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１．平成18年6月中間期の連結業績（平成18年1月1日～平成18年6月30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 ％
18年6月中間期 2,264 22.8 △673 － △741 －
17年6月中間期 1,845 △49.1 △762 △179.0 △722 △179.5

17年12月期 4,191 △1,844 △989

中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

潜在株式調整後１株当
たり中間(当期)純利益

百万円 ％ 円 銭 円 銭

18年6月中間期 △690 － △12,962 74 －  
17年6月中間期 △639 △209.8 △12,007 93 －  

17年12月期 △929 △17,452  －  

（注）①持分法投資損益 18年6月中間期 －百万円 17年6月中間期 －百万円 17年12月期 －百万円

②期中平均株式数 (連結) 18年6月中間期  53,250株 17年6月中間期 53,250株 17年12月期  53,250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、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率であります。

⑤平成17年6月中間期の1株当たり中間（当期）純利益の計算につきましては、平成17年3月31日付で普通株式1株に
付3株の分割を行っておりますが、この株式分割が期首に行われたものとして算出しております。

(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 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

18年6月中間期 11,866 2,821 23.8 52,992 96

17年6月中間期 8,574 3,699 43.1 69,474 68

17年12月期 11,457 3,587 31.3 67,362 25

（注）期末発行済株式数（連結） 18年6月中間期   53,250株 17年6月中間期 53,250株 17年12月期  53,250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
18年6月中間期 △116 △1,942 707 430
17年6月中間期 △136 △1,573 1,319 1,037

17年12月期 △679 △3,360 4,288 1,733

(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18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
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ので、この業績予想に全面

的に依拠して投資等の判断を行うことは差し控えてください。
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１．企業集団の状況

最近の有価証券報告書（平成18年３月31日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関係会社の状況」から重

要な変更がないため開示を省略します。

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。
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３．経営成績
　(1)　経営成績に関する分析

