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１．四半期連結財務諸表の作成等に係る事項

①　四半期連結財務諸表の作成基準　　　　　　　　　　　　：　中間連結財務諸表作成基準

②　最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無　　：　無

③　連結及び持分法の適用範囲の異動の有無　　　　　　　　：　無

④　会計監査人の関与　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　有

　四半期連結財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規

則の取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」に基づく意見表明のための

手続きを受けております。

２．平成18年12月期第３四半期財務・業績の概況（平成18年１月１日～平成18年９月30日）

(1）連結経営成績の進捗状況 （百万円未満切捨）

売上高 営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

平成18年12月期第３四半期 4,206 33.2 △654 △46.2 △676 △31.7 △719 △13.0

平成17年12月期第３四半期 3,157 △45.0 △1,215 △181.0 △990 △170.1 △826 △225.3

（参考）平成17年12月期 4,191  △1,844  △989  △929  

１株当たり四半期
（当期）純利益

潜在株式調整後
１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭 円 銭

平成18年12月期第３四半期 △13,519 58 － －

平成17年12月期第３四半期 △15,523 64 － －

（参考）平成17年12月期 △17,452 35 － －

　（注）　売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。
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［連結経営成績の進捗状況に関する定性的情報等］

　当第３四半期におけるわが国経済は、円安基調を背景とした輸出拡大、民間企業の設備投資に牽引され、引き続き息の

長い景気拡大を続けております。海外においては、米国では、住宅価格の下落により資産効果が薄れる恐れがあるものの、

いまだ個人消費が好調であり、雇用が順調に回復しているため、当面の需要は底堅いと見られております。欧州では、フ

ランスでの消費活性化策の効果剥落により景気減速傾向が進んでおります。一方、スペインでは、３期連続の実質GDPの高

い伸びを持続し、イタリアでも２期連続のマイナスがプラスに転じるなどの回復を示しております。アジアでは、総じて

内需の復調・堅調が目立つ一方、外需の回復が遅れてきております。

　このような世界経済の影響を受け、携帯電話市場におきましては、アジア諸国での急成長が落ち着きを見せているもの

の、市場全体が在庫調整の期間を脱してきており、増産の局面への転換期に差し掛かってきております。特に日本におけ

るナンバーポータビリティー導入による買換需要に併せたメーカーの製造の急増による出荷台数の増加が始まってきてお

ります。その他の電子部品市場におきましても、同様に在庫調整の局面終わる動きが出始めてきております。

　このような情勢の下、当社では、携帯電話市場向けモータ応用電子部品におきましては、主力の振動モータの販売数量

は、メーカーの増産体制に応じた受注が出始めており、順調な出荷数量の伸びが続いております。その他市場向けモータ

応用電子部品につきましても受注の増加となっております。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につ

きましては取引先数社への出荷が始まり、引き続き大幅な受注引合が来ております。その結果当第３四半期の売上高は、

42億6百万円（前年同期比33.2％増）の増収となりました。営業費用面は、原材料の高騰、中国における人件費単価の上昇

というマイナス面はありましたものの、生産効率の向上効果が徐々に実を結び、また、オートフォーカス用リニアモータ

の出荷開始に伴い、客先要求による試作のための研究・技術開発費の回収が始まりました結果、売上原価は、38億77百万

円（前年同期比8.8％増）となりました。販売費及び一般管理費におきましては、営業・技術強化のための人員増により9

億83百万円（前年同期比21.3％増）となりました。その結果、営業損失は6億54百万円、経常損失は6億76万円、当期純損

失は、7億19百万円となりました。

(2）連結財政状態の変動状況 （百万円未満切捨）

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

平成18年12月期第３四半期 11,744 3,064 26.1 57,525 61

平成17年12月期第３四半期 10,283 3,579 34.8 67,212 70

（参考）平成17年12月期 11,457 3,587 31.3 67,362 25

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （百万円未満切捨）

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

平成18年12月期第３四半期 △5 △2,123 499 242

平成17年12月期第３四半期 △673 △2,514 3,179 1,453

（参考）平成17年12月期 △679 △3,360 4,288 1,733
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［連結財政状態の変動状況に関する定性的情報等］

　当第３四半期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21億23百万円、長期借入金

の約定返済4億31百万円がありましたが、短期の借入11億円により調達したことにより、前連結会計期間末に比べ14億91百

万円減少し、当第３四半期連結会計期間末の資金は、2億42百万円となりました。

＜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、5百万円となりました。これは、減価償却計上前前第３四半期純利益が△29百万円あっ

たことによるものです。なお、売上高の増加に伴う売掛金の増加及び棚卸資産の増加は、仕入債務の増加と相殺されてお

ります。

＜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、21億23百万円となりました。これは、主に内製設備の投資による有形固定資産の取得

が18億60百万円、韓国企業とのアライアンスのための株式投資が4億84百万円ありましたが、定期預金の取崩3億円により

相殺しております。

＜財務活動によるキャッシュ・フロー＞

　財務活動の結果得られた資金は、4億99百万円となりました。これは、短期の借入11億円を行ったこと及び長期借入金の

約定弁済4億31百万円を行ったことによるものであります。

３．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

［業績予想に関する定性的情報等］

　振動モータの受注が好調に推移し、オートフォーカス用リニアモータの取引先数社からの受注も好調に推移しておりま

す。また、売上原価につきましても、材料費の高騰、中国における人件費単価の上昇というマイナス要因はありますもの

の、振動モータの生産効率の向上が実現できてきております。また、オートフォーカス用リニアモータの受注数量の増加

により、開発費の回収が図れてきております。なお、販売費及び一般管理費につきましても、一時期増加してきた人員増

かによる影響も徐々に解消できてきております。

　これらのことを踏まえた結果、当期の業績見通しは、当社の利益計画どおり推移しており、この見通しの変更はありま

せん。

　（注）　本業績予想は、現在入手可能な情報から、当社の経営者の判断に基づき作成しております。

したがいまして、実際の業績は様々な要因により本業績予想とは異なる結果となり得ることもご承知おきくだ

さい。
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４．四半期連結財務諸表

(1）四半期連結貸借対照表

科目

当第３四半期連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前第３四半期連結会計期間末
（平成17年９月30日）

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）

金額（千円）
構成比
（％）

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 326,544 1,861,924 2,108,309

