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１．18年12月期の業績（平成18年１月１日～平成18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 ％

18年12月期 34,423 (49.3) △3,157 (－) △3,595 (－)

17年12月期 23,062 (△37.3) △11,513 (－) △12,150 (－)

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

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
経常利益率

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年12月期 △2,910 (－) △2,941 22 － － △6.2 △4.4 △10.4

17年12月期 △12,553 (－) △12,685 54 － － △22.8 △11.8 △52.7

（注）１．持分法投資損益 18年12月期 －百万円 17年12月期 －百万円

２．期中平均株式数 18年12月期 989,544株 17年12月期 989,545株

３．会計処理の方法の変更 無

４．売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

(2）財政状態  

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12月期 76,762 45,842 59.7 46,326 78

17年12月期 87,233 48,743 55.9 49,257 59

（注）１．期末発行済株式数 18年12月期 989,544株 17年12月期 989,545株

２．期末自己株式数 18年12月期 －株 17年12月期 －株

(3）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

18年12月期 1,763 △14,142 703 17,419

17年12月期 116 4,386 △18,163 29,076

２．19年12月期の業績予想（平成19年１月１日～平成19年12月31日）

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

中間期 14,165 △2,174 △1,938

通期 34,424 △766 △533

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　　△538円 45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。

３．配当状況

 ・現金配当 １株当たり配当金（円） 配当金総額
(百万円)

配当性向
（％）

純資産配当
率（％）第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 その他 年間

17年12月期 － － － － － － － － －

18年12月期 － － － － － － － － －

19年12月期（予想） － － － － － －    
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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。

・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。

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、企業体質の強化および積極的な事業展開を可能とす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。

 

(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。

(5）中長期的な経営戦略

　当社は、受託製造に特化した専業ファウンドリーであるため、自社製品を持つ半導体メーカーと異なり、全てのファ

ブレスやＩＤＭ等の顧客に対して、高度なサービスとキャパシティーを提供することが出来ます。

　また、国内外の顧客との強いパートナーシップを築き、顧客のニーズに応じた供給力向上を進めております。

　今後は、市場基盤と顧客ベースの更なる拡大、ＡＳＰ（平均販売単価）の向上、親会社のユナイテッド・マイクロ

エレクトロニクス・コーポレーションへのアウトソーシング事業の強化、オペレーションコストの継続的削減を行い、

顧客満足度の向上、収益改善に努めてまいります。
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(6）対処すべき課題

　以下の４点を課題として認識し、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 Manufacture　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していきます。

(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、経営管理に関する実務的な検討・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。

③　リスク管理体制の整備の状況

　前期に引き続き、大地震・火災への対策に注力致しました。

　また、情報セキュリティマネジメントの強化にも継続的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、2006年12月末現在１名で構成されております、年間監査計画に基づいて、適

切な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ＵＭＣ

とともに行っております。

　監査役会は、４名（うち社外監査役３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齋藤博道氏、室橋陽二氏の２名で、いずれも新日本監査法

人に所属しています。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

区分

取締役 監査役 計

支給人員
（名）

支給額
（百万円）

支給人員
（名）

支給額
（百万円）

支給人員
（名）

支給額
（百万円）

摘要

定款又は株主総会決議に基づく報酬 5 32 3 10 8 42 （注）１.

株主総会決議に基づく退職慰労金 － － － － － －  

計 － 32 － 10 － 42  

　（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43百万円支給しております。

３．平成18年12月31日現在、取締役は９名、監査役は４名であり、うち取締役６名及び監査役２名は無報酬であ

ります。なお、期末現在の人数と支給人員の相違は、以下のとおりであります。

取締役　支給人員のうち１名は当期中に退任し、１名は当期中に無報酬となりました。

監査役　支給人員のうち１名は当期中に退任しました。

・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 19百万円

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
19百万円

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
19百万円

　（注）　上記金額は会社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、胡國強氏、黄清苑氏、陳文洋氏、及び、社外監査役の内、李亞菁氏、劉啓東氏は、当社の

親会社ＵＭＣの役職員を兼務しており、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（2006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。

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、2006年12月末現在９名の取締役（うち社外取締役３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。2006年において取締役会は、７回開催いたしました。

　監査役会は、2006年中に４回開催いたしました。
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　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。

 

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 

(8）親会社等に関する事項

ａ．親会社の商号等

 （2006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 50.09％

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）

 

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

　2006年12月末現在、当社株式の50.09％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７名及び監査役の内２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。

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、Ｕ

ＭＣ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。

(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。
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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

に沿って企業倫理、個人情報保護や情報セキュリティーに関する従業員向け教育を実施致しました。

　また、外部委託契約、生産管理、個人情報保護関係など、広範囲を対象とした内部監査を実施し、内部統制の充

実に寄与しております。

　さらに、ＵＭＣがニューヨーク証券取引所に上場している関係から、米ＳＯＸ法に基づいた対応および監査を実

施しております。

３．経営成績及び財政状態
(1）経営成績

　当期（2006年1月1日～2006年12月31日）の我が国経済は、景気回復局面を迎え、企業収益の拡大や設備投資の増大、

個人消費の回復など、比較的好調に推移致しました。しかしながらその一方では原油価格の高騰、金利上昇などの懸

念材料も目立ち、業種や地域、企業規模によって景況感に格差が生じました。

　半導体市場は、主要な需要先である家電など民生機器の価格競争激化の影響を受けた厳しい受注競争により、価格

下落の状況が続いておりますが、パソコンや携帯電話関連の半導体には積極的な設備投資が行われるなど、市場の拡

大がみられ、全体的には回復基調にあります。

　当社におきましても、液晶ディスプレイ向け製品、携帯音楽プレーヤーやゲーム機器向けロジック製品は比較的堅

調で、当社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（ＵＭＣ）へのアウトソーシング事

業も拡大したことから、売上高は順調に回復し、34,423百万円と、前期比49％増となりました。

　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。その結果、業績も回復基調にあり、営業損失は3,157百万円（前期は11,513百万円）、経常損失は