 　当中間連結会計期間の概況（自平成18年1月1日　至平成18年6月30日）

 　当中間連結会計期間におけるわが国経済は、原油価格高騰やインフレ圧力の高まり等の不安材料はあるものの、企業収

益の改善を反映した設備投資の増加と輸出の回復により、堅調な拡大を続けております。個人消費については、雇用所得

環境の改善により堅調な伸びを維持しながらも、７月中旬に日銀がゼロ金利を解除したことを受け、家計のインフレ警戒

感が強まりつつあります。世界情勢に目を転じますと、原油価格高騰に加え、中東情勢の混迷、北朝鮮ミサイル問題やテ

ロ事件などの地政学的リスクの台頭により、センチメントが先行する形で停滞感が漂い始め、世界的にも金融政策の引き

締めへの転換が進行しておりますが、全般的には世界経済は着実に回復しております。地域別では、米国経済が、家計部

門の需要が伸び悩み、景気の鈍化傾向が見えますが、急激な失速の可能性は少ないものと予想されます。また、欧州経済

につきましても、インフレと景気に配慮した経済政策を継続させながら、全般的には個人消費の堅調により安定した推移

を示しています。一方、中国・インド・ロシアを中心としたBRICｓ経済については、特に中国とインドの経済が成長を加

速させており、景気加熱回避に向けた金融引き締めの動きはあるものの、引き続き景気拡大が続くものと予想されます。

  このような世界経済の状況の中、世界の携帯電話市場は、中国、インドに加え、アジア各国で加入者が伸びており、ア

ジア・パシフィック市場が牽引役を果たしながら、引き続き高いレベルでの成長を維持しております。特にノキア、モト

ローラ、サムスンを御三家とした世界市場でのシェア争いも熾烈を極めており、高付加価値製品を中心としたハイエンド

端末から発展途上国向けに基本機能のみに絞ったローエンド機種に至るまで、あらゆるカテゴリーで商品力を強化しなが

ら製品ラインナップの充実に動いております。わが国の携帯電話市場におきましても、地上デジタル放送「ワンセグ」対

応機種の販売が好調で、今年１１月から始まるナンバーポータビリティ制度開始により、今後さらに映像・音楽等高付加

価値を追求した第三世代新機種への買い替え需要が高まるものと予想されております。

  以上のような経営環境の中、当社グループの主力製品である携帯電話市場向けモータ応用電子部品におきましては、主

力製品の振動モータの販売が国内向けを中心に好調に推移いたしました。また、その他市場向けモータ応用電子部品にお

きましても、カーナビ用ファンモータ等の販売先の拡大に伴う売上増加となりました。その結果、連結売上高は、22億64

百万円（前年同期比22.8％増）となりました。一方、売上原価につきましては、上海製造子会社におけるコストダウン努

力にもかかわらず、販売単価の落ち込みや設備投資の減価償却費増、カメラつき携帯電話向けオートフォーカス用リニア

モータの客先要求による試作分の技術開発費計上負担等により22億92百万円（前年同期比10.2％増）となりました。さら

に、販売費及び一般管理費におきましては、設備の減価償却費負担増ならびに運送費の増加、技術開発関連の業務委託費

増により、6億46百万円（前年同期比22.7％増）を計上いたしました。その結果、営業損失は6億73百万円となりました。

さらに経常損失は7億41百万円、中間純損失で6億90百万円を計上する結果となりました。

  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

　携帯電話市場向けの売上高は、17億77百万円（前年同期比16.3%増）となり、連結売上高全体の78.6%（前年同期実績

82.8%）を占めております。当社の主力商品である小型振動モータの売上高については、販売単価の引下げが続く中、販売

数量の伸びでカバーし、14億97百万円を確保いたしました。また、現在、主力商品の柱の一つとして市場拡大に取り組ん

でおりますカメラ付携帯電話向けオートフォーカス用リニアモータは、試作品納品段階から正式採用開始、本格受注へと

移行する機種も徐々に増え始めておりますが、本格的な売上拡大には至らず、当中間期の売上実績は2億80百万円にとどま

りました。

  　②　その他市場

　その他市場向け売上は、カーナビゲーション向けファンモータの販売が堅調に推移し、産業用リニアモータの販売が増

加しました結果、4億87百万円（前年同期比52.3％増加）に拡大いたしました。

  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、日本におけるカメラ付携帯電話向けオートフォーカス用リニアモータの販売が期待したレベル

に達せず苦戦を強いられたものの、主力製品の携帯電話向け振動モータや電子機器向けファンモータの販売が伸びたこと

により20億52百万円（前年同期比24.4%増）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、販売費及び

一般管理費につきましては、新機種開発に対応した研究開発費や減価償却費の増加により、22億60百万円（前年同期比

21.2％増）となりました。その結果営業損失は、2億7百万円（前年同期比3.4％減）となりました。

  　②　アジア

　売上高におきましては、振動モータの受注は安定的に推移し、2億7百万円（前年同期比6.1％増）となり、また、日本に

向けての輸出（内部売上高）が21億92百万円（前年同期比30.4%増）と大幅に伸びたため、全体では23億99百万円（前年同

期比27.8％増）となりました。また、営業費用面では、オートフォーカス等の固定費負担及び新製品の量産化のための製

造技術開発の負担により、28億44百万円（前年同期比16.2%増）となりました。その結果、営業損失は、4億44百万円（前
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年同期比22.1％減）となりました。

 