２．受取手形及び売掛金 ※１ 1,708,886 1,201,871 1,219,393

３．たな卸資産 1,088,079 1,085,893 1,012,985

４．その他 702,969 355,754 491,170

流動資産合計 3,826,478 32.6 4,505,443 43.8 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 ※２ 760,538 589,905 661,938

２．機械装置及び運搬具 ※２ 3,815,675 3,296,376 3,644,230

３．工具器具及び備品 ※２ 456,774 370,214 444,038

４．土地  186,723 186,723 186,723

５．建設仮勘定 1,550,883 959,865 1,077,068

有形固定資産合計 6,770,594 57.6 5,403,084 52.5 6,013,998 52.5

(2）無形固定資産 72,574 0.6 93,053 0.9 93,445 0.8

(3）投資その他の資産       

１．投資有価証券 645,625  －  161,561  

２．その他 429,477  281,585  356,560  

投資その他の資産合計 1,075,102 9.2 281,585 2.7 518,123 4.5

固定資産合計 7,918,271 67.4 5,777,724 56.2 6,625,567 57.8

資産合計 11,744,750 100.0 10,283,167 100.0 11,457,428 100.0
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科目

当第３四半期連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前第３四半期連結会計期間末
（平成17年９月30日）

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）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．買掛金 1,039,530 687,437 687,551

２．短期借入金 ※３ 3,953,973 2,654,586 3,033,260

３．1年以内償還予定社債 40,000 40,000 40,000

４．賞与引当金 － 8,004 2,042

５．未払法人税等  5,706 21,317 17,836

６．その他  711,540 673,750 807,049

流動負債合計 5,710,751 48.6 4,085,095 39.7 4,587,738 40.0

Ⅱ　固定負債

１．社債 190,000 230,000 230,000

２．長期借入金 ※３ 2,613,765 2,169,405 2,866,435

３．退職給付引当金 10,208 10,363 9,934

４．その他  155,061 209,227 176,280

固定負債合計 2,969,034 25.3 2,618,995 25.5 3,282,650 28.7

負債合計 8,679,785 73.9 6,704,091 65.2 7,870,388 68.7

（少数株主持分） － － － － － －

（資本の部）

Ⅰ　資本金 － － 1,450,000 14.1 1,450,000 12.7

Ⅱ　資本剰余金 － － 1,885,800 18.3 1,885,800 16.4

Ⅲ　利益剰余金 － － 217,001 2.1 114,297 1.0

Ⅳ　為替換算調整勘定 － － 26,275 0.3 136,942 1.2

資本合計 － － 3,579,076 34.8 3,587,040 31.3

負債・少数株主持分・資本合計 － － 10,283,167 100.0 11,457,428 100.0

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本        

１.　資本金  1,452,500 12.4 － － － －

２.　資本剰余金  1,888,300 16.1 － － － －

３.　利益剰余金  △738,785 △6.3 － － － －

株主資本合計  2,602,014 22.2 － － － －

Ⅱ　評価・換算差額等        

１.　繰延ヘッジ損益  278,589 2.4 － － － －

２.　為替換算調整勘定  181,837 1.5 － － － －

評価・換算差額等合計  460,426 3.9 － － － －

Ⅲ　新株予約権  2,523 0.0 － － － －

 Ⅳ　少数株主持分  － － － － － －

純資産合計  3,064,964 26.1 － － － －

負債純資産合計  11,744,750 100.0 － － － －
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(2）四半期連結損益計算書

科目

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年９月30日）

前第３四半期連結会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年９月30日）

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）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 4,206,244 100.0 3,157,446 100.0 4,191,245 100.0

Ⅱ　売上原価 3,877,475 92.2 3,562,554 112.8 4,881,901 116.5

売上総利益 328,768 7.8 △405,108 △12.8 △690,656 △16.5

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１ 983,625 23.4 810,779 25.7 1,153,462 27.5

営業損失 654,856 △15.6 1,215,887 △38.5 1,844,118 △44.0

Ⅳ　営業外収益        

１．受取利息  1,746  2,563  2,811  

２．為替差益  82,676  361,404  506,073  

３．受取開発費負担金  －  －  500,000  

４．その他  19,626  5,660  15,947  

　　　営業外収益合計  104,049 2.5 369,628 11.7 1,024,833 24.5

Ⅴ　営業外費用        

１．支払利息  76,180  43,573  60,591  

２．債権譲渡損  －  15,206  15,206  

３．シンジケートローン手数料  6,700  57,300  60,200  

４．雑損失  43,099  28,108  33,736  

　　　営業外費用合計  125,980 3.0 144,188 4.6 169,733 4.0

経常損失 676,787 △16.1 990,447 △31.4 989,019 △23.6

Ⅵ　特別利益

１．固定資産売却益  ※２ 30,424  348  16,045  

　　特別利益合計 30,424 0.7 348 0.0 16,045 0.4

Ⅶ　特別損失

１．固定資産売却損  ※３ 5,439  －  12,072  

２．前期損益修正損 11,370  －  －  

特別損失合計 16,809 0.4 － － 12,072 0.3

税金等調整前第３四半期（当
期）純損失

663,173 △15.8 990,099 △31.4 985,045 △23.5

法人税、住民税及び事業税 1,715 0.0 1,764 0.0 2,340 0.1

過年度法人税住民税・事業税 － － － － 37,750 0.9

法人税等調整額 55,068 1.3 △165,229 △5.2 △95,799 △2.3

第３四半期（当期）純損失 719,957 △17.1 826,633 △26.2 929,337 △22.2
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(3）四半期連結剰余金計算書

科目

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年９月30日）

前第３四半期連結会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結剰余金計算書

（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

金額（千円） 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 1,885,800

Ⅱ　資本剰余金第３四半期末（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

1.配当金 －  88,750  88,750  

2.第３四半期（当期）純損失 － － 826,633 915,383 929,337 1,018,087

Ⅲ　利益剰余金第３四半期（期末）残高 － 217,001 114,297
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(4）四半期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

第３四半期連結会計期間中の変動

額

新株の発行（千円） 2,500 2,500  5,000

剰余金の配当（千円）   △133,125 △133,125

第３四半期中間純損失（千円）   △719,957 △719,957

株主資本以外の項目の第３四半期連

結会計期間中の変動額（純額）（千

円）

－ － － －

第３四半期連結会計期間中の変動額

合計

（千円）

2,500 2,500 △853,082 △848,082

平成18年6月30日　残高（千円） 1,452,500 1,888,300 △738,785 2,602,014

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） － 136,942 136,942 2,523 3,589,563