3,595百万円（同12,150百万円）、当期純損失は2,910百万円（同12,553百万円）となりました。

　特に、下半期は当期純利益が46百万円で、黒字となりました。

　

　

　

(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、自社発行社債の買戻し及び設備投資等により、当

期末には17,419百万円（前年同期比11,657百万円減）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、1,763百万円（同1,647百万円増）となりました。これは主に税引

前当期純損失が2,905百万円（前年同期12,548百万円）、売上債権の増加が1,133百万円（前年同期は減少398百万

円）となったものの、減価償却費が6,001百万円（前年同期12,596百万円）、仕入債務の増加が926百万円（同229百

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使用した資金は14,142百万円（前年同期は得られた資金4,386百万円）となりました。

これは主に、固定資産の取得による支出が7,198百万円（同2,540百万円）、投資有価証券の購入による支出が6,674

百万円（前年同期9,580百万円）、定期預金の預入による支出が3,500百万円（前年同期は預入無し）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得られた資金は703百万円（前年同期は使用した資金18,163百万円）となりました。

これは、短期借入金の増加703百万円（前年同期は減少3,163百万円）があったこと等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 2006年12月期 

自己資本比率（％） 52.6 51.9 55.9 59.7

時価ベースの自己資本比率（％） 91.0 42.7 39.7 33.2

債務償還年数（年） 1.6 1.0 3.6 0.6

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 40.7 72.8 0.8 29.5

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３社への売上が約５６％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　ＵＭＣへのアウトソーシングをしておりますが、当社が所有する工場は館山の１ヶ所のみであり、何らかの理

由で操業が停止した場合、生産能力が著しく低下する可能性があります。

(4）次期の見通し

　上半期の市場は、メーカーの在庫調整等の影響により落ち込むことが見込まれ、当社の売上高についても厳しいも

のとなることが予想されます。

　一方、損益については、コストダウンが進んでおり、更なる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 34,424百万円（前年度比　0.0％増）

営業利益 △631百万円（前年度比　2,526百万円増）

経常利益 △766百万円（前年度比　2,829百万円増）

当期純利益 △533百万円（前年度比　2,377百万円増）
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４．個別財務諸表等
(1）貸借対照表

  
第23期

（平成17年12月31日）
第24期

（平成18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  31,076   20,919  

 　売掛金   8,213   9,346  

  　有価証券   －   500  

 　製品   394   259  

 　原材料   2   131  

 　仕掛品   1,469   1,479  

 　貯蔵品   741   859  

 　前払費用   862   218  

 　その他   292   222  

（流動資産合計）   43,049 49.3  33,933 44.2

Ⅱ　固定資産        

(1）有形固定資産        

 　建物  20,166   20,032   

 減価償却累計額  8,315 11,850  8,827 11,205  

 　構築物  3,954   3,955   

 減価償却累計額  2,592 1,362  2,705 1,250  

 　機械及び装置  73,422   78,646   

 減価償却累計額  57,513 15,908  61,432 17,214  

 　車両運搬具  4   4   

 減価償却累計額  3 2  3 1  

 　工具器具及び備品  1,727   1,774   

 減価償却累計額  1,253 474  1,414 360  

 　土地   2,738   2,743  

 　建設仮勘定   60   61  

（有形固定資産合計）   32,395 37.1  32,834 42.8

(2）無形固定資産        

 　借地権   539   539  

 　ソフトウェア   76   46  

 　その他   59   50  

（無形固定資産合計）   673 0.8  635 0.8

(3）投資その他の資産        

 　投資有価証券   10,750   9,044  

 　長期前払費用   36   －  

 　その他   342   316  

 　貸倒引当金   △12   △0  

（投資その他の資産合計）   11,116 12.8  9,360 12.2

（固定資産合計）   44,184 50.7  42,829 55.8

資産合計   87,233 100.0  76,762 100.0
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第23期

（平成17年12月31日）
第24期

（平成18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        

 　買掛金 ※３  3,488   4,414  

 　短期借入金 ※１  413   1,131  

 　未払金   2,308   1,487  

 　未払費用   570   473  

 　未払法人税等   94   51  

一年以内に償還予定の転換
社債

  －   5,373  

 　預り金   374   105  

 　賞与引当金   146   135  

 　修繕引当金   －   230  

 　その他   43   53  

（流動負債合計）   7,434 8.5  13,452 17.5

Ⅱ　固定負債        

 　社債   21,500   17,340  

 　転換社債   9,350   －  

 　繰延税金負債   6   13  

 　退職給付引当金   36   86  

 　役員退職慰労引当金   18   29  

 　修繕引当金   108   －  

 　社債発行差金   38   －  

（固定負債合計）   31,056 35.6  17,468 22.8

負債合計   38,491 44.1  30,920 40.3

        