  当期の見通し（自平成18年1月1日　至平成18年12月31日） 

 　　　当中間期において当初事業計画比で受注の積み上がりが遅れておりましたカメラ付き携帯電話向けオートフォーカ

ス用モータにつきましては、上海工場での生産体制の確立により、大口取引先からの受注を確実に売上に結びつける

こと及び大口取引先からの引合を確実に受注に結びつけ、さらには上海工場における同製品の増産のための投資を行

い、その受注を確実に出荷することにより、期初に設定いたしました通期業績見通しの数値達成すべく取組んでまい

ります。また、去る8月1日には、各業務部門の責任体制の明確化と現場レベルの権限委譲を柱とした経営組織改革を

実施し、事業計画実現に向けた諸施策を実行しております。通期目標必達に向けた不退転の決意で下期業務に引き続

き取り組んで参ります。

  ＜平成18年度業績見通し＞

　　　連結業績見通し　　　　　売上高　　　6,500百万円　（前年同期実績　4,191百万円）

　　　　　　　　　　　　　　　経常利益　　　300百万円　（前年同期実績　△989百万円）

　　　　　　　　　　　　　　　当期純利益　　120百万円　（前年同期実績　△929百万円）

　　　個別業績見通し　　　　　売上高　　　5,500百万円　（前年同期実績　3,639百万円）

　　　　　　　　　　　　　　　経常利益　　　300百万円　（前年同期実績　△210百万円）

　　　　　　　　　　　　　　　当期純利益　　120百万円　（前年同期実績　△137百万円）

＜業績予想の前提条件＞

　上海子会社の親会社に対する債務（円建て）につきましては、事業計画策定時１元＝14.5円にて業績予想値を算出

しておりますが、為替レートが14.5円よりも円高人民元安となった場合には、債務の評価による為替差損が生じる可

能性があります。

　(2)　財政状態に関する分析

 資産、負債、純資産及びキャッシュ・フローの状況に関する分析

 　当中間連結会計期間末における流動資産は、40億57百万円となり、前連結会計年度末に比し7億74百万円減少いたしま

した。その内訳は、現金及び預金が12億85百万円と大幅に減少しているのに対し、棚卸資産が312百万円、受取手形及び売

掛金が87百万円増加しております。たな卸資産の増加は受注増に伴う積極在庫であり、受取手形及び売掛金の増加も売上

増加に伴うものであります。当中間連結会計期間末における有形固定資産は、66億63百万円となり、前連結会計年度末に

比し、6億49百万円増加いたしました。この増加は、主に上海工場における内製化設備及び生産能力増加のための設備投資、

特にクリーンルームを中心に現在進められている工場増設部分が建設仮勘定として前連結会計年度末比6億39百万円の増加

が主な要因です。その結果、当中間連結会計期間末における総資産は118億66百万円となり、前連結会計年度末に比し、4

億8百万円増加いたしました。

 当中間連結会計期間末における流動負債は、59億62百万円となり、前連結会計期間末に比し13億74百万円増加いたしまし

た。この増加の主な内容は、短期借入金10億25百万円の増加や買掛金6億8百万円の増加のよるものであります。短期借入

金の増加は、売上規模の増加に伴う運転資金以外に、一部設備投資資金として将来的に長期ファイナンス移行前のつなぎ

資金として活用いたしました。当中間連結会計期間末における固定負債は、30億82百万円となり、前連結会計年度末に比

し2億円減少いたしました。その結果、当中間連結会計期間末における総負債は、90億44百万円となり、前連結会計年度末

に比し11億73百万円増加いたしました。

　当中間連結会計期間末における純資産の部は、純損失額が拡大したことから前連結会計年度末比7億65百万円減少し、28

億21百万円となりました。　

 

 当中間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、営業活動によるキャッシュ・フローで1億

16百万円、設備購入を中心とした投資活動において19億42百万円の支出超過となり、その資金不足分を短期借入金11億50

百万円の増加と手元現金取り崩し12億94百万円により賄ったことにより、最終的に4億30百万円となりました。

　＜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、1億16百万円となりました。これは、仕入債務の増加6億43百万円が資金面でプラス

要因として作用したものの、減価償却計上前税金等調整前中間純損失4億54百万円に加え、棚卸資産の増加3億20百万円に

より資金マイナス要因として作用し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、19億42百万円となりました。これは、上海の内製化設備等への投資による有形固定資

産の購入が13億85百万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、7億7百万円となりました。これは、短期借入金が11億50百万円増加し、長期借入金返

済と社債償還で3億9百万円、さらに、配当金支払で1億33百万円減少した結果であります。
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  キャッシュ・フロー指標のトレンド

 

 平成16年12月期 平成17年12月期 平成18年6月中間期

 自己資本比率（％） 52.4 31.3 23.8

 時価ベースの自己資本比率（％） 680.6 183.1 176.8

 債務償還年数（年） 1.1 － －

 インタレスト・カバレッジ・レシオ 31.2 － －

 　 自己資本比率：自己資本÷総資産

 時価ベースの自己資本比率：株式時価総額÷総資産

 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。

　(3)　利益配分に関する基本方針及び当期の配当

　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。

　(4)　事業等のリスク

　以下(1)～(6)における将来に関する事項は、提出日現在において判断したものです。

(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（平成17年12月31日現在の投融資残高は、30億68百万

円）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。
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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）

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、オートフォーカス用リニア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月期においてもこの傾向は続いております。

　平成17年12月期は一転して、オートフォーカス用リニアモータの販売環境が悪化し、売上が減少いたしました。

また、主力製品の振動モータにつきましては、販売数量は横這いなものの、販売単価の下落により売上高は減少

いたしました。

　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。平成17年12月期は、オートフォーカス用リニアモータの多額の改良費を売上原価に計上いたしまし

た。

　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月期及び平成16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17年12月期は、上記の理由により、連結経常損失、連結当期純損失、経常損失、当期純損失の状態となっ

ております。
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　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12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 7,724,062 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） 4,954,842 2,091,146 2,847,759 4,221,811 6,651,850 3,639,021

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

当期純利益 （千円） 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期以降の連結財務諸表、第18期以降の財務諸表

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。

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。

　なお、当社では、平成17年12月期において、株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行との間で、ＮＤＦ契約を締結し、人

民元による為替リスクの緩和を行っております。

　ＮＤＦ契約とは、外国為替市場での流動性が低く変動リスクが大きい通貨に対して用いられる差額決済をいい、

あらかじめ為替レートを定めておき、毎月の決済日に実際のレートとの差額を主要国通貨で行うという契約であ

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。
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(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)　関連当事者との取引について

　最近の連結会計年度における関連当事者との取引は以下のとおりであります。

前連結会計年度（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3人
当社製品

の販売

当社製品

の販売
1,021,723 売掛金 237,603

　（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。

 　　②　役員が議決権の過半数を実質的に保有する会社

 

属性
会社等の
名称

住所
資本金又
は出資金
(千円)

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

役員及び

個人株主

等

株式会社

ソーイ

大和

市中

央林

間

10,000
サービス

業

(所有)

直接　－
役員2人 開発委託

業務委託

料の支払
66,539 未払金 5,956

 （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

 　　　　　原価に適正利潤を乗せた金額と他社からの見積りを比較し、取引金額を決定しております。また、取引条件

　　　　　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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(4)　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。

(5）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。

(6）借入金について

 当社は、平成17年7月27日付けで金融機関7社からなるシンジケート団との間で、返済期限を平成23年7月7日とする

総額18億円のコミット型タームローン契約を締結し、平成17年12月期中に同額の借入を行っております。

　この契約には、各事業年度の決算期の末日における貸借対照表における純資産の金額や損益計算書の経常損益を

基準とした財務制限条項が付加されており、それに抵触した場合には請求により期限の利益を喪失するなど、当社

の業績及び財政状態に重大な影響を及ぼす可能性があります。

 