第３四半期連結会計期間中の変動額

新株の発行（千円）     5,000

剰余金の配当（千円）     △133,125

第３四半期純損失（千円）     △719,957

株主資本以外の項目の第３四半期連結

会計期間中の変動額（純額）（千円）
278,589 44,895 323,483 － 323,483

第３四半期連結会計期間中の変動額合

計

（千円）

278,589 44,895 323,484 　ー △524,598

平成18年６月30日　残高（千円） 278,589 181,837 460,426 2,523 3,064,964
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(5）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

科目

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年９月30日）

前第３四半期連結会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年９月30日）

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）

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

税金等調整前第３四半期
（当期）純損失

△663,173 △990,099 △985,045

減価償却費 633,927 376,000 497,577

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△）

△2,042 6,309 348

退職給付引当金の増減額
（減少△）

273 1,508 1,079

受取利息及び受取配当金 △1,756 △2,664 △2,911

支払利息 76,180 43,573 60,591

為替差損益（差益△） △82,676 △117,546 △143,437

有形固定資産売却益 △30,424 △348 △16,045

有形固定資産売却損 5,439 － 12,072

売上債権の増減額（増加
△）

△507,022 98,947 106,257

たな卸資産の増減額（増
加△）

△22,180 114,312 224,350

仕入債務の増減額（減少
△）

513,443 △204,404 △436,324

未収消費税等の増減額
（増加△）

19,452 24,213 6,519

その他資産の増減額（増
加△）

△9,339 352,062 428,062

その他負債の増減額（減
少△）

155,748 317,551 309,086

小計 85,849 16,770 59,533

利息及び配当金の受取額 1,756 2,664 3,590

利息の支払額 △79,026 △46,096 △59,678

法人税等の支払額 △13,844 △647,143 △683,147

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

△5,265 △673,805 △679,701
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科目

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年９月30日）

前第３四半期連結会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年９月30日）

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）

金額（千円） 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

△9,351 △332,344 △299,028

定期預金の払戻による収
入

300,000 － －

有形固定資産の取得によ
る支出

△1,860,708 △2,126,409 △2,860,894

有形固定資産売却による
収入

49,000 1,529 52,845

無形固定資産取得による
支出

－ △5,665 △3,830

投資有価証券の取得によ
る支出

△484,063 － △156,555

その他投資の増加額 △118,497 △51,985 △92,572

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△2,123,620 △2,514,876 △3,360,036

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

新株予約権の行使による
収入

5,000 － －

短期借入金の増減額 1,100,000 1,920,000 2,350,000

長期借入れによる収入 － 1,990,000 2,800,000

長期借入金の返済による
支出

△431,956 △601,635 △732,597

社債の償還による支出 △40,000 △40,000 △40,000

配当金の支払額 △133,125 △88,750 △88,750

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

499,918 3,179,615 4,288,652

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る
為替換算差額

137,851 100,200 121,920

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加
額（減少額）

△1,491,116 91,133 370,834

Ⅵ　現金及び現金同等物期首残
高

1,733,582 1,362,747 1,362,747

Ⅶ　現金及び現金同等物期末残
高

242,466 1,453,881 1,733,582
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(6）注記事項等

①　四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年９月30日）

前第３四半期連結会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年９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

同左

(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

 Think Tech Korea Co.,Ltd.

 ㈱ソーイ・アセット・マネジメント

(2）非連結子会社の名称

思考技研（香港）有限公司

(2）非連結子会社の名称

同左

（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、第３四半期純損益

（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

連結財務諸表に影響を及ぼしていな

いためであります。

（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、第３四半期純損益

（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

連結財務諸表に影響を及ぼしていな

いためであります。

（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

同左

(1）持分法適用の非連結子会社の数

同左

(2）持分法と適用しない非連結子会

社

思考技研（香港）有限公司

 Think Tech Korea Co.,Ltd.

  ㈱ソーイ・アセット・マネジメント

　持分法を適用しない非連結子会

社は、第３四半期純損益及び利益

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）持分法と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、第３四半期純損益及び利益

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）持分法と適用しない非連結子会

社

同左

 

 

　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．連結子会社の四半期決算

日（決算日）等に関する事

項

　すべての連結子会社の四半期会計

期間の末日は、四半期連結会計決算

日と一致しております。

同左 　すべての連結子会社の事業年度の

末日は、連結会計決算日と一致して

おります。

４．会計処理基準に関する事

項

(1）重要な資産の評価基準及び評価

方法

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

(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　デリバティブ

　時価法

②　　　─────

 

②　デリバティブ

時価法

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

③　たな卸資産

製品、材料及び仕掛品

同左
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項目
当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年９月30日）

前第３四半期連結会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年９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）

(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　　　　　 ５年～38年

機械装置　　　 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）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

同左

②　無形固定資産

同左

(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

(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

額のうち当第３四半期連結会計

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

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、

当連結会計期間に発生したと認

められる額を計上しております。

③　退職給付引当金

同左

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。
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項目
当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年９月30日）

前第３四半期連結会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年９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）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、四半期

連結決算日の直物為替相場により

円貨に換算し、為替差額は損益と

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、四半

期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、

為替差額については、純資産の部

における為替換算調整勘定に含め

て計上しております。

(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、四半期

連結決算日の直物為替相場により

円貨に換算し、為替差額は損益と

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、四半

期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、

為替差額については、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。

(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、連結決

算日の直物為替相場により円貨に

換算し、為替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、為替差額に

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。

 (5)重要なヘッジ会計の方法

①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)　　　　─────

 

 (5)重要なヘッジ会計の方法

①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。 

(6）その他四半期連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事項

(6）その他四半期連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事項

(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

同左

①　消費税等の会計処理

同左

５．四半期連結キャッシュ・

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

　手元現金、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 同左
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②　四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

項目

当第３四半期連結会計期間

（自　平成18年１月１日

至　平成18年９月30日）

前第３四半期連結会計期間

（自　平成17年１月１日

至　平成17年９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

  当連結会計年度より、「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

適用による損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　2,783,851千円であります。

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。

  ─────  ─────

    

－ 14 －



追加情報

当第３四半期連結会計期間

（自　平成18年1月1日

至　平成18年9月30日）

前第３四半期連結会計期間

（自　平成17年1月1日

至　平成17年9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）

────── ────── 「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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③　四半期連結貸借対照表関係