（資本の部）        

Ⅰ　資本金 ※２  27,140 31.1  － －

Ⅱ　資本剰余金        

資本準備金  20,218   －   

資本剰余金合計   20,218 23.2  － －

Ⅲ　利益剰余金        

利益準備金  57   －   

当期未処分利益  1,318   －   

利益剰余金合計   1,375 1.6  － －

Ⅳ　その他有価証券評価差額金   9 0.0  － －

資本合計   48,743 55.9  － －

負債及び資本合計   87,233 100.0  － －
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第23期

（平成17年12月31日）
第24期

（平成18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
（％）

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

資本金   － －  27,140 35.4

資本剰余金        

資本準備金  －   20,218   

資本剰余金合計   － －  20,218 26.3

利益剰余金        

利益準備金  －   57   

その他利益剰余金        

繰越利益剰余金  －   △1,592   

利益剰余金合計   － －  △1,535 △2.0

株主資本合計   － －  45,823 59.7

Ⅱ　評価・換算差額等        

その他有価証券評価差額金   － －  19 0.0

評価・換算差額等合計   － －  19 0.0

純資産合計   － －  45,842 59.7

負債・純資産合計   － －  76,762 100
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(2）損益計算書

  
第23期

（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

第24期
（自　平成18年１月１日
至　平成18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  19,034   23,947   

　　 商品売上高  3,883   10,448   

　　 その他  145 23,062 100.0 28 34,423 100.0

Ⅱ　　売上原価        

(1)製品売上原価        

　　 製品期首たな卸高  294   394   

　　 当期製品製造原価  29,719   26,083   

 合計  30,013   26,477   

　　 他勘定振替高 ※１ 278   351   

　　 製品期末たな卸高  394   259   

差引製品売上原価  29,342   25,867   

(2)商品売上原価        

　　 当期商品仕入高 ※２ 3,679   9,838   

商品売上原価  3,679 33,021 143.2 9,838 35,705 103.7

売上総損失
 

  9,958 △43.2  1,282 △3.7

Ⅲ　　販売費及び一般管理費        

　　 販売手数料  －   98   

　　 給料手当  436   534   

　　 賞与  85   122   

　　 役員退職慰労引当金
　　 繰入額  

9
  

11
  

　　 事業税  89   91   

　　 減価償却費  16   31   

　　 研究開発費 ※３ 420   335   

 業務委託費  －   186   

　　 その他  500 1,555 6.7 467 1,875 5.4

営業損失
 

  11,513 △49.9  3,157 △9.2

Ⅳ　　営業外収益        

　　 受取利息  23   54   

　　 有価証券利息  29   13   

　　 為替差益  42   21   

　　 デザインサポート料 ※４ 101   115   

　　 社債発行差金償却  33   －   

　　 その他  34 261 1.1 43 246 0.7

Ⅴ　　営業外費用        

　　 支払利息  137   61   

　　 たな卸資産除却損  150   295   

　　 たな卸資産評価損  590   324   

　　 その他  19 897 3.9 4 684 2.0

経常損失   12,150 △52.7  3,595 △10.4
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第23期

（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

第24期
（自　平成18年１月１日
至　平成18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 ※５ 70   710   

 社債償還益  －   251   

　　 過年度未払賞与戻入額  20   －   

 役員退職慰労引当金
 取崩益  

17   －   

　　 その他  12 118 0.5 － 961 2.8

Ⅶ　　特別損失        

　　 固定資産売却損 ※６ 8   0   

　　 固定資産除却損 ※７ 455   259   

　　 補償金  52   －   

　　 その他  0 516 2.2 12 271 0.8

　税引前当期純損失   12,548 △54.4  2,905 △8.4

　法人税、住民税及び
　事業税

 5   5   

　法人税等調整額  － 5 0.0 － 5 0.0

当期純損失   12,553 △54.4  2,910 △8.5

前期繰越利益   16,878   －  

自己株式消却額   3,006   －  

当期未処分利益   1,318   －  

        

－ 12 －



製造原価明細書

  
第23期

（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

第24期
（自　平成18年１月１日
至　平成18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
（％）