(7）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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４．中間連結財務諸表等
(1) 中間連結貸借対照表

  
前中間連結会計期間末
（平成17年6月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年6月30日）

対前中間
期比

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）            

Ⅰ　流動資産            

１．現金及び預金   1,136,794   822,883    2,108,309  

２．受取手形及び売
掛金

※１  778,143   1,306,643    1,219,393  

３．たな卸資産   1,038,349   1,325,371    1,012,985  

４．その他   522,523   602,934    491,170  

流動資産合計   3,475,812 40.5  4,057,832 34.2 582,020  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

 736,306   866,454    863,417   

減価償却累計
額

 170,386 565,920  170,178 696,275   201,479 661,938  

２．機械装置及び
運搬具

 3,309,925   4,349,033    4,190,468   

減価償却累計
額

 355,151 2,954,774  729,314 3,619,719   546,237 3,644,230  

３．工具器具及び
備品

 622,208   988,690    862,152   

減価償却累計
額

 319,511 302,697  544,343 444,347   418,114 444,038  

４．土地   186,723   186,723    186,723  

５．建設仮勘定   715,000   1,716,618    1,077,068  

有形固定資産合
計

  4,725,115 55.1  6,663,683 56.2 1,938,568  6,013,998 52.5

(2)無形固定資産   91,649 1.1  89,256 0.8 △2,393  93,445 0.8

(3)投資その他の資
産

  281,435 3.3  1,055,334 8.9 773,899  518,123 4.5

固定資産合計   5,098,200 59.5  7,808,274 65.8 2,710,074  6,625,567 57.8

資産合計   8,574,012 100.0  11,866,107 100.0 3,292,095  11,457,428 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成17年6月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年6月30日）

対前中間
期比

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

１．買掛金   463,420   1,296,067    687,551  

２．短期借入金 ※２  1,847,921   4,059,146    3,033,260  

３．１年内償還予定
社債

  40,000   40,000    40,000  

４．賞与引当金   21,032   －    2,042  

５．未払法人税等   12,477   4,724    17,836  

６．その他   595,389   562,114    807,049  

流動負債合計   2,980,240 34.8  5,962,051 50.2 3,113,366  4,587,738 40.0

Ⅱ　固定負債            

１．社債   250,000   210,000    230,000  

２．長期借入金 ※３  1,395,625   2,701,479    2,866,435  

３．退職給付引当金   10,165   10,208    9,934  

４．その他   238,454   160,493    176,280  

固定負債合計   1,894,245 22.1  3,082,180 26.0 1,187,935  3,282,650 28.7

負債合計   4,874,486 56.9  9,044,232 76.2 4,301,300  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   1,450,000 16.9  － － －  1,450,000 12.7

Ⅱ　資本剰余金   1,885,800 22.0  － － －  1,885,800 16.4

Ⅲ　利益剰余金   404,212 4.7  － － －  114,297 1.0

Ⅳ　為替換算調整勘定   △40,485 △0.5  － － －  136,942 1.2

資本合計   3,699,526 43.1  － － －  3,587,040 31.3

負債、少数株主持
分及び資本合計

  8,574,012 100.0  － － －  11,457,428 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成17年6月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年6月30日）

対前中間
期比

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（純資産の部）  

Ⅰ　株主資本         

１　資本金  － － 1,450,000 12.2 － － －

２　資本剰余金  － － 1,885,800 15.9 － － －

３　利益剰余金  － － △709,093 △6.0 － － －

株主資本合計  － － 2,626,707 22.1 － － －

Ⅱ　評価・換算差額等         

１　繰延ヘッジ損益  － － 129,030 1.1 － － －

２　為替換算調整勘
定

 － － 63,614 0.5 － － －

評価・換算差額等
合計

 － － 192,645 1.6 － － －

Ⅲ　新株予約権  － － 2,523 0.0 － － －

Ⅳ　少数株主持分  － － － － － － －

純資産合計  － － 2,821,375 23.8 － － －

負債純資産合計  － － 11,866,107 100.0 － － －
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(2) 中間連結損益計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

対前中間
期比

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   1,845,114 100.0  2,264,990 100.0 415,115  4,191,245 100.0