当第３四半期連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前第３四半期連結会計期間末
（平成17年９月30日）

前連結会計年度末
（平成17年12月31日）

※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、

当第３四半期連結会計期間の末日が金融機

関の休日でしたが、満期日に決済が行われ

たものとして処理しております。当第３四

半期連結会計期間末日満期手形の金額は次

のとおりであります。

───── ※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     13,036千円 受取手形     10,748千円

 ※２．有形固定資産の減価償却累計額

 建物及び構築物　　　187,213千円

 機械装置及び運搬具　859,739千円

 工具器具及び備品　　617,911千円

 

※３．当社は運転資金の効率的な調達を行うた

めに取引銀行７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第３四半期連結会

計期間末の借入未実行残高は次のとおりで

あります。

  ※２．有形固定資産の減価償却累計額

  建物及び構築物　　　185,384千円

  機械装置及び運搬具　446,863千円

  工具器具及び備品　　367,434千円

 

※３．当社は運転資金の効率的な調達を行うた

めに取引銀行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第３四半期連結会

計期間末の借入未実行残高は次のとおりで

あります。

  ※２．有形固定資産の減価償却累計額

  建物及び構築物　　　201,479千円

  機械装置及び運搬具　546,237千円

  工具器具及び備品　　418,114千円

 

※３．当社は運転資金の効率的な調達を行うた

めに取引銀行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
1,800百万円

借入実行残高     -百万円

差引額  1,800百万円

貸出コミットメントの金

額
3,000百万円

借入実行残高 1,630百万円

差引額 1,370百万円

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、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、下記の条件

を充足することを確約しております。

＜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、下記の条件

を充足することを確約しております。

 ＜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、下記の条件を充

足することを確約しております。

(1）連結、単体ともに経常損益で損失計

上しない、もしくは２期連続で損失計

上しないこと。

(1）連結、単体ともに経常損益で損失計

上しない、もしくは２期連続で損失計

上しないこと。

 (1）連結、単体ともに経常損益で損失

計上しない、もしくは２期連続で損

失計上しないこと。

(2）連結、単体ともに平成16年12月末の

貸借対照表純資産の部の金額の75％以

上に維持すること。

(2）連結、単体ともに平成16年12月末の

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。

 (2）連結、単体ともに平成16年12月末

の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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④　四半期損益計算書関係

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年９月30日）

前第３四半期連結会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年９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    208,444千円

賞与引当金繰入額      －千円

退職給付費用      273千円

減価償却費    163,237千円

研究開発費    174,154千円

給与賞与 162,618千円

賞与引当金繰入額 6,309千円

退職給付費用 1,753千円

減価償却費 33,077千円

研究開発費 116,841千円

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

研究開発費    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。

工具器具及び備品 22,949千円

その他    7,474千円

計  30,424千円

 ※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

 ※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 15,048千円

その他 996千円

計 16,045千円

 ※３．固定資産売却損の内訳は次のとおりであ

ります。

金型 4,569千円

その他     870千円

計  5,439千円

 ※３．　　　　　─────  ※３．固定資産売却損の内訳は次のとおりであ

ります。

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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⑤　四半期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９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）

当第３四半期連結会
計期間増加株式数
（株）

当第３四半期連結会
計期間減少株式数
（株）

当第３四半期連結会
計期間末株式数
（株）

発行済株式

普通株式 53,250 30 － 53,280

合計 53,250 30 － 53,280

　（注)普通株式の株式数の増加30株は、新株予約権（ストックオプション）の行使によるものであります。

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） 
当第３四半
期連結会計
期間末残高
（千円）

前連結会計
年度末

当第３四半
期連結会計
期間増加

当第３四半
期連結会計
期間減少

当第３四半
期連結会計
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 － 3,700 － － 3,700 2,523

 （注)上表の新株予約権は、すべて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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⑥　四半期連結キャッシュ・フロー関係

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年９月30日）

前第３四半期連結会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年９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期末残高と四

半期連結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四

半期連結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連

結貸借対照表に記載されている科目の

金額との関係

（平成18年９月30日現在） （平成17年９月30日現在） （平成17年12月31日現在）

現金及び預金勘定     326,544千円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金
△84,077千円

現金及び現金同等物   242,466千円

現金及び預金勘定 1,861,924千円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金
△408,042千円

現金及び現金同等物 1,453,881千円

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

⑦　リース取引関係

　該当事項はありません。

⑧　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

当第３四半期連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前第３四半期連結会計期間末
（平成17年９月30日）

前連結会計年度末
（平成17年12月31日）

四半期連結貸借対照表計上額
（千円）

四半期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 645,625 5,006 161,561

⑨　デリバティブ取引関係

当第３四半期連結会計年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年９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。

前第３四半期連結会計年度（自　平成17年１月１日　至　平成17年９月30日）

　該当事項はありません。

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）

　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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⑩　ストック・オプション等関係

当第３四半期連結会計期間（自　平成18年１月１日　至　平成18年９月30日）

当第３四半期連結会計期間に付与したストック・オプションの内容

平成18年ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数  当社従業員　40名

株式の種類別のストック・オプションの付与数  普通株式　100株

付与日 平成18年3月20日

権利確定条件 権利確定条件は付されておりません。

権利行使期間 平成19年4月1日から平成24年3月31日まで 

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。

権利行使価格（円） 531,720

付与日における公正な評価単価（円） －
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⑪　セグメント情報

１．事業の種類別セグメント情報

当第３四半期連結会計年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年９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。

前第３四半期連結会計年度（自　平成17年１月１日　至　平成17年９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。

２．所在別セグメント情報

当第３四半期連結会計年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年９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）

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 3,781,967 424,276 4,206,244 － 4,206,244

２．セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ 3,554,423 3,554,423 (3,554,423) －

計 3,781,967 3,978,699 7,760,667 (3,554,423) 4,206,244

営業費用 3,739,343 4,705,291 8,444,634 (3,583,534) 4,861,100

営業利益 42,624 △726,592 △683,968 29,112 △654,856

　（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

前第３四半期連結会計年度（自　平成17年１月１日　至　平成17年９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）

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 2,746,918 410,528 3,157,446 － 3,157,446

２．セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ 3,092,272 3,092,272 (3,092,272) －