１　材料費        

期首材料たな卸高  798   743   

当期材料仕入高  7,012   7,978   

他勘定への振替高 ※１ 0   2   

期末材料たな卸高  743   990   

差引：当期材料費   7,067 23.1  7,729 29.0

２　外注加工費  20   1   

当期外注加工費   20 0.1  1 0.0

３　労務費  4,468   4,637   

当期労務費   4,468 14.6  4,637 17.4

４　経費 ※２ 19,076   14,328   

当期経費   19,076 62.2  14,328 53.6

当期総製造費用   30,631 100.0  26,695 100.0

期首仕掛品たな卸高   1,443   1,469  

他勘定への振替高 ※３  885   602  

期末仕掛品たな卸高   1,469   1,479  

差引：当期製品製造原価   29,719   26,083  

　（注）

第23期
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

第24期
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

※１．他勘定への振替高の内容は次のとおりでありま

す。

※１．他勘定への振替高の内容は次のとおりでありま

す。

営業外費用(たな卸資産評価

損)へ振替
0百万円

営業外費用(たな卸資産評価

損)へ振替
2百万円

※２．経費の主な内容は次のとおりであります。 ※２．経費の主な内容は次のとおりであります。

有形固定資産減価償却費 12,538百万円

修繕費 2,004百万円

電力料 1,621百万円

有形固定資産減価償却費 5,936百万円

修繕費 1,518百万円

生産設備賃借料 2,908百万円

電力料 1,683百万円

※３．他勘定への振替高の内容は次のとおりでありま

す。

※３．他勘定への振替高の内容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
420百万円

営業外費用(たな卸資産評価

損)へ振替
465百万円

販売費及び一般管理費(研究開

発費)へ振替
335百万円

営業外費用(たな卸資産評価

損)へ振替
173百万円

 営業外費用(たな卸資産除却

損)へ振替
94百万円
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第23期
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

第24期
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

４．原価計算の方法

標準原価による製品別総合原価計算制度を採用し

ております。

４．原価計算の方法

標準原価による製品別総合原価計算制度を採用し

ております。

（追加情報）

従来、全部実際原価計算方式による単純総合原価

計算制度を採用しておりましたが、当期より標準

原価による製品別総合原価計算制度を採用してお

ります。なおこの変更による損益への影響は軽微

であります。
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(3）株主資本等変動計算書

第24期（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
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
（百万円）

27,140 20,218 20,218 57 1,318 1,375 － 48,734

事業年度中の変動額         

当期純損失   －  △2,910 △2,910  △2,910

自己株式の取得   －   － △0 △0

自己株式の消却   －  △0 △0 0 －

株主資本以外の項目の事業年度中
の変動額（純額）

  －   －  －

事業年度中の変動額合計
（百万円）

－ － － － △2,910 △2,910 － △2,910

平成18年12月31日　残高
（百万円）

27,140 20,218 20,218 57 △1,592 △1,535 － 45,823

 

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算差額
等合計

平成17年12月31日　残高
（百万円）

9 9 48,743

事業年度中の変動額    

当期純損失  － △2,910

自己株式の取得  － 0

自己株式の消却  － －

株主資本以外の項目の事業年度中
の変動額（純額）

10 10 10

事業年度中の変動額合計
（百万円）

10 10 △2,900

平成18年12月31日　残高
（百万円）

19 19 45,842
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(4）キャッシュ・フロー計算書

  
第23期

（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

第24期
（自　平成18年１月１日
至　平成18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  △12,548 △2,905

減価償却費  12,596 6,001

長期前払費用償却額  3 28

繰延資産償却額  △33 －

引当金の増加額（△減少額）  △201 171

社債償還益  － △251

受取利息及び受取配当金  △23 △67

支払利息  137 61

為替差損（△差益）  38 △4

たな卸資産除却損  150 295

たな卸資産評価損  590 324

固定資産売却益  △70 △710

固定資産除売却損  463 259

売上債権の減少額（△増加額）  398 △1,133

たな卸資産の増加額  △812 △742

仕入債務の増加額  229 926

未払金及び未払費用の増加額（△減少額）  48 △886

その他  △745 557

小計  223 1,924

利息及び配当金の受取額  48 37

利息の支払額  △150 △60

法人税等の支払額  △5 △138

営業活動によるキャッシュ・フロー  116 1,763

    

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  － △3,500

定期預金の解約による収入  2,393 2,000

固定資産の取得による支出  △2,540 △7,198

固定資産の売却による収入  10,514 1,230

投資有価証券の取得による支出  △9,580 △6,674

投資有価証券の償還による収入  3,600 －

その他  △1 △0

投資活動によるキャッシュ・フロー  4,386 △14,142
    

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  △3,163 703

長期借入金の返済による支出  △15,000 －

自己株式の取得による支出  － △0

財務活動によるキャッシュ・フロー  △18,163 703

    

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  △2 19

Ⅴ　現金及び現金同等物の減少額  △13,663 △11,657

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  42,739 29,076

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高  29,076 17,419
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(5）利益処分計算書

  
第23期

株主総会承認日
（平成18年３月27日）

区分
注記
番号

金額（百万円）

Ⅰ　当期未処分利益   1,318

Ⅱ　次期繰越利益   1,318
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重要な会計方針

項目
第23期

（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

第24期
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

その他有価証券

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）

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平均法により

算定）

 時価のないもの

移動平均法による原価法

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

４．固定資産の減価償却の方

法

有形固定資産…定額法

　なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。

有形固定資産

同左

 　建物　　　　8～50年

　機械及び装置　　5年

 

 

 無形固定資産…定額法

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。

無形固定資産

同左

５．繰延資産の処理方法 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。

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

　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。

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。

２）賞与引当金

同左

 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。

３）役員退職慰労引当金

同左
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項目
第23期

（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

第24期
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

 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。

４）退職給付引当金

同左

 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。

５）修繕引当金

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

　原則として繰延ヘッジ処理によって

おります。

１）ヘッジ会計の方法

同左

 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。

２）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 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。

３）ヘッジ方針

同左

 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。

４）ヘッジ有効性評価の方法

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

11．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

１）消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は、税抜方式を

採用しております。

１）消費税等の会計処理

同左
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会計処理方法の変更

第23期
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

第24期
（自　平成18年１月１日
至　平成18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。

──────

 