Ⅱ　売上原価   2,080,816 112.8  2,292,389 101.2 211,573  4,881,901 116.5

売上総損失   235,702 △12.8  27,398 △1.2 △203,542  690,656 △16.5

Ⅲ　販売費及び一般管
理費

※１  526,641 28.5  646,137 △28.5 119,496  1,153,462 27.5

営業損失   762,343 △41.3  673,536 △29.7 △84,046  1,844,118 △44.0

Ⅳ　営業外収益            

　１．受取利息  428   1,564    2,811   

　２．受取配当金  100   10    100   

　３．貸倒引当金戻入  2,646   2,042    2,646   

　４．為替差益  119,113   －    506,073   

５．受取開発費負担
金 

 －   －    50,000   

　５．その他  1,760 124,049 6.7 9,541 13,158 0.6 △106,129 13,301 1,024,833 24.5

Ⅴ　営業外費用            

　１．支払利息  28,521   40,259    60,591   

  ２．シンジケート
ローン手数料

 22,000   5,800    60,200   

  ３．債権譲渡損  15,206   －    15,206   

　４．為替差損  －   25,454    －   

　５．その他  18,969 84,698 4.6 9,182 80,696 3.6 28,301 33,736 169,733 4.0

経常損失   722,992 △39.2  741,073 △32.7 50,384  989,019 △23.6

Ⅵ　特別利益            

　１．固定資産売却益 ※２ 348 348 0.0 18,513 18,513 0.8 18,165 16,045 16,045 0.4

Ⅶ　特別損失            

 １．固定資産売却損 ※３ －   37,952    12,072   

 ２．前期損益修正損  －   11,370 49,322 2.2 17,020 － 12,072  

税金等調整前中
間（当期）純損
失（△）

  722,644 △39.2  771,883 △34.1 49,239  985,045 △23.5

法人税、住民税
及び事業税

 1,162   1,171    2,340   

過年度法人税住
人税・事業税 

 －   －    37,750   

法人税等調整額  △84,383 △83,221 △4.5 △82,788 △81,616 △3.6 1,605 △95,799 △55,708 △1.3

中間（当期）純
損失

  639,422 △34.7  690,266 △30.5 50,844  929,337 △22.2
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(3) 中間連結剰余金計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

対前中間期比

前連結会計年度の
連結剰余金計算書

（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）
増減

（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  － －  1,885,800

Ⅱ　資本剰余金中間期末（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   1,132,385  － －  1,132,385

Ⅱ　利益剰余金減少高         

中間（当期）純損失  639,422  －   929,337  

配当金  88,750 728,172 － － － 88,750 1,018,087

Ⅲ　利益剰余金中間期末（期
末）残高

  404,212  － －  114,297

         

(4) 中間連結株主資本等変動計算書

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成17年12月31日　残高（千円） 1,450,000 1,885,800 114,297 3,450,097

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当（千円）   △133,125 △133,125

中間純利益（千円）   △690,266 △690,266

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円）
－ － △823,391 △823,391

平成18年6月30日　残高（千円） 14,500,000 1,885,800 △709,093 2,626,706

評価・換算差額等

 新株予約権 純資産合計
繰延ヘッジ
損益

為替換算調
整勘定

評価・換算
差額等合計

平成17年12月31日　残高（千円） 268,807 136,942 405,750 2,523 3,858,371

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当（百万円）     △133,125

中間純利益（百万円）     △690,266

中間連結会計期間中の変動額合計

（百万円）
△139,777 △73,328 △213,105 ー △1,036,496

平成18年６月30日　残高（千円） 129,030 63,614 192,645 2,523 2,821,875
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(5) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

対前中間期比

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（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）
増減

（千円）
金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

     

税金等調整前中間（当
期）純損失

 △722,644 △771,883  △985,045

減価償却費  227,340 317,377  497,577

貸倒引当金の増減額
（減少△）

 △2,646 －  △2,646

賞与引当金の増減額
（減少△）

 263 △2,042  348

退職給付引当金の増減
額（減少△）

 1,310 273  1,079

受取利息及び受取配当
金

 △529 △1,574  △2,911

支払利息  28,521 40,259  60,591

為替差損（差益△）  △65,029 △62,336  △143,437

有形固定資産売却益  △348 △18,513  △16,045

有形固定資産売却損  － 37,952  12,072

売上債権の増減額（増
加△）

 450,669 △51,328  106,257

たな卸資産の増減額
（増加△）

 130,073 △320,810  224,350

仕入債務の増減額（減
少△）

 △326,687 643,548  △436,324

未収消費税等の増減額
（増加△）

 24,213 28,487  6,519

その他資産の増減額
（増加△）

 644,629 79,815  428,062

その他負債の増減額
（減少△）

 148,415 13,659  309,086

小計  537,551 △67,114 △604,665 59,533

利息及び配当金の受取
額

 682 1,574  3,590

利息の支払額  △30,779 △36,708  △59,678

法人税等の支払額  △644,222 △14,282  △683,147

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 △136,768 △116,530 20,238 △679,701
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前中間連結会計期間

（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

対前中間期比

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（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）
増減

（千円）
金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

     

定期預金の預入れによ
る支出

 △23,842 △17,874  △299,028

有形固定資産の取得に
よる支出

 △1,496,476 △1,385,304  △2,860,894

有形固定資産の売却に
よる収入

 1,529 4,575  52,845

無形固定資産の取得に
よる支出

 △5,663 －  △3,830

投資有価証券の取得に
よる支出 

 － △479,063  △156,555

その他投資の増減額
（増加△）

 △49,474 △64,632  △92,572

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △1,573,927 △1,942,298 △368,371 △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△）

