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

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

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年12月期 6,539  336  441  

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

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 △191  △3,569 17 － － △5.0 4.3 8.3

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

（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（連結） 18年12月期       53,538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、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率であります。

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

総資産 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 12,456 3,884 31.0 70,588 15

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12月期       54,639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12月期 △646 △1,372 733 360

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 3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） 1社 （除外） －社 持分法（新規） －社 （除外） －社

２．平成19年12月期の連結業績予想（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 3,000 0 0

通　期 8,000 800 400

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　　 7,320円　78銭

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

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

種モータ応用電子部品の開発、製造及び販売を主な事業としております。

　連結子会社、非連結子会社は、次のとおりであります。

区分 会社名 事業内容

当社 株式会社シコー技研 モータ応用電子部品の開発、販売

連結子会社
上海思考電子有限公司 モータ応用電子部品の製造、販売

思考電機（上海）有限公司 モータ応用電子部品の製造

思考技研（香港）有限公司 モータ応用電子部品の販売

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

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

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

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

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

ち、自己実現の場としての職場作りを目指してまいります。

(2）会社の利益配分に関する基本方針

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

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

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

従業員には、必要数のストックオプションを実施してまいります。

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

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

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

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

の成果の配分が出来るように努力してまいります。

(3）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

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

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

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

行うことにより対応をしていく方針であります。

　

(4）目標とする経営指標

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

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

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

としております。

(5）中長期的な会社の経営戦略

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

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

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

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

す。

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

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

市場以外での用途向け売上高を拡大させるべく営業努力をしてまいります。

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

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

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

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

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

うに、当社グループの中長期的な経営課題・経営目標を定めました。

　①　携帯電話市場における当社グループの挑戦

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

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

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

化による売上及び収益の減少という厳しい局面となってきております。

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

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

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

す。

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

体制の強化を行ってまいります。

　② 携帯電話市場に影響を受けない体質作り

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

帯電話市場以外の市場開拓による販売代価の増加を行ってまいります。

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

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

の強化を図ってまいります。 

　③ 販売単価の下落の影響を受けない体質作り

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

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

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

(7）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況

①　基本的な考え方

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

を行うこととしております。

　具体的には、

ａ　取締役会

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

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

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

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

　なお、社外取締役と当社の関係は以下のとおりであります。

氏名 持株数（持株比率） 取引関係等

野田　幹雄 300株（0.5％） 該当事項ございません。

ｂ　監査役会

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

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

業統治の役割を担うこととしております。

　なお、社外監査役と当社の関係は以下のとおりであります。

氏名 持株数（持株比率） 取引関係等

長谷川　廣史 ６株（0.0％） 該当事項はございません。
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ｃ　内部監査

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

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

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

て行っております。

ｄ　執行役員制度

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

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

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

②　最近の施策の実施状況

ａ　内部監査制度

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

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

により、社内の少人数では出来なかった内部監査についての強化を行いました。

(8）関連当事者との関係に関する基本方針

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

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

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

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

で決定しております。

(9）その他、会社の経営上の重要な事項

　該当事項はありません。
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３．経営成績及び財政状態
(1）経営成績

当連結会計期間の概況（自平成18年１月１日　至平成18年12月31日）

　当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益の改善により民間設備投資が増加し、雇用情勢の改善や株価の上