──────

 

固定資産の減損に係る会計基準

「固定資産の減損に係る会計基準」（「固定資産の減損

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）が平成17年４月１日以降開始する事

業年度から適用される事となった事に伴い、当期よりこ

れらを適用しております。

 これによる損益に与える影響はありません。

────── 貸借対照表の純資産の部に関する会計基準

「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）が

会社法施行日以降終了する事業年度に係る財務諸表から

適用される事となった事に伴い、当期よりこれらを適用

しております。

従来の方法によった場合の資本の部の合計に相当する金

額は45,842百万円であります。

なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度におけ

る貸借対照表の純資産の部については、改正後の財務諸表

等規則により、作成しております。
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追加情報

第23期
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

第24期
（自　平成18年１月１日
至　平成18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

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。

──────

表示方法の変更

第23期
（自　平成17年１月１日

至　平成17年12月31日）

第24期
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

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40百万円）は、当期において販売費及び一般管理費

の100分の５を上回ることとなったため、区分掲記するこ

ととしました。

 

──────

 

前期において販売費及び一般管理費の「その他」に含

めて表示していた「業務委託費」（前期における業務委

託費40百万円）は、当期において販売費及び一般管理費

の100分の５を上回ることとなったため、区分掲記するこ

ととしました。
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注記事項

（貸借対照表関係）

第23期
（平成17年12月31日）

第24期
（平成18年12月31日）

※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。

※１．　　　　　　　──────

定期預金 2,000百万円

担保付債務は次の通りであります。

短期借入金 236百万円

※２．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

※２．　　　　　　　──────

※３．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。

※３．関係会社項目

　関係会社に対する資産及び負債には次のものがあ

ります。

流動負債　買掛金 1,145百万円 流動負債　買掛金 1,404百万円

４．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９百万円

であります。

４．　　　　　　　──────

－ 22 －



（損益計算書関係）

第23期
（自　平成17年１月１日

至　平成17年12月31日）

第24期
（自　平成18年１月１日
至　平成18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。

販売費及び一般管理費（研究開発費）へ振替

2百万円

※１．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

 営業外費用（たな卸資産除却損）へ振替

 202百万円

営業外費用（たな卸資産除却損）へ振替

150百万円

営業外費用（たな卸資産評価損）へ振替

149百万円

営業外費用（たな卸資産評価損）へ振替

125百万円

※２．　　　　　　　──────

 

 

※２．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。

 関係会社からの商品仕入高

9,838百万円

※３．研究開発費の総額

　一般管理費に含まれる研究開発費

420百万円

※３．研究開発費の総額

　一般管理費に含まれる研究開発費

335百万円

※４．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。

※４．　　　　　　　　　　同左

※５．固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 ※５．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 70百万円 機械及び装置 705百万円

投資その他の資産

（その他）
5百万円

※６．固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。 ※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 投資その他の資産

（その他）
 0百万円

※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。

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

建物 29百万円

機械及び装置 228百万円

工具器具及び備品 2百万円

無形固定資産（その他） 0百万円
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（株主資本等変動計算書関係）

第24期（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31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

 
前事業年度末株式
数（株）

当事業年度増加株
式数（株）

当事業年度減少株
式数（株）

当事業年度末株式
数（株）

発行済株式     

普通株式 989,544.6 － 0.6 989,544

合計 989,544.6 － 0.6 989,544

自己株式     

普通株式 － 0.6 0.6 －

合計 － 0.6 0.6 －

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加0.6株は、端株の買取りによる増加であります。

 なお、当該株式は当会計期間中に消却しております。

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） 
当事業年度
末残高
（百万円）

前事業年度
末

当事業年度
増加

当事業年度
減少

当事業年度
末

提出会社 平成14年３月　転換社債

（注１）
普通株式 23,375 － 9,950 13,425 －

平成15年11月　転換社債型新

株予約権付社債（注２）
普通株式 114,666 － 22,186 92,480 －

 （注）１.平成15年11月転換社債の当事業年度減少は、転換社債の繰上償還によるものであります。

２.平成15年11月転換社債型新株予約権の当事業年度減少は、転換社債型新株予約権の繰上償還によるものであり

ます。

３.配当金に関する事項

 該当事項はありません。
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（キャッシュ・フロー計算書関係）

第23期
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

第24期
（自　平成18年１月１日
至　平成18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

１.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 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

現金及び預金勘定 20,919百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △3,500百万円

現金及び現金同等物 17,419百万円

────── ２.重要な非資金取引の内容

自己社債の償還による非資金取引  

投資有価証券の減少 3,951百万円

社債の償還益 209百万円 

社債の減少 4,160百万円 

自己転換社債の償還による非資金取引

投資有価証券の減少 3,946百万円 

社債の償還益 42百万円 

社債発行差金からの組替による増

加
△11百万円 

転換社債の減少 3,977百万円 
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①　リース取引

第23期
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

第24期
（自　平成18年１月１日
至　平成18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 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
（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 4 2

工具器具及び備
品

23 8 15

合計 29 12 17

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 9百万円

１年超 7百万円

合計 16百万円

１年内 5百万円

１年超 12百万円

合計 17百万円

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 10百万円

（減価償却費相当額）  

４．減価償却費相当額の算定方法

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。

４．減価償却費相当額の算定方法

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
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②　有価証券

