 銭

中 間 期 

通  期 

15,099 

32,343 

△3,221

△3,074

△3,232

△3,088

0  0

－ －

－  － 

0   0 

－  －

0   0

(参考) 1 株当たり予想当期純利益（通期） △3,121 円 02 銭 
 

 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及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料

発表日現在における仮定を前提としています。実際の業績は、今後、様々な要因によって異なる可能性があります。 

なお、上記業績予想に関する事項は、添付資料６ページをご参照ください。
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添 付 資 料 

１.企業集団の状況 

 当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社（ユー・エム・シー・ジャパン株式会社）及び、親会社１社と

その子会社１社により構成され、半導体製品の前工程の受託生産を主な事業としております。当事業の内容及び位置

づけは、次のとおりであります。 

　　　　　　　　

　　　

（株式保有）

（株式保有）

（株式保有）
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ｽﾝ･ﾁｪﾝ･ｲﾝﾍ ﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

生産移管

受託品の供給

生産委託

 
・ ユナイテッド・マイクロエレクトロニクス・コーポレーション（ＵＭＣ）は当社の親会社であ

ります。 

・ スン・チェン・インベストメント・コーポレーションはユナイテッド・マイクロエレクトロニ

クス・コーポレーションの子会社であります。 

・ なお、ＵＭＣが2006年１月27日付けで、スン・チェン・インベストメント・コーポレーショ

ンの株式を一部売却したため、スン・チェン・インベストメント・コーポレーションは、Ｕ

ＭＣの子会社でなくなりました。 

 

２.経営方針 

(1)経営の基本方針 
 当社の目標は｢お得意様から選び抜かれたファウンドリーとなる｣ことです。 

そのためにＵＭＣグループの総合力を活用して、新たな発展・成長を図ります。 

また、企業価値増大のための経営の合理化を推し進め、優れたファウンドリーサービスの供給に努め、高収益

体質の企業づくりを目指すことで、顧客・株主・社会からの信頼を確保してまいります。 

 

(2)利益配分に関する基本方針 
 利益の用途は、ニーズの高い先端技術の顧客への提供及び次なる大型投資を機敏に実施できる体制の確保を優

先的に考えておりますが、収益の状況や市場の成熟度に応じて、配当等の利益還元も考えてまいります。 
 取締役の報酬等は、主に役員報酬とストックオプションで構成されております。役員賞与の支給は、現在は考

えておりません。なお、業績向上のため、従業員に対しても、インセンティブとしてのストックオプションを活

用しており、役職員に対する事実上の業績連動報酬となっております。 

 

(3)投資単位の引き下げに関する方針 
 当社は、多くの方々に投資をして頂きやすい環境を整備する事を心がけておりますが、現状の株価は株式会社

ジャスダック証券取引所が目安としている50万円以下で推移しており、当面は投資単位引き下げが必要な状況と

は判断しておりません。しかしながら、市場での流通活性化と投資家層の拡大は常に重要な課題であり、株価の

動向を見つつ、必要に応じて対処してまいります。 

 

(4)目標とする経営指標 
 当社は企業収益性及び株主価値最大化を重視しておりますが、事業の性格上、売上の変動によって、各種指標

は大きく影響を受けます。 
 従って、自社製造分について、稼働率 100％の場合に売上総利益率 10％を確保するコスト体質を目標としてお

ります。 
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(5)中長期的な経営戦略 
 中長期的な経営戦略については常に考慮しておりますが、一方、当社の現状は、2004年から赤字決算が続いて

おり、2006年も通期では赤字の見込みとなっております。 

 そのような状況下においては、赤字体質から利益の出せる体質への脱却こそが唯一無二の経営課題であり、そ

れは、後述(6)対処すべき課題への取り組みによる実現を目指しております。 

 赤字体質脱却が実現して、初めてその先が考えられる状況であり、現在は2006年下期での黒字化実現に経営資

源を集中し、それ以降に中長期的な視野で経営を考えてまいります。 

 

(6)対処すべき課題 
 前述の、(5)中長期的な経営戦略の通り、2006 年は「全ての活動を収益の確保と挑戦に向けて」をスローガン

として掲げ、以下の課題に取り組んでおります。 
 
① 世界で取引と顧客を拡大し、収益の最大化を図る 
 従来の、特定の日本のＩＤＭ（Integrated Device Manufacturer 垂直統合型デバイスメーカー）とのパート

ナーシップ重視の方針にこだわることなく、顧客ベースの拡大を進めます。まずは、海外比率を高めることに

よって、ＩＤＭとファブレスの比率を近づけます。続いて、プロダクトミックスの改善による、ＡＳＰ（平均売

上単価）の向上や、生産能力に応じた0.18μm製品の受注拡大を進め、収益を拡大します。 
② 世界レベルの工場品質に向けた継続的な改善 
館山工場の品質について、グローバル競争を勝ちぬくために、世界のトップレベルを常に意識し、歩留りやサ

イクルタイムを初め、さまざまな点で改善を進めてまいります。 
③ 継続的な製造コストの削減 
材料費や電力使用量など、コントロール可能なコストの改善に継続して取り組んでおります。 

④ 教育による管理能力とエンジニアリング力の強化 
以上の実現のために、人材育成に一層努めます。 
その一環として取り組むナレッジ・マネジメントでは、ＵＭＣのノウハウを積極的に導入できるシステムを構

築します。 
 

(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 
 

（当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方） 

 当社にとってコーポレートガバナンスとは、株主の代理人として選ばれた取締役により構成されている取締役

会が、株主に対してその信託に応えるべく、経営責任を果たすための体制を整備することであると理解しており

ます。 

 

（コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況） 

 

ａ．会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート･ガバナンス体制の状況 

 

①会社の機関の内容 

 経営管理体制としては、1999 年にＵＭＣの傘下に入って以来、いわゆる執行役員制度を取り入れており、取締

役会において示された企業理念及び事業計画に沿って執行役員（以下「オフィサー」と言う）が業務執行を行い、

取締役会がその状況を監督しております。これにより、半導体業界において重要である経営判断と業務執行の迅

速性を確保しております。 

 オフィサーは、月１回以上、マネージメントミーティングを開催し、事業計画、経営課題、営業状況等の実務

的な検討・決定を行っております。 

 当社は監査役制度を採用しております。 

 

②内部統制システムの整備の状況 

 内部統制システムについては、管理関係部課および内部監査室によって適正に維持されております。 

 維持活動の一例として、当期は、社内規程の新設を 11 件、改正を 72 件、それぞれ実施しました。 

 

③リスク管理体制の整備の状況 

 当期は、同業他社における被災事例が多く影響も大きい、大地震・火災への対策に力を入れてきました。耐震

補強や訓練の強化の他、地震保険へ加入しました。 

 また、個人情報保護法への対応とともに、さらに情報全般の管理を適切に行うために、情報セキュリティマネ

ジメントの強化に取り組んでおります。 

その他のリスクコントロールについては、従来から、日常管理の一環として取り組んでおります。 
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④内部監査及び監査役監査、会計監査の状況 