計 2,746,918 3,502,801 6,249,719 (3,092,272) 3,157,446

営業費用 3,148,323 4,242,595 7,390,918 (3,017,584) 4,373,334

営業利益 △401,405 △739,794 △1,141,199 (74,688) △1,215,887

　（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）

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

　（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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３．海外売上高

当第３四半期連結会計年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年９月30日）

アジア 欧州 南米 北米 その他 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 2,531,193 155,054 116,981 75,830 337 2,879,395

Ⅱ　連結売上高（千円） － － － － － 4,206,244

Ⅲ　連結売上高に占める

海外売上高の割合

（％）

60.2 3.7 2.8 1.8 0.0 68.5

　（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（香港を含む）、大韓民国、中華民国、マレーシア

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

(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。

前第３四半期連結会計年度（自　平成17年１月１日　至　平成17年９月30日）

アジア 欧州 南米 北米 その他 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 1,324,174 264,714 147,080 54,678 41,945 1,832,593

Ⅱ　連結売上高（千円） － － － － － 3,157,446

Ⅲ　連結売上高に占める

海外売上高の割合

（％）

41.9 8.4 4.7 1.7 1.3 58.0

　（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（香港を含む）、大韓民国、中華民国、マレーシア

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

ン

(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。

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（香港を含む）、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…………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。
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⑩　１株当たり情報

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年９月30日）

前第３四半期連結会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年９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

      57,525円61銭

１株当たり純資産額

67,212円70銭

１株当たり純資産額

       67,362円25銭

１株当たり第３四半期純損失金額

13,519円58銭

１株当たり第３四半期純損失金額

15,523円64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株当たり第

３四半期純利益金額は、１株当たり第３

四半期純損失金額が計上されているため

記載しておりません。

 　なお、潜在株式調整後１株当たり第

３四半期純利益金額は、１株当たり第３

四半期純損失金額が計上されているため

記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額は、１株当たり当期純損

失金額が計上され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

たり当期純利益金額は、22,152円66銭、

前連結会計年度潜在株式調整後1株当

たり当期純利益金額は、22,034円39銭

であります。  

　（注）　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。

当第３四半期連結会計期間
(自　平成18年１月１日
至　平成18年９月30日)

前第３四半期連結会計期間
(自　平成17年１月１日
至　平成17年９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)

当期純損失（千円） 719,957 826,633 929,337

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）（千円）
－ － －

普通株式に係る当期純損失（千

円）
719,957 826,633 929,337

期中平均株式数（株） 53,253 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３種類

 　3,964個

新株予約権１種類

 89個

新株予約権２種類

 3,800個
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⑪　重要な後発事象

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年９月30日）

前第３四半期連結会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年９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）

───── （第三者割当による新株予約権及び行

使特約条件付き買取契約の締結）

　平成17年10月20日開催の取締役会に

おいて、ゴールドマン・サックス証券

会社東京支店を割当先とする第３回新

株予約権の発行及び証券取引所による

届出の効力発生後に、ゴールドマン・

サックス証券会社東京支店との間で、

新株予約権の行使特約条件付き買取契

約を締結することを決議いたしました。

①　新株予約権の目的である株式の

種類及び数

普通株式　　3,700株

②　新株予約権の総数　　3,700個

③　新株予約権の発行価額

１個当たり　　682円

④　申込期日

平成17年11月14日

⑤　払込期日

平成17年11月14日

⑥　募集方法

　第三者割当ての方法により、す

べての新株予約権をゴールドマ

ン・サックス証券会社東京支店に

割当てる。

⑦　行使価格の修正

　平成17年11月15日以降、新株予

約権の各行使請求の効力発生日

（以下「修正日」という。）の前

日まで（当日を含む。）の３連続

取引日（ただし、取引日は株式会

社東京証券取引所（以下「東京証

券取引所」という。）における当

社普通株式の普通取引に係る売買

高加重平均価格（以下「VWAP」と

いう。）が算出されない日を含ま

ない。）の東京証券取引所におけ

る当社普通株式の普通取引のVWAP

の平均値の92％に相当する金額の

１円未満の端数を切上げた金額

（以下「修正日価額」という。）

が、当該修正日の直前に有効な行

使価額を１円以上上回る場合また

は下回る場合には、行使価額は、

当該修正日以降、当該修正日価額

に修正される。

 ─────
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当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年９月30日）

前第３四半期連結会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年９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）

⑧　新株予約権の行使請求期間

　平成17年11月15日から平成19年

11月15日（第13項各号に従って本

新株予約権の全部または一部が消

却される場合には、消却される本

新株予約権については、消却のた

めの通知がなされた日）までとす

る。

⑨　新株予約権発行の理由及び資金

使途等

　新株予約権発行の理由は更なる

成長を実現し、株主の皆様に利益

を還元していくために、更なる企

業価値の拡大を期するものであり、

本新株予約権の付与は将来の事業

拡大に必要な資金需要に備えるた

め、機動的な資金調達を可能とす

る手段となるものであり、また、

健全な財務体質を維持するための

ものであります。また、調達資金

の使途は、運転資金及び今後の事

業展開上必要な投資の為の資金と

して充当する予定であります。

⑩　新株予約権が行使された場合の

発行済株式総数

56,950株
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(財)財務会計基準機構会員  

平成18年12月期　第３四半期財務・業績の概況（個別）
 平成18年11月15日

株式会社　シコー技研 （コード番号：6667　東証マザーズ）

（ＵＲＬ　http://www.shicoh.com）  

問合せ先　　代表取締役　　　　　　白木　学 ＴＥＬ　（046）278－3570

常務取締役管理部担当　大貫　篤志  

１．四半期財務情報の作成等に係る事項

①　四半期財務諸表の作成基準　　　　　　　　　　　　：　中間財務諸表作成基準

②　最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無　　：　無

③　会計監査人の関与　　　　　　　　　　　　　　　　：　有

　四半期財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則の

取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」に基づく意見表明のための手続

きを受けております。

２．平成18年12月期第３四半期財務・業績の概況（平成18年１月１日～平成18年９月30日）

(1）経営成績の進捗状況 （百万円未満切捨）

売上高 営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

平成18年12月期第３四半期 3,781 37.6 178 － 120 － 77 －

平成17年12月期第３四半期 2,746 △43.9 △401 △142.7 △459 △151.9 △254 △155.2

（参考）平成17年12月期 3,639  △634  △210  △137  

１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭

平成18年12月期第３四半期 1,447 78

平成17年12月期第３四半期 △4,773 09

（参考）平成17年12月期 △2,582 51

　（注）　売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。

(2）財政状態の変動状況 （百万円未満切捨）

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

平成18年12月期第３四半期 12,029 4,790 39.8 89,948 91

平成17年12月期第３四半期 10,051 4,443 44.2 83,442 73

（参考）平成17年12月期 11,141 4,559 40.9 85,633 31
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３．平成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）