有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

 
第23期

（平成17年12月31日）
第24期

（平成18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 7,024 7,066 42 6,323 6,396 73

小計 7,024 7,066 42 6,323 6,396 73

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 2,689 2,648 △41

小計 3,211 3,184 △28 2,689 2,648 △41

合計 10,235 10,250 15 9,012 9,044 32

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 
第23期

（平成17年12月31日）
第24期

（平成18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   

非上場債券 500 500

合計 500 500

３．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23期

（平成17年12月31日）
第24期

（平成18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 － 695 10,055 － 500 － 9,044 －
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③　デリバティブ取引

１．取引の状況に関する事項

第23期
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

第24期
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

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。

1. 取引の内容

同左

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。

2. 取引に対する取組方針

同左

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。

3. 取引の利用目的

同左

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。

①　ヘッジ会計の方法

同左

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。

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

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。

③　ヘッジ方針

同左

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。

④　ヘッジ有効性評価の方法

同左

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。

4. 取引に係るリスクの内容

同左

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。

5. 取引に係るリスク管理体制

同左

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。

6. 取引の時価等に関する事項についての補足説明

同左

－ 28 －



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。

 

第24期（平成18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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④　退職給付

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23期

（平成17年12月31日）
第24期

（平成18年12月31日）

(1)退職給付債務（百万円） 2,210 2,262

(2)年金資産（百万円） 1,903 2,214

(3)未積立退職給付債務（百万円） 307 48

(4)会計基準変更時差異の未処理額（百万円） 187 140

(5)未認識数理計算上の差異（百万円） 84 △178

(6)退職給付引当金（百万円） 36 86

３．退職給付費用に関する事項

 
第23期

（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

第24期
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

退職給付費用（百万円） 268 276

(1)勤務費用（百万円） 182 203

(2)利息費用（百万円） 36 44

(3)期待運用収益（百万円） △14 △38

(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）
17 20

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

 
第23期

（平成17年12月31日）
第24期

（平成18年12月31日）

(1)割引率（％） 2 2

(2)期待運用収益率（％） 1 2

(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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⑤　ストック・オプション等