 内部監査室は社長に直属し、2005 年 12 月末現在２名で構成されております、当期１年間において、17 件の項

目についての監査を実施するとともに、米国のサーベンス・オックスレー法（ＳＯＸ）に基く監査を親会社のＵ

ＭＣとともに行っております。 

 監査役会は、３名（うち社外監査役２名）で構成されております。取締役会に出席する他、常勤監査役は、そ

の他の重要な会議にも出席し、執行状況の監視をするとともに、内部監査室との連携をとっております。 

 当社の会計監査の業務を執行した公認会計士は猪鼻孝夫、室橋陽二の２名で、いずれも新日本監査法人に所属

しています。継続監査年数は５年であります。補助者は７名であります 

 

⑤役員報酬、監査報酬の状況 

・取締役及び監査役に支払った報酬その他の職務遂行の対価である財産上の利益の額 

取締役 監査役 計  

区分 支給 

人員 
支給額 

支給 

人員 
支給額 

支給 

人員 
支給額 摘要 

 名 百万円 名 百万円 名 百万円

定款又は株主総会決議に基づく報酬 7 27 2 13 9 41 (注) 1.

株主総会決議に基づく退職慰労金 - - - - - -

計 27 13  41

（注）1.創立総会(昭和59年５月15日)の決議による取締役報酬限度額は、月総額15百万円以内、監査役報酬限度額 

は、月総額２百万円以内であります。 

2.上記の他、使用人兼務取締役の使用人給与相当額(賞与を含む)を55百万円支給しております。 

3.平成17年12月31日現在、取締役は８名、監査役は３名であり、うち取締役３名及び監査役１名は無報酬であ

ります。なお、期末現在の人数と支給人員が相違しているのは、当期中に退任した取締役が２名いるためで

あります。 

 

・会計監査人に対する報酬等の額 

1. 当社が会計監査人に支払うべき報酬等の合計額 20 百万円

2. 上記 1の合計金額のうち、公認会計士法（昭和 23 年法律第 103 号）第２条第１項の業務（監査証 

  明業務）の対価として当社が支払うべき報酬等の合計額 
20 百万円

3. 上記 2の合計金額のうち、当社が会計監査人に支払うべき会計監査人としての報酬等の額 20 百万円

（注） 上記金額は商法特例法上の会計監査人の監査に対する報酬、証券取引法上の監査に対する報酬等

すべての報酬を含み、それぞれを明確に区分していないため、これらの合計額をそのまま記載し

ております。 

 

ｂ．会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要 

 社外取締役の内、狩野紀昭氏は、品質管理の権威であり、当社とは、当社の株主（2005 年 12 月末現在 持株数

104 株）としての資本的関係はありますが、人的関係、取引関係、その他特別の利害関係のいずれもありません。 

 もう一名の社外取締役である陳文洋、及び、社外監査役の内、李亞菁氏は、当社の親会社ＵＭＣの従業員で、

当社とＵＭＣの関係は、後述の(8)親会社等に関する事項の通りであります。もう一名の社外監査役である荒川栄

一氏は当社の会計監査を行っている監査法人に所属していない公認会計士であり、当社とは、当社の株主（2005

年 12 月末現在 持株数 172 株）としての資本的関係はありますが、人的関係、取引関係、その他特別の利害関係

のいずれもなく、独立性の高い監査体制となっております。 
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ｃ．会社のコーポレート･ガバナンスの充実に向けた取り組みの最近１年間における実施状況 

 取締役会は、2005 年 12 月末現在８名の取締役（うち社外取締役２名）で構成され、十分な議論を尽くして経営

上の意思決定をしております。2005 年は７回開催いたしました。 

 監査役会は６回開催いたしました。 

 

 なお、当社の業務執行・経営の監視および内部統制システムの状況は以下のとおりであります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8)親会社等に関する事項 
  

ａ．親会社の商号等 

（2005年12月31日現在） 

親会社等 属性 親会社の議決

権所有割合 

親会社等が発行する株券が上場されている証券

取引所等 

ユナイテッド・マイクロエレク

トロニクス・コーポレーション 

親会社 53.5% 

（間接4.5%） 

ニューヨーク証券取引所（アメリカ合衆国） 

台湾証券取引所（台湾） 

ＵＭＣは、当社株式を保有する子会社（スン・チェン・インベストメント・コーポレーション）の株式を、

2006年１月27日付けで一部売却したため、同社は子会社でなくなりました。これにより、親会社の議決権所有

割合は、間接所有が無くなり49.0％となりましたが、実質的には、依然、当社の親会社であります。 

 

ｂ．親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付け 

2005年12月末現在、当社株式の53.5％を実質保有する親会社のＵＭＣとの関係は、人的関係において現在、当

社取締役の内４名及び監査役の内１名がＵＭＣの役職員を兼務しております。 

 当社は、半導体テクノロジーのリーディングカンパニーであるＵＭＣの傘下にあることによって、技術移管を

受け、また、研究開発費等の負担を軽くすることが出来ます。最近では、品質向上やコストダウンの進展のため

に、人材受け入れ等の協力体制を構築しています。 

 一方、ＵＭＣ出身者ではない社外取締役・社外監査役の存在によって、ＵＭＣからの独立性の確保を担保して

おります。 

なお、ＵＭＣの取締役を兼務する当社取締役のうち２名が、2006年１月９日付けで、ＵＭＣの取締役を辞任い

たしました。 

 

ｃ．親会社等との取引に関する事項 

 特許権使用料については、ＵＭＣグループトータルで売上比率で負担しており、妥当な負担率であり、かつ、

ＵＭＣグループに所属していることのスケールメリットを大きく享受しております。 

 また、日本国内において需要の高まっている先端技術によるウエハ供給をＵＭＣへの生産委託によって実現し

ており、仕入代金を当社からＵＭＣに支払っております。 

 加えて、相互顧客の紹介に伴う当社とＵＭＣ間のコミッション授受による収益・費用が発生しております。 

 

 

監査

監督

株主総会

監査役会
監査役

取締役会
取締役

代表取締役

マネージメントミーティング

営業&Marketing
本部

製造関係部課

内部監査室

技術関係部課 管理関係部課

選任・解任 選任・解任

監査

監査
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(9)内部管理体制の整備・運用状況 
  

ａ．内部牽制組織、組織上の業務部門及び管理部門の配置状況、社内規程の整備状況その他内部管理体制の整備

の状況 

 当社は従来から、社長直属の内部監査室を設置しております。 

 当社はファウンドリー専業のため、事業部制などはなく、いわゆる管理部門の機能は、本社機構に集中してお

りますが、部や指揮系統を分けることで相互牽制を実現しております。社内規程は適切に整備されており、また

セルフアセスメント及び内部監査により適切に改訂されております。 

  