 1,130,000 1,150,000  2,350,000

長期借入れによる収入  700,000 －  2,800,000

長期借入金の返済によ
る支出

 △402,080 △289,069  △732,597

社債の償還による支出  △20,000 △20,000  △40,000

配当金の支払額  △88,750 △133,125  △88,750

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 1,319,170 707,806 △611,364 4,288,652

Ⅳ　現金及び現金同等物に係
る換算差額

 66,031 47,723 △18,308 121,920

Ⅴ　現金及び現金同等物の増
加額（減少△）

 △325,493 △1,303,300 △977,802 370,834

Ⅵ　現金及び現金同等物の期
首残高

 1,362,747 1,733,582 745,562 1,362,747

Ⅶ　現金及び現金同等物の中
間期末（期末）残高

※ 1,037,253 430,281 △606,972 1,733,582
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（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

　　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　同左

　　連結子会社の名称

　　　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、中間純損

益（持分に見合う額）及び利益

剰余金（持分に見合う額）等は、

いずれも中間連結財務諸表に重

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

　　　思考技研（香港）有限公司

       Think Tech Korea Co.,Ltd.

　（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、中間純損

益（持分に見合う額）及び利益

剰余金（持分に見合う額）等は、

いずれも中間連結財務諸表に重

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

　　　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．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

　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、中間純損益及び利益剰

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

　　　思考技研（香港）有限公司

　　　Think TechKorea Co.,Ltd.

　持分法を適用しない非連結子

会社は、中間純損益及び利益剰

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

　　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。

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事

項

　すべての連結子会社の中間会計期

間の末日は、中間連結決算日と一致

しております。

　すべての連結子会社の中間会計期

間の末日は、中間連結決算日と一致

しております。

　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。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

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

　　　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

　　　移動平均法による原価法

 ②　デリバティブ

　　──────

②　デリバティブ

　　時価法

②　デリバティブ

同　左

 　③　たな卸資産

　　　製品、材料及び仕掛品

　　　総平均法による原価法

　③　たな卸資産

　　　製品、材料及び仕掛品

　　　総平均法による原価法

　③　たな卸資産

　　　製品、材料及び仕掛品

　　同　左

    

 (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）につ

いては、定額法。

　在外連結子会社は、定額法。

　なお、主な耐用年数は次のと

おりであります。

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

(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）につ

いては、定額法。

　在外連結子会社は、定額法。

　なお、主な耐用年数は次のと

おりであります。

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

(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

 　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

　　　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

    

－ 19 －



項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

 (3)　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。

(3)　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。

(3)　重要な引当金の計上基準

　①　貸倒引当金

　　　同　左

 　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

額のうち当中間連結会計期間の

負担に属する部分を計上してお

ります。

　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

額のうち当中間連結会計期間の

負担に属する部分を計上してお

ります。

　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。

 　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、

当中間連結会計期間末に発生し

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

　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、

当中間連結会計期間末に発生し

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

　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。

    

 (4)　重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算基準

(4)　重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算基準

(4)　重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算基準

 　外貨建金銭債権債務は、中間連

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、中間連

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。

　外貨建金銭債権債務は、中間連

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、中間連

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。

　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。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

 (5)ヘッジ会計の方法

──────

 (5)ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理 

 (2)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

 (3)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。

 (4)ヘッジの有効性評価方法

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。

(5)ヘッジ会計の方法

同　左 

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象 

 　同　左 

 

 

(3)ヘッジ方針 

 同　左 

 

 

(4)ヘッジの有効性評価方法 

同　左 

 (6) その他中間連結財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項

(6) その他中間連結財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項

(6) その他連結財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項

 　①　消費税等の会計処理

　　税抜方式によっております。

　①　消費税等の会計処理

　　税抜方式によっております。

　①　消費税等の会計処理

　　　同　左

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（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。

　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
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

項目

前中間連結会計期間

（自　平成17年１月１日

至　平成17年６月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年１月１日

至　平成18年６月30日）

前連結会計年度

（自　平成17年１月１日

至　平成17年12月31日）

 １．固定資産の減損に係る会

計基準

─────   当中間連結会計期間より、「固定

資産の減損に係る会計基準」（「固

定遺産の減損に係る会計基準の設定

に関する意見書」（企業会計審議会

　平成14年8月9日）及び「固定資産

の減損に係る会計基準の適用指針（企

業会計基準適用指針第6号　平成15年

10月31日）を適用しております。こ

の適用による利益への影響はありま

せん。

 ─────

    

 ２．貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準

 ─────  当中間連結会計期間より、「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会

計基準」（企業会計基準第５号　平

成17年12月９日）及び「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準等の適用指針」（企業会計基準適

用指針第８号　平成17年12月９日）

を適用しております。

従来の資本の部の合計に相当する金

額は　2,690,321千円であります。

なお、中間連結財務諸表規則の改正

により、当中間連結会計期間におけ

る中間連結貸借対照表の純資産の部

については、改正後の中間連結財務

諸表規則により作成しております。

 ─────

    