昇等により個人消費の増加が見られましたものの、原油高を背景に石油関連製品などの原材料の輸入の増加を下回り、

全般的には緩やかな回復基調で推移いたしました。また、海外においては、米国経済は、住宅投資が減少傾向にある

ものの、個人消費、設備投資がいずれも好調に推移し、在庫も減少するなど内需が旺盛となり、底堅い成長となりま

した。欧州経済は、景気拡張的な経済政策、金融市場の安定、企業収益の回復による高い設備稼働率を背景に、設備

投資が好調となり、また、個人消費も雇用環境の改善に牽引され、緩やかな成長局面へと転換してまいりました。

BRICs地域におきましては、中国では、引き続き内外需ともに高い伸びが続いており、一時減速感はありましたものの、

過去最高の貿易黒字に達するなど、投資主導の成長が続いてきております。ブラジルでは、レアル高により外需はマ

イナスとなっているものの、インフレ率の低下や最低賃金の引き上げによる実質賃金の上昇と個人信用力の拡大によ

り、耐久消費材の販売増加による個人消費主導の緩やかな成長となっております。韓国では、北朝鮮情勢を受けて、

個人消費が減速し、夏場の集中豪雨や自動車業界を初めとするストライキによる生産抑制があり、緩やかな景気減速

局面となってきております。

　このような世界経済の影響を受け、携帯電話の世界市場は、引き続き拡大局面となっております。携帯電話の販売

台数の大半は、BRICs地域での低価格商品の急拡大であり、また、欧米等では、世界経済の好況を受け、緩やかな買換

需要による拡大となっていますが、一方では、価格競争の激化により販売単価及び収益を圧迫し、原材料の高騰によ

る収益圧迫の影響がでてきております。その他の電子部品の世界市場は、世界経済の好況を受け、減速局面を脱し、

緩やかな拡大局面へと変化してきております。

　このような情勢の下、当社グループは、前連結会計年度に開発した新製品の市場への投入を活発に行い、また、上

海工場の生産能力増強及び生産効率向上に取組むとともに品質向上のための組織作り、製造原価の更なる低減、品質

の向上及び技術漏洩の防止のため部品の内製化に特段の取組みを行い積極的な設備投資を行いました。

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

れているため、事業の種類別セグメントは記載しておりません。

　用途市場別の売上高の状況は以下のとおりであります。

①　携帯電話市場

　携帯電話市場は、販売台数が拡大傾向にあるものの、価格競争の激化、原料の高騰による影響により、規模のメ

リットを享受しないと生き残れない厳しい状況となっていております。そのため、市場の寡占化が更に進み、上位

4社の市場占有率が大幅に増加し、市場占有率の少ない企業が淘汰されていく新しい局面へと変貌してまいりました。

このような情勢の下、主力製品であります振動モータにおいては、主要取引先の市場占有率の増加に伴う、出荷個

数の増加がそのまま売上高増加に寄与いたしました。

　オートフォーカス用リニアモータにおいては、前年より引き続き新規顧客の獲得に注力しました。特に日本、韓

国、台湾の主要顧客への販売、レンズメーカー、モジュールメーカーへの提携・販売に注力してまいりました。前

年に獲得した主要顧客からのフォーキャストが受注に結びつき、当連結会計年度の後半より、販売が開始されまし

た。その後も、引き続き大手顧客からのフォーキャスト獲得が達成でき、受注には至らないものの、高い伸びが期

待されます。

②　その他市場

　その他市場においては、前年に引き続き新規市場の発掘に注力し、高付加価値モータの販売を推進してまいりま

した。また、低付加価値の製品の販売を中止し、利益の拡大に注力した販売体制に切り替えてまいりしました。そ

の結果、販売台数、販売金額ともに前年水準を下回りましたものの、付加価値増大という目標は、徐々に達成でき

ております。
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 以上の結果、当連結会計年度は、振動モータの販売数量の確保やオートフォーカス用リニアモータの販売開始によ