ｂ．内部管理体制の充実に向けた取組みの最近１年間における実施状況 

 企業不祥事が多発し、内部統制についての議論が強まる中、当社は、内部統制の基本方針を再確認し、その方

針に沿って組織や規程の整備状況を確認いたしました。 

 また、内部監査は、外部委託契約、生産管理、あるいは近年の課題となっている個人情報保護関係など、範囲

も対象職場も広範にわたり実施し、内部統制の充実に寄与しております。 

 一方、2004 年より、ＵＭＣがニューヨーク証券取引所に上場している関係から、ＳＯＸへの対応を通じて、

コーポレート・ガバナンスと内部統制の充実に努めております。 

 

３.経営成績及び財政状態 

(1)経営成績 
 当期（2005年1月1日～2005年12月31日）は、世界的にはパソコン関連や携帯電話を中心に、半導体市場は比較

的好況だったものの、日本の半導体市場は、主要需要先である家電などの民生機器が最終製品の価格低下などか

ら不振であったため、低成長となりました。 

当社におきましても、大型液晶ディスプレイ向け製品は比較的堅調だったものの、日本半導体市場全体の不況

により、厳しいものとなりました。 

また、これまでの設備投資の結果、減価償却費負担のピークが前期および当期となり、収益面からも厳しいも

のとなりました。 

一方、当期においてＵＭＣで製造した製品の一部について、顧客及び当社の経理事務の合理化を図り、従来の

顧客紹介料受取りからアウトソーシングとしての仕入販売方式に取引形態を変更したことによる売上増があった

ことから、売上高は、23,062百万円（前年同期比37.3％減）となりました。 

この売上に対し、減価償却費の負担が大きかったこと及び前述の顧客紹介料受取りから仕入販売方式に取引形

態を変更したことによる仕入増などから、営業損失は11,513百万円となりました。さらに、たな卸資産評価損が

590百万円発生したこと等から、経常損失は12,150百万円、過去の設備投資の見直しによる固定資産除却損が455

百万円発生したこと等から、当期純損失は12,553百万円となりました。 

当期は、受注活動に注力し、その結果、これまでにない多数のテープアウト（先行商品試作品）の実績となり、

これは来期以降の売上高に寄与する見込みです。 

また、一部顧客・分野に集中していたプロダクトミックスの分散、コストダウン、過去に投資した設備の見直

しなどを行いました。特に、過去の設備投資の見直しとして、除売却による製造設備の最適化を進めました。 

 

(2)財政状態 

 当期における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、設備投資及び借入金の返済等により、当期末

には29,076百万円（前年同期比13,663百万円減）となりました。 

 また、当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） 

 当期において営業活動の結果得られた資金は、116百万円（同18,100百万円減）となりました。これは主に税引

前当期純損失が12,548百万円（前年同期163百万円）、たな卸資産の増加が812百万円（同1,197百万円）となった

ものの、減価償却費が12,596百万円（同13,927百万円）、たな卸資産評価損が590百万円（同785百万円）が計上

されたこと等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） 

 当期において投資活動の結果得られた資金は4,386百万円（前年同期は5,445百万円使用）となりました。これ

は主に、投資有価証券の購入による支出が9,580百万円（前年同期13,995百万円）、固定資産の売却による収入が

10,514百万円（同８百万円）、投資有価証券の償還による収入が3,600百万円（前年同期は償還無し）があったこ

と等によるものであります。 
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（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当期において財務活動の結果使用した資金は18,163百万円（前年同期比17,202百万円増）となりました。これ

は、長期借入金の返済15,000百万円（前年同期11,250百万円）、短期借入金の純減3,163百万円（同2,977百万

円）によるものであります。 

 なおキャッシュ・フロー指標については次のとおりであります。 

 2003年12月期 2004年12月期 2005年12月期 

自己資本比率（％） 52.6 51.9 55.9

時価ベースの自己資本比率（％） 91.0 42.7 39.7

債務償還年数（年） 1.6 1.0 3.6

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 40.7 72.8 0.8

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 

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

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、いずれも財務数値より計算しております。 

 ※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。 

 ※営業キャッシュ・フローは、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、貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象

としております。また、利払いについては、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。 

 

(3)事業等のリスク 
 当社の経営成績、株価及び財務状況に影響を及ぼす可能性のある主なリスクを以下に記載いたします。但し、

これらは当社事業リスクを必ずしも全て網羅するわけではないことにご留意ください。 

① 当社はＵＭＣグループの１社であります。従って、ＵＭＣグループ全体の経営方針の変化に影響を受ける

可能性があります。 

② 当期の売上のうち、上位４社への売上が約60％を占めており、一部特定顧客への依存度が高くなっており

ます。その一部特定顧客の営業状況により、経営成績に影響が出る可能性があります。 

③ 半導体需給が大きく変動し、市場全体が供給力過多となった場合は、生産能力に見合った受注が困難とな

る可能性があります。 

④ 当社が所有する工場は館山の１ヶ所のみであり、館山が大地震等の被災地となった場合、操業が長期間に

わたって停止する可能性があります。 

 
(4)次期の見通し 

 先端技術及びファブレス向けの新製品の出荷やアウトソーシングビジネスの拡大により、当社の売上高につい

ては回復を見込んでおります。ただ、市場の見通しの中には停滞予想もあるなど不透明なことから、黒字水準ま

での回復は難しいものと見ています。 

 損益については、コストダウンが進んでおり、また減価償却費負担が2005年に比べて、実質的に約33億円減少

することから、かなりの改善が見込まれます。 

 なお、為替レートは、100～110円／ドルを想定しております。 

 以上から、次期の業績予想は、次の通りであります。 

売 上 高    32,343百万円  （前年度比  40.2％増） 

営 業 利 益   △ 3,433百万円  （前年度比 8,080百万円増） 

経 常 利 益   △ 3,074百万円  （前年度比  9,076百万円増） 

当期純利益   △ 3,088百万円  （前年度比  9,465百万円増） 

 当期の設備投資につきましては、老朽化設備の更新を中心に約11億円を計画しております。なお、減価償却費

は約61億円、設備の一部をセールアンドリースバックしたことに伴うリース料が32億円、それぞれ発生する見込

みです。 
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４.財務諸表等 
財務諸表 
① 貸借対照表 