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通期 5,500 800 320

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　　6,009 円39銭

　（注）　本業績予想は、現在入手可能な情報から、当社の経営者の判断に基づき作成しております。

したがいまして、実際の業績は様々な要因により本業績予想とは異なる結果となり得ることもご承知おきくだ

さい。

４．配当状況

・現金配当 １株当たり配当金（円）

中間期末 期末 年間

17年12月期 ― 2,500 2,500

18年12月期（実績） ― ―
2,500

18年12月期（予想） ― 2,500
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５．四半期財務諸表

(1）四半期貸借対照表

科目

当第３四半期会計期間末
（平成18年９月30日）

前第３四半期会計期間末
（平成17年９月30日）

前事業年度の
要約貸借対照表

（平成17年12月31日）

金額（千円）
構成比
（％）

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 304,520 1,735,119 1,937,139

２．受取手形 ※3 86,487 58,062 71,551

３．売掛金 1,386,715 929,313 970,753

４．たな卸資産 383,890 429,800 312,403

５．未収入金 3,669,133 2,501,969 2,838,884

６．デリバティブ資産  278,589 － 268,807

７．その他 ※2 732,722 530,963 506,417

流動資産合計 6,842,059 56.9 6,185,228 61.5 6,905,954 62.0

Ⅱ　固定資産

(1）有形固定資産 ※1 939,183 7.8 816,373 8.1 791,295 7.1

(2）無形固定資産 9,654 0.1 14,395 0.1 12,069 0.1

(3）投資その他の資産

１．投資有価証券 645,625 － 161,561

２．関係会社出資金 3,351,586 2,773,638 2,977,008

３．その他 241,454 261,619 293,636

投資その他の資産合計 4,238,647 35.2 3,035,257 30.2 3,432,205 30.8

固定資産合計 5,187,487 43.1 3,866,027 38.5 4,235,570 38.0

資産合計 12,029,545 100.0 10,051,255 100.0 11,141,525 100.0
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科目

当第３四半期会計期間末
（平成18年９月30日）

前第３四半期会計期間末
（平成17年９月30日）

前事業年度の
要約貸借対照表

（平成17年12月31日）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．買掛金 633,159 722,979 406,398

２．短期借入金 ※4 3,833,973 2,534,586 2,913,260

３．１年以内償還予定社債 40,000 40,000 40,000

４．賞与引当金 － 8,004 2,042

５．未払法人税等 5,706 21,317 4,647

４．その他  266,003 301,274 508,834

流動負債合計 4,778,843 39.7 3,628,161 36.1 3,875,181 34.8

Ⅱ　固定負債

１．社債 190,000 230,000 230,000

２．長期借入金  ※4 2,260,432 1,734,405 2,466,435

３．退職給付引当金 － 10,363 9,934

４．その他  10,208 5,000 －

固定負債合計 2,460,640 20.5 1,979,768 19.7 2,706,369 24.3

負債合計 7,239,483 60.2 5,607,930 55.8 6,581,551 59.1

（資本の部）

Ⅰ　資本金 －  1,450,000 14.4 1,450,000 13.0

Ⅱ　資本剰余金

１．資本準備金 －  1,885,800 18.8 1,885,800 16.9

Ⅲ　利益剰余金

１．利益準備金 － 6,850 6,850

２．第３四半期（当期）未処分利
益

－ 1,100,675 1,217,323

利益剰余金合計 －  1,107,525 11.0 1,224,173 11.0

資本合計 －  4,443,325 44.2 4,559,973 40.9

負債・資本合計 －  10,051,255 100.0 11,141,525 100.0

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本        

１.資本金  1,452,500 12.1 － － － －

２.資本剰余金    － － － －

(1)資本準備金  1,888,300 15.7 － － － －

３.利益剰余金        

　(1)利益準備金  6,850  － － － －

　(2)その他利益剰余金        

　繰越利益剰余金  1,161,298  － － － －

　利益剰余金合計  1,168,148 9.7 － － － －

株主資本合計  4,508,948  － － － －

Ⅱ　評価・換算差額等        

１.繰延ヘッジ損益  278,589 2.3 － － － －

評価・換算差額等合計  278,589 2.3 － － － －

Ⅲ　新株予約権  2,523 0.0 － － － －

純資産合計  4,790,061 39.8 － － － －

負債純資産合計  12,029,545 100.0 － － － －
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(2）四半期損益計算書

科目

当第３四半期会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年９月30日）

前第３四半期会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年９月30日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 3,781,967 100.0 2,746,918 100.0 3,639,021 100.0

Ⅱ　売上原価 2,868,657 75.8 2,391,977 87.1 3,227,757 88.7

売上総利益 919,309 24.3 354,941 12.9 411,264 11.3

Ⅲ　販売費及び一般管理費 734,540 19.4 756,346 27.5 1,045,774 28.7

営業利益 178,768 4.7 △401,405 △14.6 △634,510 △17.4

Ⅳ　営業外収益 ※１ 21,120 0.5 57,663 2.1 560,529 15.4

Ⅴ　営業外費用 ※２ 79,619 2.1 116,132 4.2 136,402 3.7

経常利益 120,269 3.1 △459,874 △16.7 △210,383 △5.8

Ⅵ　特別利益  ※３ 30,424 0.8 35,273 1.2 57,409 1.6

Ⅶ　特別損失  ※４ 16,809 0.4 － － 61,772 1.7

税引前第３四半期（当期）純
利益

133,884 3.5 △424,601 △15.5 △214,746 △5.9

法人税、住民税及び事業税 1,715 0.0 1,764 0.1 2,341 0.1

過年度法人税等 － － － － 37,750 1.0

法人税等調整額 △56,784 △1.5 △172,198 △6.3 △117,318 △3.2

第３四半期（当期）純利益 77,099 2.0 △254,167 △9.3 △137,519 △3.8

前期繰越利益 －  1,354,842  1,354,842  

第３四半期（当期）未処分利
益

－  1,100,675  1,217,323  
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(3）四半期株主資本等変動計算書