り、売上高は65億39百万円（前期比56.0％増）の増収が達成できました。また、営業費用面では、前連結会計年度

で支出した多額の開発費は、当連結会計期間においては、各顧客への対応による改良費のみの支出となり、しかも、

各顧客へサンプル代金、または、金型費用として回収することが可能となったため、売上原価は、48億14百万円（同

1.3％減）と増収にもかかわらず、減少という結果となりました。また、販売費及び一般管理費は、オートフォーカ

ス用リニアモータの出荷増加に伴う運賃の増加等により、13億87百万円（20.3％増）となり、営業利益は3億36百万

円（前期18億44百万円の営業損失）となりました。営業外損益につきましては、取引先の状況及び各金融機関の状

況により、当初予定していたヘッジ対象となる取引（中国子会社からの人民元建て仕入）の減少を余儀なくされ、

ヘッジの有効性に疑義が出てきたことから、ヘッジ会計の適用を終了し、期末現在の時価をもって評価することと

なりましたため、デリバティブ利益を5億4百万円計上いたしました。また、当連結会計期間の下期より、急激な円

安・人民元高となり、上海子会社の日本円建債権の評価による為替差益を、中国子会社の円建て売上による為替差

損が上回り、2億52百万円の為替差損を計上いたしました。その結果、経常利益は、4億41百万円（同9億89百万円の

計上損失）となりました。また、韓国の携帯電話市場では、市場占有率がトップのサムソン社、2位のLG社を除き、

モバイル事業の見直しという状態となってきております。特に、パンテック社、VKTELECOM社の倒産により、その取

引先の連鎖倒産が進んでまいりました。当社でも、その出資先であるNEXG-TELECOM社が、取引先のパンテック社の

倒産のあおりを受けて、カメラモジュール部門の撤退等会社の整理を開始いたしました。このため、当社では、投

資1億65百万円及び売上債権1億11百万円を、NEXG-TELECOMのカメラモジュール部門が立ち上げた新会社に売却し、

1億76百万円の損失を計上いたしました。また、平成16年度に大手取引先に販売していたオートフォーカス用リニア

モータの在庫は、再開の目処が立たないため廃棄し、1億63百万円の損失を計上いたしました。以上の結果、税金等

調整前当期純利益は、1億91百万円（同9億85百万円の損失）となりました。デリバティブ利益等、日本における多

額の利益の計上を行いましたので、日本の法人税等3億80百万円を計上いたしました結果、当期純損失は1億91百万

円（同79.4％減）となりました。

　また、所在地別セグメントの業績は以下のとおりであります。

①　日本

　売上高におきましては、振動モータの販売数量の確保やオートフォーカス用リニアモータの販売開始により55億

72百万円（前期比53.1％増）と大幅な増収を達成いたしました。一方営業費用面は、オートフォーカス用リニアモー

タの運送費の増加等がありましたものの、上海からの仕入単価の抑制、固定費の圧縮等により49億65百万円（前期

比16.1％増）となりました。その結果、営業利益は、6億6百万円（前期6億34百万円の営業損失）の大幅な増益達成

いたしました。

②　アジア

　売上高におきましては、中国国内における売上高は減少いたしましたもののＥＭＳビジネスによる加工賃売上の

計上等により9億66百万円（前期比75.0％増）となり、また、日本に向けての輸出（内部売上高）が63億50百万円

（前期比60.0％増）となりましたため、全体では、73億17百万円（前期比61.8％増）となりました。また、営業費

用面は、生産能力の拡大、部品の内製化、原材料の現地調達化を進め、販売費及び一般管理費につきましては、受

注数増加に伴う増加を押さえた結果、80億55百万円（前期比43.2％増）となりました。その結果、営業損失は、7億

37百万円（前期比33.0減）となりました。

(2）財政状態

当連結会計期間末の分析（平成18年12月31日現在）

　当連結会計期間末における流動資産は、45億16百万円となり、前連結会計期間末に比し3億15百万円減少いたしまし

た。この減少の主な内容は、現金及び預金が16億44百万円減少したのに対し、デリバティブ資産5億2百万円の計上及

びオートフォーカス用リニアモータの販売により受取手形及び売掛金が8億78百万円増加したことによるものでありま

す。当連結会計期間末における有形固定資産は、68億75百万円となり、前連結会計期間末に比し8億61百万円増加いた

しました。この増加の主な内容は、上海工場における生産能力の増強のための設備投資、内製化のための設備投資に

よるものであります。

　その結果、総資産は124億56百万円と前連結会計期間末に比し9億99百万円増加いたしました。

　当連結会計期間末における流動負債は、61億57百万円となり、前連結会計期間末に比し15億69百万円増加いたしま

した。その主な内容は、オートフォーカス用リニアモータを製造するための材料の仕入による買掛金の増加3億71百万

円、短期借入金が11億18百万円増加し、未払法人税等が2億65百万円増加したことによるものであります。未払法人税

等の増加は、日本における利益の計上によるものであります。当連結会計期間末における固定負債は24億14百万円と

なり、前連結会計期間末に比し、8億67百万円の減少となりましたが、その主な原因は、借入金の約定返済によるもの

であります。

　その結果、総負債は85億71百万円と前連結会計期間末に比し7億1百万円増加いたしました。
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　当連結会計期間末における純資産の部は、38億84百万円と前連結会計期間末に比し2億97百万円増加いたしました。

この増加の主な内容は、新株予約権の行使による増資額4億87百万円があったこと及び当期純損失による減少1億91百

万円であります。
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(3）キャッシュ・フローの状況

当連結会計期間の概況（自平成18年１月１日　至平成18年12月31日）

　当連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、売上増加による売上債権の増加が7億76百

万円あり、設備投資を12億50百万円行い、長期借入金の返済5億83百万円を行ない、その資金として短期借入金9億75

百万円及び新株予約権の行使により5億15百万円調達し、残額は自己資金で賄った結果、前連結会計期間に比べ13億72

百万円減少し、当連結会計期間末には3億60百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果支出した資金は、6億46百万円となりました。これは、売上増加により債権が7億76百万円増加した