  
第22期 

（平成16年12月31日） 
第23期 

（平成17年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

  現金及び預金 ※１ 46,823  31,076 

  売掛金  8,611  8,213 

  製品  294  394 

  原材料  5  2 

  仕掛品  1,443  1,469 

  貯蔵品  793  741 

  前払費用  182  862 

  その他  213  292 

（流動資産合計）  58,365 49.4  43,049 49.3

Ⅱ 固定資産    

(1）有形固定資産    

  建物  20,121 20,166  

 減価償却累計額  7,744 12,377 8,315 11,850 

  構築物  3,951 3,954  

 減価償却累計額  2,476 1,475 2,592 1,362 

  機械及び装置  93,926 73,422  

 減価償却累計額  57,074 36,852 57,513 15,908 

  車両運搬具  5 4  

 減価償却累計額  5 0 3 2 

  工具器具及び備品  1,657 1,727  

 減価償却累計額  1,124 532 1,253 474 

  土地  611  2,738 

  建設仮勘定  701  60 

（有形固定資産合計）  52,549 44.5  32,395 37.1

(2）無形固定資産    

  借地権  1,970  539 

  ソフトウェア  112  76 

  その他  71  59 

（無形固定資産合計）  2,153 1.8  673 0.8

(3）投資その他の資産    

  投資有価証券  4,777  10,750 

  長期前払費用  14  36 

  その他  343  342 

  貸倒引当金  △11  △12 

（投資その他の資産合計）  5,122 4.3  11,116 12.8

（固定資産合計）  59,825 50.6  44,184 50.7

Ⅲ 繰延資産    

  社債発行費  0  - 

（繰延資産合計）  0 0.0  - 0.0

資産合計  118,189 100.0  87,233 100.0
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第22期 

（平成16年12月31日） 
第23期 

（平成17年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

  支払手形 ※２ 596  - 

  買掛金 ※５ 2,663  3,488 

  短期借入金 ※１ 3,231  413 

  未払金  2,979  2,308 

  未払費用  520  570 

  未払法人税等  5  94 

  前受金  1  - 

  預り金  414  374 

  賞与引当金  175  146 

  修繕引当金  246  - 

  その他  42  43 

（流動負債合計）  10,872 9.2  7,434 8.5

Ⅱ 固定負債    

  社債  21,500  21,500 

  転換社債  9,350  9,350 

  長期借入金  15,000  - 

  繰延税金負債  -  6 

  退職給付引当金  63  36 

  役員退職慰労引当金  25  18 

  修繕引当金  -  108 

  社債発行差金  71  38 

（固定負債合計）  46,009 38.9  31,056 35.6

負債合計  56,881 48.1  38,491 44.1

    

（資本の部）    

Ⅰ 資本金 ※３ 27,140 23.0  27,140 31.1

Ⅱ 資本剰余金    

資本準備金  20,218 20,218  

資本剰余金合計  20,218 17.1  20,218 23.2

Ⅲ 利益剰余金    

利益準備金  57 57  

当期未処分利益  16,878 1,318  

利益剰余金合計  16,935 14.3  1,375 1.6

Ⅳ その他有価証券評価差額金  21 0.0  9 0.0

Ⅴ 自己株式 ※４ △3,006 △2.5  - -

資本合計  61,308 51.9  48,743 55.9

負債及び資本合計  118,189 100.0  87,233 100.0
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② 損益計算書 

  
第22期 

（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

第23期 
（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（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ  売上高    

   製品売上高  34,359 19,034  

   商品売上高  1,816 3,883  

   その他  597 36,772 100.0 145 23,062 100.0

Ⅱ  売上原価    

(1)製品売上原価    

   製品期首たな卸高  45 294  

   当期製品製造原価  34,203 29,719  

 合計  34,248 30,013  

   他勘定振替高 ※１ 912 278  

   製品期末たな卸高  294 394  

差引製品売上原価  33,042 29,342  

(2)商品売上原価    

   当期商品仕入高  1,628 3,679  

商品売上原価  1,628 34,670 94.3 3,679 33,021 143.2

売上総利益 
（△は総損失） 

 2,102 5.7  △9,958 △43.2

Ⅲ  販売費及び一般管理費    

   販売手数料  129 -  

   給料手当  440 436  

   賞与  106 85  

   役員退職慰労引当金 
   繰入額  

12 9 
 

   事業税  - 89  

   減価償却費  20 16  

   研究開発費 ※２ 783 420  

   その他  492 1,982 5.4 500 1,555 6.7
営業利益 
（△は営業損失） 

 120 0.3  △11,513 △49.9

Ⅳ  営業外収益    

   受取利息  126 23  

   有価証券利息  178 29  

   為替差益  83 42  

   デザインサポート料 ※３ 66 101  

   社債発行差金償却  33 33  

   その他  19 506 1.4 34 261 1.1

Ⅴ  営業外費用    

   支払利息  249 137  

   たな卸資産除却損  759 150  

   たな卸資産評価損  785 590  

   その他  171 1,965 5.3 19 897 3.9

経常損失  △1,339 △3.6  △12,150 △52.7
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第22期 

（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

第23期 
（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（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅵ  特別利益    

   固定資産売却益 ※４ 6 70  

   投資有価証券売却益 ※５ 1,561 -  

   過年度未払賞与戻入額  - 20  
 役員退職慰労引当金 
 取崩益  - 17  

   貸倒引当金戻入益  13 -  

   その他  - 1,580 4.3 12 118 0.5

Ⅶ  特別損失    

   固定資産売却損 ※６ - 8  

   固定資産除却損 ※７ 20 455  

   補償金  - 52  

 過年度役員退職慰労 
 引当金繰入額  

10 - 
 

   投資有価証券売却損  373 -  

   その他  - 404 1.1 0 516 2.2

 税引前当期純損失  △163 △0.4  △12,548 △54.4

 法人税、住民税及び 
 事業税  

5 5  

 法人税等調整額  462 467 1.3 - 5 0.0

当期純損失  △630 △1.7  △12,553 △54.4

前期繰越利益  17,508  16,878 

自己株式消却額  -  3,006 

当期未処分利益  16,878  1,318 
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③ キャッシュ・フロー計算書 

  
第22期 

（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日）

第23期 
（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（百万円） 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

税引前当期純損失  △163 △12,548 

減価償却費  13,927 12,596 

長期前払費用償却額  － 3 

繰延資産償却額  30 △33 

引当金の増加額（△減少額）  209 △201 

受取利息及び受取配当金  △126 △23 

投資有価証券売却益  △1,561 － 

投資有価証券売却損  373 － 

支払利息  249 137 

為替差損（△差益）  △199 38 

たな卸資産評価損  785 590 

たな卸資産除却損  759 150 

固定資産除売却損  20 463 

固定資産売却益  △6 △70 

売上債権の減少額  4,899 398 

たな卸資産の増加額  △1,197 △812 

仕入債務の増加額  68 229 

未払金及び未払費用の増加額  145 48 

その他  112 △745 

小計  18,326 223 

利息及び配当金の受取額  145 48 

利息の支払額  △250 △150 

法人税等の支払額  △5 △5 

営業活動によるキャッシュ・フロー  18,216 116 

    