当第３四半期会計期間（自平成18年1月1日　至平成18年9月30日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計資本準備

金
資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益
剰余金

利益剰余
金合計

繰越利益
剰余金

平成17年12月31日　残高

（千円）
1,450,000 1,885,800 1,885,800 6,850 1,217,323 1,224,173 4,559,973

第３四半期会計期間中の変動額

新株の発行（千円） 2,500 2,500 2,500 － － － 5,000

剰余金の配当（千円） － － － － △133,125 △133,125 △133,125

第３四半期純利益（千円） － － － － 77,099 77,099 77,099

株主資本以外の項目の第３四

半期会計期間中の変動額（純

額）（千円）

－ － － － － － －

第３四半期会計期間中の変動額

合計

（千円）

2,500 2,500 2,500 － △56,025 △56,025 △56,025

平成18年9月30日　残高

（千円）
1,452,500 1,888,300 1,888,300 6,850 1,161,298 1,168,148 4,508,948

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
繰延ヘッジ損益

評価・換算差額等
合計

平成17年12月31日　残高

（千円）
－ － 2,523 4,562,497

第３四半期会計期間中の変動額

新株の発行（千円） － － － 5,000

剰余金の配当（千円） － － － △133,125

第３四半期純利益（千円） － － － 77,099

株主資本以外の項目の第３四

半期会計期間中の変動額（純

額）

（千円）

278,589 278,589 － 278,589

第３四半期会計期間中の変動額

合計

（千円）

278,589 278,589 － 227,564

平成18年9月30日　残高

（千円）
278,589 278,589 2,523 4,790,061
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(4）注記事項等

①　四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
当第３四半期会計期間

（自　平成18年１月１日
至　平成18年９月30日）

前第３四半期会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

(1）有価証券

子会社出資金

　移動平均法による原価法

(1）有価証券

子会社出資金

同左

(1）有価証券

子会社出資金

同左

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

その他有価証券

時価のないもの

同左

その他有価証券

時価のないもの

同左

(2）デリバティブ

　時価法

(2）デリバティブ

同左

(2）デリバティブ

同左

(3）たな卸資産

製品及び原材料

　総平均法による原価法

(3）たな卸資産

製品及び原材料

同左

(3）たな卸資産

製品及び原材料

同左

２．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

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

　なお、主な耐用年数は次のとお

りであります。

建物　　　　　　 ５年～38年

機械装置　　　　 ５年～11年

工具器具及び備品

　　　　　　　　 ２年～11年

(1）有形固定資産

同左

(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

(2）無形固定資産

同左

(2）無形固定資産

同左

３．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。

(1）貸倒引当金

同左

(1）貸倒引当金

同左

(2）賞与引当金

　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第

３四半期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

同左

(2）賞与引当金

　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事

業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

　従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給付債

務に基づき、当第３四半期会計期

間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

(3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給付債

務に基づき計上しております。
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項目
当第３四半期会計期間

（自　平成18年１月１日
至　平成18年９月30日）

前第３四半期会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

４．ヘッジ会計の方法 重要なヘッジ会計の方法

(1)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。

 重要なヘッジ会計の方法

─────

 重要なヘッジ会計の方法

(1)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．その他四半期財務諸表

（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

同左

(1）消費税等の会計処理

同左
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②　四半期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

当第３四半期会計期間

（自　平成18年１月１日

至　平成18年９月30日）

前第３四半期会計期間

（自　平成17年１月１日

至　平成17年９月30日）

前会計年度

（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

  当事業年度より、「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

による損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　4,508,948千円であります。

なお、中間財務諸表規則の改正によ

り、当第３四半期中間会計期間にお

ける第３四半期貸借対照表の純資産

の部については、改正後の中間財務

諸表規則により作成しております。

  ─────  ─────
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追加情報

当第３四半期会計期間

（自　平成18年1月1日

至　平成18年9月30日）

前第３四半期会計期間

（自　平成17年1月1日

至　平成17年9月30日）

前会計年度

（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

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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③　四半期貸借対照表関係

当第３四半期会計期間末
（平成18年９月30日）

前第３四半期会計期間末
（平成17年９月30日）

前事業年度末
（平成17年12月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額

       871,326千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

627,932千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

       678,271千円

※２．消費税等の取扱い

　仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺の

上、金額的に重要性が乏しいため、流動資

産の「その他」に含めて表示しております。

※２．消費税等の取扱い

同左

─────

※３．期末日満期手形 

　末日満期手形の会計処理については、当

第３四半期会計期間の末日が金融機関の休

日でしたが、満期日に決済が行われたもの

として処理しております。当第３四半期会

計期間末日満期手形の金額は次のとおりで

あります。

───── ※３．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     13,036千円 受取手形     10,748千円

※４．当社は運転資金の効率的な調達を行うた

めに取引銀行７行と貸出コミット契約を締

結しております。

　これら契約に基づく当第３四半期会計期

間末の借入未実行残高は次のとおりであり

ます。

※４．当社は運転資金の効率的な調達を行うた

めに取引銀行４行と貸出コミット契約を締

結しております。

　これら契約に基づく当第３四半期会計期

間末の借入未実行残高は次のとおりであり

ます。

※４．当社は運転資金の効率的な調達を行うた

めに取引銀行11行と貸出コミット契約を締

結しております。

 　これら契約に基づく当事業年度末の借入

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
   1,800百万円

借入実行残高    1,800百万円

差引額     -百万円

貸出コミットメントの金

額
3,000百万円

借入実行残高 1,630百万円

差引額 1,370百万円

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、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、下記の条件

を充足することを確約しております。

＜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、下記の条件

を充足することを確約しております。

 ＜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、下記の条件

を充足することを確約しております。

(1）連結、単体ともに経常損益で損失計

上しない、もしくは２期連続で損失計

上しないこと。

(1）連結、単体ともに経常損益で損失計

上しない、もしくは２期連続で損失計

上しないこと。

 (1）連結、単体ともに経常損益で損失計上

しない、もしくは２期連続で損失計上

しないこと。

(2）連結、単体ともに平成16年12月末の

貸借対照表純資産の部の金額の75％以

上に維持すること。

(2）連結、単体ともに平成16年12月末の

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。

 (2）連結、単体ともに平成16年12月末の貸

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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④　四半期損益計算書関係