追加情報

項目

前中間連結会計期間

（自　平成17年1月1日

至　平成17年6月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年1月1日

至　平成18年6月30日）

前連結会計年度

（自　平成17年1月1日

至　平成17年12月31日）

 １．貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準

  ──────           ────── 「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、当事業年度から「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、計上利益、

税引前当期純利益が、同額減

少しております。
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成17年6月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年6月30日）

前連結会計年度末
（平成17年12月31日）

※１． ────────── ※１． ────────── ※１．期末日満期手形

　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。

　　　受取手形　　　　 10,748千円

※２．当社は運転資金の効率的な調達

を行うため取引銀行4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中間連結

会計期間末の借入未実行残高は次

の通りであります。

貸出コミットメン

トの金額
3,000百万円

借入実行残高     -百万円

差引額  3,000百万円

※２．当社は運転資金の効率的な調達

を行うため取引銀行 4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中間連結

会計期間末の借入未実行残高は次

の通りであります。

貸出コミットメン

トの金額
1,500百万円

借入実行残高   1,500百万円

差引額 -百万円

※２．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通

りであります。

貸出コミットメン

トの金額
4,800百万円

借入実行残高   4,100百万円

差引額 700百万円

  ＜財務制限条項＞

　上記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

を計上しないこと。

（２）連結貸借対照表資本の部の

金額を平成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。

 ＜財務制限条項＞

　上記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

を計上しないこと。

（２）連結貸借対照表資本の部の

金額を平成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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（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（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。 

※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。

　　給与・賞与　　　　110,880千円

　　賞与引当金繰入額 　　 263千円

　　退職給付費用　　　　1,555千円

　　減価償却費　  　　 20,290千円

　　開発研究費　　　　 77,892千円

　　給与・賞与　　　　 98,094千円

　  退職給付費用　　　　  273千円

　　減価償却費　  　　 23,896千円

　　開発研究費　　　　109,432千円

　　運賃　　　　　 　  83,779千円

　　給与・賞与 　　　 210,307千円

　　賞与引当金繰入額 　 2,042千円

　　退職給付費用　　 　 1,324千円

　　減価償却費　 　　　43,042千円

　　開発研究費　　　  163,933千円

 ※２．固定資産売却益の内訳は次のと

おりであります。

※２．固定資産売却益の内訳は次のと

おりであります。

※２．固定資産売却益の内訳は次のと

おりであります。

工具器具及び備品 348千円

その他  -千円

計 348千円

工具器具及び備品 10,146千円

その他  8,367千円

計 18,513千円

工具器具及び備品 15,048千円

その他  996千円

計 16,045千円

 ※３．  ──────────  ※３．固定資産売却損の内訳は次のと

おりであります。

 ※３．固定資産売却損の内訳は次のと

おりであります。

工具器具及び備品 32,302千円

その他  5,650千円

計 37,952千円

 　　

工具器具及び備品 11,508千円

その他  564千円

計 12,072千円
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

当中間連結会計期間（自　平成18年１月１日　至　平成18年６月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末株
式数（株）

当中間連結会計期間
増加株式数（株）

当中間連結会計期間
減少株式数（株）

当中間連結会計期間
末株式数（株）

発行済株式

普通株式 53,250 － － 53,250

合計 53,250 － － 53,250

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当中間連結
会計期間末
残高
（千円）

前連結会計
年度末

当中間連結
会計期間増
加

当中間連結
会計期間減
少

当中間連結
会計期間末

提出会社

（親会社）
平成17年新株予約権 普通株式 3,700 － － 3,700 2,523

合計 － － － － － 2,523

 （注)1.上表の新株予約権は、すべて行使権利行使可能なものであります。

３.配当金に関する事項

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

平成18年３月24日

定時株主総会
普通株式 133,125 2,500 平成17年12月31日 平成18年３月24日
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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（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中間期末残高

と中間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中間期末残高

と中間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17年6月30日現在） （平成18年6月30日現在） （平成17年12月31日現在）

現金及び預金勘定 1,136,794千円

預入期間が3ヶ月を

超える定期預金
    △99,540千円

現金及び現金同等物  1,037,253千円

現金及び預金勘定 822,883千円

預入期間が3ヶ月を

超える定期預金
△392,601千円

現金及び現金同等物 430,281千円

現金及び預金勘定 2,108,309千円

預入期間が3ヶ月を

超える定期預金
△374,726千円

現金及び現金同等物 1,733,582千円

①　リース取引

　該当事項はありません。

②　有価証券

有価証券

１．時価のない主な有価証券の内容

 

前中間連結会計期間末
（平成17年6月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年6月30日）

前連結会計年度末
（平成17年12月31日）

中間連結貸借対照表計上
額（千円）

中間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 5,006 640,625 161,561

③　デリバティブ取引

前中間連結会計期間末（自　平成17年１月１日　至　平成17年６月30日）

該当事項はありません。

 当中間連結会計期間末（自　平成18年１月１日　至　平成18年６月30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、ヘッジ会計を適用しておりますので、注記の対象から除いておりま