第24期（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

 
平成14年

ストック・オプション
平成15年　その１

ストック・オプション
平成15年　その２

ストック・オプション

付与対象者の区分及び数
当社取締役、及び従業員　

739名

当社取締役、監査役及び従

業員　405名

当社取締役、監査役及び従

業員　475名

ストック・オプション数 普通株式　 10,932株 普通株式　12,412株 普通株式　8,128株

付与日 平成14年４月24日 平成15年３月28日 平成15年３月28日

権利確定条件

付与日（平成14年４月24

日）以降、確定日（平成16

年３月31日）まで継続して

勤務していること。

付与日（平成15年３月28

日）以降、確定日（平成15

年９月30日）まで継続して

勤務していること。

付与日（平成15年３月28

日）以降、確定日（平成16

年３月31日）まで継続して

勤務していること。

対象勤務期間

２年間

（自平成14年４月１日

　至平成16年３月31日）

６ヶ月間

（自平成15年４月１日

　至平成15年９月30日）

１年間

（自平成15年４月１日

　至平成16年３月31日）

権利行使期間 権利確定後８年以内。 権利確定後５年以内。 同左

 
平成15年　その３

ストック・オプション
平成15年 その４

ストック・オプション
平成15年　その５

ストック・オプション

付与対象者の区分及び数
当社取締役、監査役及び従

業員　634名

当社取締役、監査役及び従

業員　749名

当社取締役、監査役及び従

業員　86名

ストック・オプション数 普通株式　9,436株 普通株式　17,091株 普通株式　3,715株

付与日 平成15年３月28日 平成15年３月28日 平成15年10月６日

権利確定条件

付与日（平成15年３月28

日）以降、確定日（平成16

年９月30日）まで継続して

勤務していること。

付与日（平成15年３月28

日）以降、確定日（平成17

年３月31日）まで継続して

勤務していること。

付与日（平成15年10月６

日）以降、確定日（平成17

年９月30日）まで継続して

勤務していること。

対象勤務期間

１年６ヶ月間

（自平成15年４月１日

　至平成16年９月30日）

２年間

（自平成15年４月１日

　至平成17年３月31日）

２年間

（自平成15年10月１日

　至平成17年９月30日）

権利行使期間 権利確定後５年以内。 同左 同左

 
平成16年

ストック・オプション
平成17年　その１

ストック・オプション
平成17年　その２

ストック・オプション

付与対象者の区分及び数
当社取締役、監査役及び従

業員　764名

当社取締役、監査役、従業

員及び顧問　766名

当社取締役、監査役、従業

員及び顧問　766名

ストック・オプション数 普通株式　19,980株 普通株式　14,164株 普通株式　13,764株

付与日 平成16年３月26日 平成17年４月６日 平成17年４月６日

権利確定条件

付与日（平成16年３月26

日）以降、確定日（平成18

年３月31日）まで継続して

勤務していること。

付与日（平成17年４月６

日）以降、確定日（平成18

年３月31日）まで継続して

勤務していること。

付与日（平成17年４月６

日）以降、確定日（平成19

年３月31日）まで継続して

勤務していること。

対象勤務期間

２年間

（自平成16年４月１日

　至平成18年３月31日）

１年間

（自平成17年４月１日

　至平成18年３月31日）

２年間

（自平成17年４月１日

　至平成19年３月31日）
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平成16年

ストック・オプション
平成17年　その１

ストック・オプション
平成17年　その２

ストック・オプション

権利行使期間

権利確定後５年以内。ただ

し、権利確定後退職した場

合は、退職日より１ヶ月間

権利あり。

権利確定後５年以内。ただ

し、権利確定後自己都合退

職した場合は、退職日より

30日間権利あり。また、権

利確定後会社都合退職した

場合は、退職日より１年間

権利あり。

権利確定後５年以内。ただ

し、権利確定後自己都合退

職した場合は、退職日より

30日間権利あり。また、権

利確定後会社都合退職した

場合は、退職日より１年間

権利あり。

  

 
平成18年

ストック・オプション

付与対象者の区分及び数
当社取締役、監査役、従業

員及び顧問　750名

ストック・オプション数 普通株式　14,525株

付与日 平成18年４月４日

権利確定条件

付与日（平成18年４月４

日）以降、確定日（平成20

年３月31日）まで継続して

勤務していること。

対象勤務期間

２年間

（自平成18年４月１日

　至平成20年３月31日）

権利行使期間

権利確定後５年以内。ただ

し、権利確定後自己都合退

職した場合は、退職日より

30日間権利あり。また、権

利確定後会社都合退職した

場合は、退職日より１年間

権利あり。
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(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当事業年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、

株式数に換算して記載しております。

①　ストック・オプションの数

  
平成14年

ストック・オプション
平成15年　その１

ストック・オプション
平成15年　その２

ストック・オプション

権利確定前 （株）    

前事業年度末  － － －

付与  － － －

失効  － － －

権利確定  － － －

未確定残  － － －

権利確定後 （株）    

前事業年度末  588 8,806 6,501

権利確定  － － －

権利行使  － － －

失効  － － －

未行使残  588 8,806 6,501

  
平成15年　その３

ストック・オプション
平成15年　その４

ストック・オプション
平成15年　その５

ストック・オプション

権利確定前 （株）    

前事業年度末  － － －

付与  － － －

失効  － － －

権利確定  － － －

未確定残  － － －

権利確定後 （株）    

前事業年度末  7,767 13,629 510

権利確定  － － －

権利行使  － － －

失効  － － －

未行使残  7,767 13,629 510
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平成16年

ストック・オプション
平成17年　その１

ストック・オプション
平成17年　その２

ストック・オプション

権利確定前 （株）    

前事業年度末  1,097 13,195 12,827

付与  － － －

失効  － 278 1,137

権利確定  1,097 12,917 －

未確定残  － － 11,690

権利確定後 （株）    

前事業年度末  － － －

権利確定  1,097 12,917 －

権利行使  － － －

失効  10 681 －

未行使残  1,087 12,236 －

  
平成18年

ストック・オプション

権利確定前 （株）  

前事業年度末  －

付与  14,525

失効  1,269

権利確定  －

未確定残  13,256

権利確定後 （株）  

前事業年度末  －

権利確定  －

権利行使  －

失効  －

未行使残  －

②　単価情報

  
平成14年

ストック・オプション
平成15年　その１

ストック・オプション
平成15年　その２

ストック・オプション

権利行使価格 （円） 390,000 63,500 63,500

行使時平均株価 （円） － － －
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平成15年　その３

ストック・オプション
平成15年　その４

ストック・オプション
平成15年　その５

ストック・オプション

権利行使価格 （円） 63,500 63,500 140,000

行使時平均株価 （円） － － －

  
平成16年

ストック・オプション
平成17年　その１

ストック・オプション
平成17年　その２

ストック・オプション

権利行使価格 （円） 87,000 45,800 45,800

行使時平均株価 （円） － － －

  
平成18年

ストック・オプション

権利行使価格 （円） 37,300

行使時平均株価 （円） －

２．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

 該当事項はありません。

３．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

 該当事項はありません。

４．財務諸表への影響額

 該当事項はありません。
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⑥　税効果会計

第23期
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

第24期
（自　平成18年１月１日
至　平成18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 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

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 130

　賞与引当金否認 55

　その他 86

　繰延税金資産（流動）小計 271

　評価性引当金 △271

繰延税金資産（流動）合計 －

　繰延税金資産（固定）  

　繰越欠損金 7,201

　その他 186

　繰延税金資産（固定）小計 7,387

　評価性引当金 △7,387

　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 △13

　繰延税金負債（固定）合計 △13

繰延税金負債合計 △13

繰延税金負債の純額 △13

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

 平成18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 △0.1

法人住民税均等割額 △0.2

評価性引当金 △40.3

その他 －

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △0.2

⑦　持分法損益等

　該当事項はありません。
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⑧　関連当事者との取引

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

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

（％）

関係内容
取引の
内容

取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)役員の

兼任等
事業上
の関係

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

商品仕

入
3,679 買掛金 1,145

被債務

保証
8,941 － －

（注）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、平成18

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、議決権等の被所有割合は、間

接所有がなくなり49.0％となりましたが、実質的には当社の親会社であります。

　(2)役員及び個人株主等

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

（％）

関係内容
取引の
内容

取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)役員の

兼任等
事業上
の関係

役員 温　清章 － －
当社代表取

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、当社社宅管理規程により決定しております。

第24期（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

　(1)親会社及び法人主要株主等

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

（％）

関係内容
取引の
内容

取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)役員の

兼任等
事業上
の関係

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$

191,323

半導体製品

の前工程の

受託生産

（被所有）

50.1

 