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  △4,443 － 

定期預金の解約による収入  6,191 2,393 

固定資産の取得による支出  △11,956 △2,540 

固定資産の売却による収入  8 10,514 

投資有価証券の取得による支出  △13,995 △9,580 

投資有価証券の売却による収入  18,751 － 

投資有価証券の償還による収入  － 3,600 

その他  － △1 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △5,445 4,386 
    

Ⅲ 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  △2,977 △3,163 

長期借入れによる収入  15,000 － 

長期借入金の返済による支出  △11,250 △15,000 

株式の発行による収入  80 － 

自己株式の取得による支出  △1,814 － 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △961 △18,163 

    

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  38 △2 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額（△減少額）  11,848 △13,663 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  30,891 42,739 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高  42,739 29,076 
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④ 利益処分案 

  
第22期 

株主総会承認日 
（平成17年３月29日） 

第23期 
株主総会承認予定日 
（平成18年３月27日） 

区分 
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅰ 当期未処分利益   16,878 1,318

Ⅱ 次期繰越利益   16,878 1,318
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重要な会計方針 

項目 
第22期 

（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

第23期 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

その他有価証券 その他有価証券 １．有価証券の評価基準及

び評価方法 時価のあるもの 時価のあるもの 

 決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部資本直入法により

処理し、売却原価は移動平均法によ

り算定） 

同左 

 

 時価のないもの 時価のないもの 

 移動平均法による原価法 同左 

２．デリバティブの評価基

準及び評価方法 

時価法 同左 

３．たな卸資産の評価基準

及び評価方法 

移動平均法による低価法 同左 

有形固定資産…定額法 有形固定資産 ４．固定資産の減価償却の

方法  なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。 

同左 

 

  建物    8～50年  

  機械及び装置  5年  

 無形固定資産…定額法 無形固定資産 

 なお、自社利用のソフトウェアについて

は、社内における使用可能期間（５年）

に基づく定額法を採用しております。 

同左 

５．繰延資産の処理方法 新株発行費…支出時に全額費用処理して

おります。 

社債発行費…商法の規定に基づく３年均

等償却を実施しておりま

す。 

 社債発行費…商法の規定に基づく３年均

等償却を実施しておりま

す。 

社債発行差金…社債の償還期間にわたり

均等償却を実施しており

ます。 

 社債発行差金…社債の償還期間にわたり

均等償却を実施しており

ます。 

 

６．外貨建の資産及び負債

の本邦通貨への換算基

準 

 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物

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 

７．引当金の計上基準 １）貸倒引当金 １）貸倒引当金 

  債権の貸倒による損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権

については、個別に回収可能性を勘

案し、回収不能見込額を計上してお

ります。 

同左 

 ２）賞与引当金 ２）賞与引当金 

  従業員に対する賞与の支出にあて

るため、支給見込み額に基づき計上

しております。 

同左 

 ３）役員退職慰労引当金 ３）役員退職慰労引当金 

  役員の退職慰労金の支払いに備え

るため、当社内規に基づく期末要支

給額を計上しております。 

同左 
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項目 
第22期 

（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

第23期 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

 ４）退職給付引当金 ４）退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備えるため、

当期末における退職給付債務及び年

金資産の見込額に基づき計上してお

ります。 

 なお、会計基準変更時差異（420

百万円）については、９年による均

等額を費用処理しております。 

 数理計算上の差異は、各期の発生

時における従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数（９年）による

定額法により按分した額をそれぞれ

発生の翌期から費用処理することと

しております。 

同左 

 ５）修繕引当金 ５）修繕引当金 

  受変電設備の定期点検に要する支

出に備えるため、その支出見込額の

うち、当期において負担すべき費用

を計上しております。 

同左 

８．リース取引の処理方法  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。 

同左 

９．ヘッジ会計の方法 １）ヘッジ会計の方法 １）ヘッジ会計の方法 

  原則として繰延ヘッジ処理によっ

ております。 

同左 

 ２）ヘッジ手段とヘッジ対象 ２）ヘッジ手段とヘッジ対象 

  外貨建資産、負債の為替変動リス
クをヘッジするために為替予約を利
用しております。 

同左 

 ３）ヘッジ方針 ３）ヘッジ方針 

  デリバティブ取引に関する内部規
定に基づき、ヘッジ対象に係る為替
相場変動リスクを一定の範囲内で
ヘッジしております。 

同左 

 ４）ヘッジ有効性評価の方法 ４）ヘッジ有効性評価の方法 

  ヘッジ対象の相場変動または
キャッシュ・フロー変動の累計と
ヘッジ手段の相場変動またはキャッ
シュ・フロー変動の累計を比較し、
両者の変動額等を基礎にして、ヘッ
ジ有効性を評価しております。 

同左 

10．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 

１）消費税等の会計処理 １）消費税等の会計処理 11．その他財務諸表作成の

ための基本となる重要

な事項 

 消費税等の会計処理は、税抜方式
を採用しております。 

同左 
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会計処理の変更 

第22期 
（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

第23期 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

────── 製造間接費の配賦基準の変更 

 当期より新会計システムの構築に伴い、製造間接費の

配賦基準を従来の総額を作業時間基準で比例按分する方

法から、業務活動単位で把握した費用を、各活動単位毎

に賦課基準を設定して配賦する方法に変更しました。 

 この変更は、当期原価計算システムを従来の実際原価

計算から標準原価計算に変更するにあたり、原価計算シ

ステムの見直しを全面的に行い、その結果、新たな配賦

方法が従来の方法に比して、より正確な原価の算定、業

務改善結果のより適切な製品原価への反映等に資するこ

とが判明したことによるものであります。 

 この結果、従来の方法によった場合に比べ、たな卸資

産が426百万円、研究開発費が235百万円、たな卸資産除

却損が８百万円それぞれ減少し、売上原価が669百万円増

加しております。また、営業損失が435百万円、経常損失

及び税引前当期純損失が426百万円それぞれ増加しており

ます。 

 
追加情報 

第22期 
（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

第23期 
（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 日に交付され、平成 16 年

４月１日以降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、当期より「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。 
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表示方法の変更 

第22期 
（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

第23期 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

 前期において販売費及び一般管理費の「その他」に含
めて表示していた「販売手数料」（前期における販売手
数料35百万円）は、当期において販売費及び一般管理費
の100分の５を超えることとなったため、区分掲記する
こととしました。 

 前期において区分掲記しておりました「販売手数料」
は、当期において販売費及び一般管理費の100分の５を
下回ることとなったため、販売費及び一般管理費の「そ
の他」に含めて表示することとしました。 
 なお、当期における販売手数料は40百万円でありま
す。 

 前期において区分掲記しておりました「新株発行費」
は、当期において営業外費用の100分の10を下回ること
となったため、営業外費用の「その他」に含めて表示す
ることとしました。 
 なお、当期における新株発行費は１百万円でありま
す。 