当第３四半期会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年９月30日）

前第３四半期会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

※１．営業外収益のうち主なもの ※１．営業外収益のうち主なもの ※１．営業外収益のうち主なもの

受取利息      1,149千円

保険解約金返戻金      8,671千円

為替差益      8,852千円

受取利息 6,317千円

為替差益 47,668千円

受取利息      6,896千円

貸倒引当金戻入      2,644千円

受取開発費負担金    500,000千円

※２．営業外費用のうち主なもの ※２．営業外費用のうち主なもの ※２．営業外費用のうち主なもの

支払利息     61,552千円

社債利息      1,517千円

シンジケートローン手数

料
     6,700千円

支払利息 32,787千円

社債利息 1,794千円

債権譲渡損 15,206千円

シンジケートローン手数

料
57,300千円

支払利息     45,290千円

社債利息      2,336千円

シンジケートローン手数

料
    62,200千円

債権譲渡損     15,206千円

  ※３．特別利益のうち主なもの

 固定資産売却益

工具器具及び備品 22,949千円

その他     7,474千円

計  30,424千円

  ※３．特別利益のうち主なもの

  固定資産売却益

工具器具及び備品 348千円

その他 -千円

計 348千円

 ※３．特別利益のうち主なもの

  固定資産売却益

機械及び装置 3,075千円

工具器具及び備品 54,334千円

計 57,409千円

 ※４．特別損失のうち主なもの

　固定資産売却損

金型 4,569千円

その他     870千円

計  5,439千円

 ※４．　　　　　─────  ※４．特別損失のうち主なもの

　　固定資産売却損

機械及び装置 61,208千円

工具器具及び備品 564千円

計 61,772千円

５．減価償却実施額 ５．減価償却実施額 ５．減価償却実施額

有形固定資産 199,667千円

無形固定資産 267千円

有形固定資産 168,268千円

無形固定資産 2,634千円

有形固定資産 202,318千円

無形固定資産      3,122千円

⑤　リース取引関係

　該当事項はありません。

⑥　有価証券関係

　当第３四半期会計期間（自　平成18年１月１日　至　平成18年９月30日）、前第３四半期会計期間（自　平成17

年１月１日　至　平成17年９月30日）及び前事業年度（自　平成17年１月１日　至　平成17年12月31日）における

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。
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⑦　１株当たり情報

当第３四半期会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年９月30日）

前第３四半期会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年９月30日）

前事業年度
（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

      89,948円91銭

１株当たり純資産額

83,442円73銭

１株当たり純資産額

       85,633円31銭

１株当たり第３四半期純利益金額

     1,447円78銭

１株当たり第３四半期純損失金額

4,773円09銭

１株当たり当期純損失金額

      2,582円51銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり第

３四半期純利益金額は、１株当たり第

３四半期純損失金額が計上されている

ため記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり第

３四半期純利益金額は、１株当たり第

３四半期純損失金額が計上されている

ため記載しておりません。

 　なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額は、１株当たり当期純損失

金額が計上され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

事業年度1株当たり純資産額は、89,882

円49銭、前事業年度1株当たり純利益金

額は、21,727円36銭、前事業年度潜在

株式調整後1株当たり純利益金額は、

21,611円36銭であります。 

　（注）　１株当たり第３四半期（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。

当第３四半期会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年９月30日）

前第３四半期会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

１株当たり第３四半期（当期）

純利益金額

第３四半期（当期）純利益（千

円）
77,099 △254,167 △137,519

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）（千円）
－ － －

普通株式に係る第３四半期（当

期）純利益

（千円）

77,099 △254,167 △137,519

期中平均株式数（株） 53,253 53,250 53,250

希薄化効果を有しないため、潜

在株式調整後１株当たり第３四

半期（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３種類

 　3,864個

新株予約権１種類

 89個

新株予約権２種類

 3,800個
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⑧　重要な後発事象

当第３四半期会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年９月30日）

前第３四半期会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

───── （第三者割当による新株予約権及び行

使特約条件付き買取契約の締結）

　平成17年10月20日開催の取締役会に

おいて、ゴールドマン・サックス証券

会社東京支店を割当先とする第３回新

株予約権の発行及び証券取引所による

届出の効力発生後に、ゴールドマン・

サックス証券会社東京支店との間で、

新株予約権の行使特約条件付き買取契

約を締結することを決議いたしました。

①　新株予約権の目的である株式の

種類及び数

普通株式　　3,700株

②　新株予約権の総数　　3,700個

③　新株予約権の発行価額

１個当たり　　682円

④　申込期日

平成17年11月14日

⑤　払込期日

平成17年11月14日

⑥　募集方法

　第三者割当ての方法により、す

べての新株予約権をゴールドマ

ン・サックス証券会社東京支店に

割当てる。

⑦　行使価格の修正

　平成17年11月15日以降、新株予

約権の各行使請求の効力発生日

（以下「修正日」という。）の前

日まで（当日を含む。）の３連続

取引日（ただし、取引日は株式会

社東京証券取引所（以下「東京証

券取引所」という。）における当

社普通株式の普通取引に係る売買

高加重平均価格（以下「VWAP」と

いう。）が算出されない日を含ま

ない。）の東京証券取引所におけ

る当社普通株式の普通取引のVWAP

の平均値の92％に相当する金額の

１円未満の端数を切上げた金額

（以下「修正日価額」という。）

が、当該修正日の直前に有効な行

使価額を１円以上上回る場合また

は下回る場合には、行使価額は、

当該修正日以降、当該修正日価額

に修正される。

─────
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当第３四半期会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年９月30日）

前第３四半期会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

⑧　新株予約権の行使請求期間

　平成17年11月15日から平成19年

11月15日（第13項各号に従って本

新株予約権の全部または一部が消

却される場合には、消却される本

新株予約権については、消却のた

めの通知がなされた日）までとす

る。

⑨　新株予約権発行の理由及び資金

使途等

　新株予約権発行の理由は更なる

成長を実現し、株主の皆様に利益

を還元していくために、更なる企

業価値の拡大を期するものであり、

本新株予約権の付与は将来の事業

拡大に必要な資金需要に備えるた

め、機動的な資金調達を可能とす

る手段となるものであり、また、

健全な財務体質を維持するための

ものであります。また、調達資金

の使途は、運転資金及び今後の事

業展開上必要な投資の為の資金と

して充当する予定であります。

⑩　新株予約権が行使された場合の

発行済株式総数

56,950株
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