兼任

2人

生産移管

顧客紹介

商品仕

入
9,838 買掛金 1,404

 

　(2)役員及び個人株主等

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

（％）

関係内容
取引の
内容

取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)役員の

兼任等
事業上
の関係

役員 温　清章 － －
当社代表取

締役
－ － －

社宅賃

貸取引
1 － －

（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、当社社宅管理規程により決定しております。
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（１株当たり情報）

第23期
（自　平成17年１月１日

至　平成17年12月31日）

第24期
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

１株当たり純資産額 49,257円59銭

１株当たり当期純損失金額 12,685円54銭

１株当たり純資産額 46,326円78銭

１株当たり当期純損失金額 2,941円22銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、

新株予約権付社債等潜在株式が存在しておりますが、

１株当たり当期純損失が計上されているため記載して

おりません。

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、

新株予約権付社債等潜在株式が存在しておりますが、

１株当たり当期純損失が計上されているため記載して

おりません。

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

ます。

 
第23期

(自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日)

第24期
(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

１株当たり当期純損失金額   

当期純損失（百万円） 12,553 2,910

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る当期純損失（百万円） 12,553 2,910

期中平均株式数（千株） 990 990

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

当期純利益調整額（百万円） － －

普通株式増加数（千株） － －

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

新株予約権付社債１銘柄（新株予約

権の数114,666個）、転換社債

１銘柄（額面総額9,350百万円）、

新株予約権４種類（新株予約権の数

82,411個）、新株引受権　４種類

（目的たる株式の数４千株）。

新株予約権付社債１銘柄（新株予約

権の数92,480個）、転換社債

１銘柄（額面総額5,370百万円）、

新株予約権５種類（新株予約権の数

78,857個）、新株引受権２種類（目

的たる株式の数1,744株）。
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（重要な後発事象）

第23期
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

第24期
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

ストックオプション制度

　平成18年３月27日開催の第23回定時株主総会において、

下記のとおり商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に

基づき、当社の取締役、監査役、従業員及び顧問に対し、

ストックオプションとして新株予約権を発行することを

決議いたしました。

──────

 

(1)新株予約権の割当を受ける者

　当社の取締役、監査役、従業員及び顧問であって、

当社の取締役会が定めた者。

(2)新株予約権の目的たる株式の種類及び数

　当社普通株式14,843株を上限とする。

(3)発行する新株予約権の総数

　14,843個を上限とする。（新株予約権１個につき

当社普通株式１株。）

(4)新株予約権の発行価額

　無償とする。

(5)新株予約権行使時に払込みをすべき金額

　１株当たりの払込金額（新株予約権発行の日の

ジャスダック証券取引所における当社普通株式の終

値（取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の

終値））に上記（3）に定める新株予約権１個の株

式数を乗じた金額とする。

(6)新株予約権の権利行使期間

　平成20年４月１日から平成25年３月31日
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５．生産、受注及び販売の状況
(1）生産実績

①当事業年度の生産実績は、次のとおりであります。  

品目
第24期

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

前年同期比（％） 

ロジック製品（百万円） 22,594 ＋21.5 

メモリー製品（百万円） 1,900 ＋113.7 

合計（百万円） 24,494 ＋25.7 

 　（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当事業年度の仕入実績は、次のとおりであります。  

品目
第24期

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

前年同期比（％） 

ロジック商品（百万円） 9,838 ＋167.4 

合計（百万円） 9,838 ＋167.4

　（注）　金額は、仕入価格（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 23,593 ＋21.4 4,161 △2.4

メモリー製品 1,443 ＋56.6 409 ＋312.7

仕入商品 11,124 ＋118.9 1,421 ＋20.9

合計 36,160 ＋42.2 5,991 ＋8.2

　（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。

(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24期

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

前年同期比（％）

ロジック製品（百万円） 22,828 ＋26.8

メモリー製品（百万円） 1,119 ＋8.5

仕入商品（百万円） 10,448 ＋169.1

その他売上高（百万円） 28 △80.3

合計（百万円） 34,423 ＋49.3
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　（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。

輸出先
第23期 第24期

金額（百万円） 割合（％） 金額（百万円） 割合（％）

東南アジア 2,782 92.4 5,034 89.1

ヨーロッパ 197 6.6 154 2.7

アメリカ 31 1.1 464 8.2

計
3,011

(13.1％)
100.0

5,652

(16.4％)
100.0

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。

相手先
第23期 第24期

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 8,444 24.5

株式会社日立ディスプレイズ 2,470 10.7 5,918 17.2

シャープ株式会社 4,326 18.8 4,923 14.3

沖電気工業株式会社 2,661 11.5 － －

計 14,239 62.1 19,285 56.0

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
記載が可能になり次第「決算発表資料の追加（役員の異動）」として開示いたします。

なお、追加開示の時期は平成19年３月１日を予定しております。
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