────── 

 前期において営業外収益の「その他」に含めて表示し
ていた「為替差益」（前期における為替差益４百万円）
は、当期において営業外収益の100分の10を超えること
となったため、区分掲記することとしました。 

────── 

 前期において営業外費用の「その他」に含めて表示し
ていた「たな卸資産評価損」（前期におけるたな卸資産
評価損76百万円）は、当期において営業外費用の100分
の10を超えることとなったため、区分掲記することとし
ました。 

────── 

 
注記事項 

（貸借対照表関係） 

第22期 
（平成16年12月31日） 

第23期 
（平成17年12月31日） 

※１．担保資産及び担保付債務 ※１．担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次の通りであります。 担保に供している資産は次の通りであります。 
  

定期預金 2,000百万円
  

  
定期預金 2,000百万円

  
担保付債務は次の通りであります。 担保付債務は次の通りであります。 

  
短期借入金 1,042百万円

  

  
短期借入金 236百万円

  
※２．期末日満期手形処理について ※２．       ────── 

 期末日満期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。 

 

  
支払手形 141百万円

  

  
 

    
※３．授権株式数   普通株式 3,600,000株

発行済株式総数 普通株式 1,021,353.8株
  

  
※３．授権株式数   普通株式 3,568,190.8株

発行済株式総数 普通株式 989,544.6株
  

※４．自己株式 ※４．       ────── 

 当社が保有する自己株式の数は、普通株式 
31,809.2株であります。 

 

※５．       ────── ※５．関係会社項目 

 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。 

 

流動負債 買掛金 1,145百万円
 

６．配当制限 ６．配当制限 

 商法施行規則第124条第３号に規定する資産に
時価を付したことにより増加した純資産額は21百
万円であります。 

 商法施行規則第124条第３号に規定する資産に
時価を付したことにより増加した純資産額は９百
万円であります。 
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（損益計算書関係） 

第22期 
（自 平成16年１月１日 

至 平成16年12月31日） 

第23期 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

※１．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 ※１．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 

販売費及び一般管理費（研究開発費）へ振替 販売費及び一般管理費（研究開発費）へ振替

6百万円 2百万円 

営業外費用（たな卸資産除却損）へ振替 営業外費用（たな卸資産除却損）へ振替 

732百万円 150百万円 

営業外費用（たな卸資産評価損）へ振替 営業外費用（たな卸資産評価損）へ振替 

173百万円 125百万円 

※２．研究開発費の総額 ※２．研究開発費の総額 

 一般管理費に含まれる研究開発費  一般管理費に含まれる研究開発費 

783百万円 420百万円 

※３．デザインサポート料は、新規製品受注の際に当該
新規製品の設計に関して、当社設計技術部門の役
務提供の対価として受注先から受領した報酬であ
ります。 

※３．同左 

※４．固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 ※４．固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。
  

機械及び装置 6百万円
  

  
機械及び装置 70百万円

  
※５．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。 

※５．       ────── 

  
投資有価証券売却益 1,561百万円

  

 

※６．       ────── ※６．固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。
     

機械及び装置 8百万円
  

※７．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※７．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。
  

機械及び装置 8百万円

工具器具及び備品 12百万円
  

  
建物 12百万円

機械及び装置 433百万円

車両運搬具 0百万円

工具器具及び備品 7百万円

無形固定資産（その他） 3百万円
  

 
（キャッシュ・フロー計算書関係） 

第22期 
（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

第23期 
（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貸借対照表に記載

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貸借対照表に記載

されている科目の金額との関係 
  

現金及び預金勘定 46,823百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △2,084百万円

担保に供している定期預金 △2,000百万円

現金及び現金同等物 42,739百万円
  

  
現金及び預金勘定 31,076百万円

担保に供している定期預金 △2,000百万円

現金及び現金同等物 29,076百万円
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（リース取引関係） 

第22期 
（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

第23期 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17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 

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 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 
  

 
取得価額相
当額 
（百万円） 

減価償却累
計額相当額 
（百万円） 

期末残高相
当額 
（百万円）

車両運搬具 10 5 5

工具器具及び
備品 

42 21 21

合計 52 26 26

  

  

 
取得価額相
当額 
（百万円）

減価償却累
計額相当額 
（百万円） 

期末残高相
当額 
（百万円）

車両運搬具 6 3 3

工具器具及び
備品 

38 24 13

合計 43 27 16

  
取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定

資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込

み法により算定しております。 

同左 

２．未経過リース料期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額 
  

１年内 12百万円

１年超 14百万円

合計 26百万円
  

  
１年内 9百万円

１年超 7百万円

合計 16百万円
  

未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末

残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定しております。 

同左 

  
３．支払リース料 13百万円

（減価償却費相当額） 
  

  
３．支払リース料 13百万円

（減価償却費相当額） 
  

４．減価償却費相当額の算定方法 ４．減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。 
同左 

────── オペレーティング・リース取引 

   未経過リース料 
  

 

 

 
  

  
１年内 3,190百万円

１年超 1,441百万円

合計 4,631百万円
  

  

 
 



 

 20

（有価証券関係） 
有価証券 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 
第22期 

（平成16年12月31日） 
第23期 

（平成17年12月31日） 

区分 
取得原価 
（百万円） 

貸借対照表
計上額 

（百万円）

差額 
（百万円）

取得原価 
（百万円）

貸借対照表 
計上額 

（百万円） 

差額 
（百万円）

貸借対照表計上額が取得原価
を超えるもの 

      

 債券       

  社債 655 677 21 7,024 7,066 42 

小計 655 677 21 7,024 7,066 42 

貸借対照表計上額が取得原価
を超えないもの 

      

 債券       

  社債 － － － 3,211 3,184 △28 

小計 － － － 3,211 3,184 △28 

合計 655 677 21 10,235 10,250 15 

 

２．当事業年度中に売却したその他有価証券 

第22期 
（自 平成16年１月１日 至 平成16年12月31日） 

第23期 
（自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日） 

売却額（百万円） 
売却益の合計額

（百万円） 

売却損の合計額

（百万円） 
売却額（百万円）

売却益の合計額

（百万円） 

売却損の合計額

（百万円） 

18,751 1,561 373 － － －

 

３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 
第22期 

（平成16年12月31日） 
第23期 

（平成17年12月31日） 

 貸借対照表計上額（百万円） 貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券 

①非上場外国株式 － －

②非上場債券 4,100 500

合計 4,100 500

 

４．その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額 

 
第22期 

（平成16年12月31日） 
第23期 

（平成17年12月31日） 

 
１年以内 
（百万円） 

１年超５
年以内 
（百万円）

５年超10
年以内 
（百万円）

10年超 
（百万円）

１年以内
（百万円）

１年超５
年以内 
（百万円） 

５年超10
年以内 
（百万円） 

10年超 
（百万円）

債券    

その他 － 4,100 720 － － 695 10,055 －

 