す。

 前連結会計期間末（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、ヘッジ会計を適用しておりますので、注記の対象から除いておりま

す。
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④　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間（自平成17年1月1日　至平成17年6月30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。

当中間連結会計期間（自平成18年1月1日　至平成18年6月30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。

前連結会計年度（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

前中間連結会計期間（自平成17年1月1日　至平成17年6月30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）

　売上高      

(1)外部顧客に対する売上高 1,649,608 195,506 1,845,114 － 1,845,114

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ 1,681,787 1,681,787 (1,681,787) －

　　　計 1,649,608 1,877,293 3,526,901 (1,681,787) 1,845,114

　営業費用 1,864,644 2,447,579 4,312,224 (1,704,766) 2,607,458

営業利益　　 △215,036 △570,286 △785,322 22,978 △762,343

　（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

当中間連結会計期間（自平成18年1月1日　至平成18年6月30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）

　売上高      

(1)外部顧客に対する売上高 2,057,508 207,483 2,264,990 － 2,264,990

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ 2,192,372 2,192,372 (2,192,372) －

　　　計 2,057,508 2,399,855 4,457,363 (2,192,372) 2,264,990

　営業費用 2,260,427 2,844,341 5,104,769 (2,166,242) 2,938,527

営業利益　　 △202,919 △444,486 △647,405 △26,130 △673,536

　（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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前連結会計年度（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）

　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

　（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

前中間連結会計期間（自平成17年1月1日　至平成17年6月30日）

 アジア 欧州 南米 北米 その他 計

Ⅰ　海外売上高

（千円）
1,019,216 136,196 96,208 19,857 36,993 1,308,472

Ⅱ　連結売上高

（千円）
－ － － － － 1,845,114

Ⅲ　連結売上高に占める

海外売上高の割合

（％）

55.2 7.4 5.2 1.1 2.0 70.9

　（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．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、フィリピン

　　(2)　欧　州・・・ドイツ、フランス、フィンランド、スイス、イギリス、スウェーデン

　　(3)　南　米・・・ブラジル

　　(4)　北　米・・・メキシコ、アメリカ、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。

当中間連結会計期間（自平成18年1月1日　至平成18年6月30日）

 アジア 欧州 南米 北米 その他 計

Ⅰ　海外売上高

（千円）
1,095,285 154,302 28,345 38,518 83,597 1,400,050

Ⅱ　連結売上高

（千円）
－ － － － － 2,264,990

Ⅲ　連結売上高に占める

海外売上高の割合

（％）

48.4 6.8 1.2 1.7 3.7 61.8

　（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．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、フィリピン

　　(2)　欧　州・・・ドイツ、フランス、フィンランド、スイス、イギリス、スウェーデン

　　(3)　南　米・・・ブラジル

　　(4)　北　米・・・メキシコ、アメリカ、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。

前連結会計年度（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、地理的近隣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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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（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 69,474円68銭

１株当たり中間純損失

金額
12,007円93銭

１株当たり純資産額 52,992円96銭

１株当たり中間純損失

金額
12,962円74銭

１株当たり純資産額 67,362円25銭

１株当たり当期純損失

金額
17,452円35銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、中間純損失

金額を計上しているため、記載してお

りません。

　また、当社は平成17年5月20日付で普

通株式1株につき3株の分割を行ってお

ります。この株式分割が前期首に行わ

れたものとして、算出した場合の、前

連結会計年度1株当たり純資産額は、

80,653円81銭、前連結会計年度1株当た

り純利益金額は、22,152円66銭、前連

結会計年度潜在株式調整後1株当たり純

利益金額は、22,034円39銭であります。

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、中間純損失

金額を計上しているため、記載してお

りません。

 

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、当期純損失

金額を計上しているため、記載してお

りません。

 　また、当社は平成17年5月20日付で普

通株式1株につき3株の分割を行ってお

ります。この株式分割が前期首に行わ

れたものとして、算出した場合の、前

連結会計年度1株当たり純資産額は、

80,653円81銭、前連結会計年度1株当た

り純利益金額は、22,152円66銭、前連

結会計年度潜在株式調整後1株当たり純

利益金額は、22,034円39銭であります。

 

　（注）　１株当たり中間（当期）純損益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前中間連結会計期間

(自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日)

前連結会計年度
(自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日)

1株当たり中間（当期）純損益金額    

中間（当期）純損益（千円） △639,422 △690,266 △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） － － －

普通株式に係る中間（当期）純損益

（千円）
△639,422 △690,266 △929,337

期中平均株式数（株） 53,250 53,250 53,250

    

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり中間（当期）純利益

の算定に含めなかった潜在株式の概要

新株予約権1種類　

89個

新株予約権 3種類　　

3,974個

新株予約権2種類

3,800個

（重要な後発事象）

前中間連結会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

────────── ──────────  ──────────
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