 

 21

（デリバティブ取引関係） 
１．取引の状況に関する事項 

第22期 
（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

第23期 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

1. 取引の内容 1. 取引の内容 
 利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引で
あります。 

同左 

2. 取引に対する取組方針 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。 

同左 

3. 取引の利用目的 3. 取引の利用目的 
 デリバティブ取引は、外貨建金銭債権債務の為替変
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。 

同左 

① ヘッジ会計の方法 ① ヘッジ会計の方法 
原則として繰延ヘッジ処理によっております。 同左 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 
外貨建資産、負債の為替変動リスクをヘッジす
るために為替予約を利用しております。 

同左 

③ ヘッジ方針 ③ ヘッジ方針 
デリバティブ取引に関する内部規定に基づき、
ヘッジ対象に係る為替相場変動リスクを一定の
範囲内でヘッジしております。 

同左 

④ ヘッジ有効性評価の方法 ④ ヘッジ有効性評価の方法 
ヘッジ対象の相場変動またはキャッシュ・フ
ロー変動の累計とヘッジ手段の相場変動または
キャッシュ・フロー変動の累計を比較し、両者
の変動額等を基礎にして、ヘッジ有効性を評価
しております。 

同左 

4. 取引に係るリスクの内容 4. 取引に係るリスクの内容 
デリバティブ取引には、取引相手が倒産等によって

契約不履行となることで被る損失に係る信用リスク
と、金利・為替等、市場の変動によって発生する損失
に係る市場リスクがあります。 
当社は、信用リスクを極力回避するため信用度の高

い国内の銀行のみと取引を行っております。当社の利
用している為替予約取引には将来の為替変動に係るリ
スクがありますが、当社のデリバティブ取引の目的が
外貨建債権債務の抱える市場リスクのヘッジを行う事
にあるため、デリバティブ取引の時価変動による評価
損益は、ヘッジ対象である債権債務のそれと全額相殺
される関係にあります。従ってデリバティブ取引の評
価損益が経営に重大な影響を及ぼすことはないと考え
ております。 

同左 

5. 取引に係るリスク管理体制 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
限等を定めた社内ルールに従い、経理部が決裁担当者
の承認を得て行っております。 

同左 

6. 取引の時価等に関する事項についての補足説明 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。 

同左 
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２．取引の時価等に関する事項 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

 

第22期（平成16年12月31日） 

通貨関連 

区分 種類 
契約額等
（百万円）

契約額等の
うち１年超
（百万円）

時価 
（百万円）

評価損益
（百万円）

為替予約取引 

売建 
市場取
引以外
の取引 

米ドル 1,042 － 1,042 △0

合計 1,042 － 1,042 △0

（注）時価の算定方法 

期末の時価は先物相場を使用しております。 

 

第23期（平成17年12月31日） 

当期末現在、デリバティブ取引の契約残高はありません。 
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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 

当社は確定給付型の適格退職年金制度を採用しております。 
 

２．退職給付債務に関する事項 

 
第22期 

（平成16年12月31日） 
第23期 

（平成17年12月31日） 

(1)退職給付債務（百万円） 1,784 2,210 

(2)年金資産（百万円） 1,419 1,903 

(3)未積立退職給付債務（百万円） 365 307 

(4)会計基準変更時差異の未処理額（百万円） 234 187 

(5)未認識数理計算上の差異（百万円） 69 84 

(6)退職給付引当金（百万円） 63 36 

 
３．退職給付費用に関する事項 

 
第22期 

（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

第23期 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

退職給付費用（百万円） 277 268 

(1)勤務費用（百万円） 178 182 

(2)利息費用（百万円） 34 36 

(3)期待運用収益（百万円） △12 △14 

(4)会計処理基準変更時差異の費用処理額
（百万円） 

47 47 

(5)数理計算上の差異の費用処理額   
（百万円） 

30 17 

 
４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

 
第22期 

（平成16年12月31日） 
第23期 

（平成17年12月31日） 

(1)割引率（％） 2 2 

(2)期待運用収益率（％） 1 1 

(3)退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 期間定額基準 

(4)数理計算上の差異の処理年数（年） 発生の翌期から 9 発生の翌期から 9 

(5)会計基準変更時差異の処理年数（年） 9 9 
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（税効果会計関係） 

第22期 
（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

第23期 
（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 
  

繰延税金資産 （百万円）

 繰延税金資産（流動） 

 たな卸資産評価損否認 314

 賞与引当金否認 71

 その他 18

 繰延税金資産（流動）小計 403

 評価性引当金 △403

繰延税金資産（流動）合計 －

 繰延税金資産（固定） 

 繰越欠損金 755

 その他 259

 繰延税金資産（固定）小計 1,015

 評価性引当金 △1,015

 繰延税金資産（固定）合計 －

繰延税金資産合計 －

繰延税金資産の純額 －
  

  
繰延税金資産 （百万円）

 繰延税金資産（流動） 

 たな卸資産評価損否認 239

 賞与引当金否認 59

 その他 82

 繰延税金資産（流動）小計 379

 評価性引当金 △379

繰延税金資産（流動）合計 －

 繰延税金資産（固定） 

 繰越欠損金 5,843

 その他 264

 繰延税金資産（固定）小計 6,107

 評価性引当金 △6,107

 繰延税金資産（固定）合計 －

繰延税金資産合計 －

繰延税金負債 

 繰延税金負債（固定） 

  有価証券評価差額金 △6

 繰延税金負債（固定）合計 △6

繰延税金負債合計 △6

繰延税金負債の純額 △6
  

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

率との差異の原因となった主要な項目別の内訳 
 

 平成16年12月31日

法定実効税率 41.7％

（調整）  

永久に損金に算入されない項目 △3.6 

法人住民税均等割額 △3.1 

過年度法人税、住民税及び事業税 △1.3 

評価性引当金 △291.8 

税率改正 △27.9 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △286.0 
  

 
 平成17年12月31日

法定実効税率 40.4％

（調整）  

永久に損金に算入されない項目 0.0 

法人住民税均等割額 0.0 

評価性引当金 △40.4 

その他 0.0 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 0.0 
  

 
 

（持分法損益等） 

 該当事項はありません。 
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（関連当事者との取引） 

第 22 期（自 平成 16 年１月１日 至 平成 16 年 12 月 31 日） 

 (1)親会社及び法人主要株主等 

関係内容 

属性 
会社等 
の名称 

住所 
資本金
又は 

出資金 

事業の 
内容又 
は職業 

議決権等の
所有（被所
有）割合 

（％）

役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の
内容

取引金額 
(百万円) 

科目 
期末残高
(百万円)

親会社 

ユナイテッ
ド・マイクロ
エレクトロニ
クス・コーポ
レーション 

中華民国
台湾 
新竹市 

百万NT$ 
177,924 

半導体製品
の前工程の
受託生産 

（被所有）
直接 49.0
間接  4.5

兼任 
3人

生産移管
 
顧客紹介

株式売
却 

 
取引総額 

13,308 
売却益 

1,561 

投資有
価証券 

－

 

 (2)役員及び個人株主等 

関係内容 

属性 氏名 住所 
資本金
又は 

出資金 

事業の 
内容又 
は職業 

議決権等の
所有（被所
有）割合 

（％）

役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の
内容

取引金額 
(百万円) 

科目 
期末残高
(百万円)

役員 張 士昌 － － 当社取締役 － － － 
社宅賃
貸取引

2 － －

（注）１．取引金額には消費税等は含まれておりません。 

２．取引条件及び取引条件の決定方法等 

社宅取引については、当社社宅管理規定により決定しております。 

 
第 23 期（自 平成 17 年１月１日 至 平成 17 年 12 月 31 日） 

 (1)親会社及び法人主要株主等 

関係内容 

属性 
会社等 
の名称 

住所 
資本金
又は 

出資金 

事業の 
内容又 
は職業 

議決権等の
所有（被所
有）割合 

（％）

役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の
内容

取引金額 
(百万円) 

科目 
期末残高
(百万円)

商品仕
入 

3,679 買掛金 1,145

親会社 

ユナイテッ
ド・マイクロ
エレクトロニ
クス・コーポ
レーション 

中華民国
台湾 
新竹市 

百万NT$ 
197,984 

半導体製品
の前工程の
受託生産 

（被所有）
直接 49.0
間接  4.5

兼任 
3人

生産移管
 
顧客紹介 被債務

保証 
8,941 － －

ＵＭＣは、当社株式を保有する子会社（スン・チェン・インベストメント・コーポレーション）の株式を、2006年１

月27日付けで一部売却したため、同社は子会社でなくなりました。これにより、議決権等の所有（被所有）割合は、

間接所有が無くなり49.0％となりましたが、実質的には、依然、当社の親会社であります。 

 

 (2)役員及び個人株主等 

関係内容 

属性 氏名 住所 
資本金
又は 

出資金 

事業の 
内容又 
は職業 

議決権等の
所有（被所
有）割合 

（％）

役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の
内容

取引金額 
(百万円) 

科目 
期末残高
(百万円)

役員 温 清章 － － 当社取締役 － － － 
社宅賃
貸取引

1 － －

役員 張 士昌 － － 当社取締役 － － － 
社宅賃
貸取引

2 － －

（注）１．取引金額には消費税等は含まれておりません。 

２．取引条件及び取引条件の決定方法等 

社宅取引については、当社社宅管理規定により決定しております。 
 
 

（発行済株式の減少） 
当期中における発行済株式数の減少は、以下の通りであります。 

自己株式の消却 

消却株式数         31,809.2株 

株式の取得価格の総額   3,006百万円 
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５.生産、受注及び販売の状況 

 

(1）生産実績 

 当事業年度の生産実績は、次のとおりであります。 

品目 
第23期 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

前年同期比（％） 

ロジック製品（百万円） 18,599 △34.9 

メモリー製品（百万円） 889 △87.4 

合計（百万円） 19,488 △45.3 

 （注）金額は、販売価格（消費税等抜き）により算出しております。 

 
(2）受注状況 

 当事業年度における受注状況は、次のとおりであります。 
品目 受注高（百万円） 前年同期比（％） 受注残高（百万円） 前年同期比（％） 

ロジック製品 19,432 △28.4 4,265 ＋38.6 

メモリー製品 921 △83.6 99 △48.9 

仕入商品 5,081 ＋171.60 1,175 ＋1,380.3 

合計 25,434 △26.5 5,540 ＋65.4 

 （注）１．仕入商品については、従来の顧客紹介料受取りから売上計上に扱いを変更したことによる受注増となっ   
            ております。 
        ２．金額は、販売価格（消費税等抜き）により算出しております。 

 
(3）販売実績 

 当事業年度の販売実績は、次のとおりであります。 

品目 
第23期 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

前年同期比（％） 

ロジック製品（百万円） 18,003 △35.1 

メモリー製品（百万円） 1,031 △84.4 

仕入商品  （百万円） 3,883 ＋113.8 

その他売上高（百万円） 145 △75.6 

合計（百万円） 23,062 △37.3 

 （注）１．最近２事業年度の主要な輸出先及び輸出販売高及び割合は、次のとおりであります。 
（ ）内は総販売実績に対する輸出の割合であります。 

 第22期 第23期 

 
輸出先 

金額（百万円） 割合（％） 金額（百万円） 割合（％） 

 東南アジア 8,240 94.8 2,782 92.4 

 ヨーロッパ 278 3.2 197 6.6 

 アメリカ 171 2.0 31 1.1 

 計 
8,689 
(23.6％)

100.0 
3,011 
(13.1％) 

100.0 
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２．最近２事業年度の主な相手先別の販売実績及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。 
 第22期 第23期 

 
相手先 

金額（百万円） 割合（％） 金額（百万円） 割合（％） 

 
川崎マイクロエレクトロニクス
株式会社 

－ － 4,862 21.1 

 シャープ株式会社 14,549 39.6 4,326 18.8 

 沖電気工業株式会社 4,189 11.4 2,661 11.5 

 株式会社日立ディスプレイズ － － 2,470 10.7 

 計 18,739 51.0 14,239 62.1 

３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
 
６.役員の異動 

(1)代表者の異動 

該当事項はありません。 

 

(2)その他の役員の異動 

①新任取締役候補 

取締役 胡 國強 （現 ユナイテッド・マイクロエレクトロニクス・コーポレーション会長（董事長）） 

取締役 黄 清苑 （現 ユナイテッド・マイクロエレクトロニクス・コーポレーション監査役） 

 

（注）胡 國強、黄 清苑は、商法第 188 条第２項第７号ノ２に定める｢社外取締役｣であります。 

 

②新任監査役候補 

監査役   松本 良弘 （元 当社総務部マネージャー） 

監査役   劉 啓東  （現 ユナイテッド・マイクロエレクトロニクス・コーポレーション CFO） 

補欠監査役 金光 剛雄 （現 当社内部監査室室長） 

 

（注）1.劉 啓東は、｢株式会社の監査等に関する特例に関する法律｣第 18 条第１項に定める｢社外監査役｣で 

あります。 

2.金光 剛雄は、平成 15 年４月９日付け法務省民商第 1079 号で認められた｢補欠監査役制度｣を導入し、 

監査役が法定の員数を欠くこととなった場合に、速やかに就任するためにあらかじめ選任するもので

あります。 

 

(3)就任予定日 

平成 18 年３月 27 日、同日開催の定時株主総会決議を前提とする。 