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、13億72百万円となりました。これは、主に内製設備の投資による有形固定資産の

購入が12億8百万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、7億33百万円となりました。これは、短期借入金9億75百万円、増資5億15百万円の

調達及び長期借入金の返済5億83百万円によるものです。

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12月期

株主資本比率（％） 52.4 31.3 29.0

時価ベースの株主資本比率（％） 680.6 183.1 171.5

債務償還年数（年） 1.1 △9.1 △10.1

インタレスト・カバレッジ・レシオ 31.2 △11.4 △7.5

株主資本比率：株主資本÷総資産

時価ベースの株主資本比率：株式時価総額÷総資産

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

おります。）

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー÷利払い

■　各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。

■　営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用してお

ります。有利子負債は。連結財務諸表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象として

おります。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

 

(4）通期の見通し（自平成19年１月１日　至平成19年12月31日）

　当社グループでは、携帯電話市場向け売上につきましては、振動モータの販売が平成18年12月期に引き続き好調で

あり、平成18年12月期の下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つきましては、既存の取引先に

加え、平成19年12月期下期より大型の受注引合が来ております。原価面につきましては、引き続き内製化の推進、生

産能率の向上に努め、製造原価を圧縮する努力を行ってまいります。

　これらのことを踏まえた結果、連結の平成19年12月期通期業績見通しは、売上高80億円、経常利益8億円、当期純利

益4億円を計画しております。中間期におきましては、売上高30億円、経常利益0百万円、当期純利益0百万円を計画し

ております。

　また、単体の平成18年12月期通期業績見通しは、売上高75億円、経常利益8億円、当期純利益4億50百万円を計画し

ております。中間期におきましては、売上高25億円、経常利益0億円、当期純利益0百万円を計画しております。

　なお、平成19年12月期末おける配当予想につきましては、引き続き１株当たり2,500円00銭を予定しております。
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４．事業等のリスク
(1）当社グループの経営体制について

①　中華人民共和国の生産拠点に生産のすべてを依存していることについて

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

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

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

社グループの事業、業績及び財政状態が悪影響を受ける可能性があります。

　当社グループは、中華人民共和国固有の規制を受けております。

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

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

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

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

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

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

受ける可能性があります。

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

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

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

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

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

があります。

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

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

②　携帯電話市場の動向による影響について

　当社グループの売上は携帯電話市場向けモータ応用電子部品の売上が、全売上高の93.2％（平成18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３月期までは携帯電話市場の拡大に伴い順調に受注数が増加し

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

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

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

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

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

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

　平成17年12月期においては、一変、オートフォーカス用リニアモータの販売が激減した結果、売上高は、著しく

減少しております。

　平成18年12月期においては、平成17年12月期より開発をしていた超小型・薄型のオートフォーカス用リニアモー

タの販売が開始され、また、振動モータの販売も順調に伸びたため、売上高は著しく増加しております。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

おります。

　平成17年12月期は、売上高の著しい減少と小型・薄型のオートフォーカス用リニアモータの市場ニーズに対応す

るための多額の開発費の負担により、経常損益及び当期純損益ともに損失計上となりました。

　なお、平成18年12月期（当期）につきましては、「３．経営成績及び財政状態」をご参照ください。

　なお、主要な経営指標の推移は次のとおりであります。

回次 第16期 第17期 第18期 第19期 第20期 第21期 第22期 

決算年月 平成13年３月 平成13年12月 平成14年12月 平成15年12月 平成16年12月 平成17年12月 平成18年12月 

連結売上高 (千円) － － 3,456,842 4,704,186 7,742,062 4,191,245 6,539,033

連結経常損益 (千円) － － △334,457 568,260 2,258,394 △989,019 541,524

連結当期純損益 (千円) － － △428,102 399,899 1,024,651 △929,337 △191,088

売上高 (千円) 4,954,842 2,091,146 2,847,759 4,221,811 6,651,850 3,639,021 5,572,384

経常利益 (千円) 111,703 78,162 100,378 295,131 1,742,892 △210,383 1,019,197

当期純利益 (千円) 30,425 73,491 30,443 135,457 1,004,979 △137,519 428,610

　（注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。

２．当社は、第18期より連結財務諸表を作成しております。

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

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

諸表については、当該監査を受けておりません。

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

査報告書は受領しておりません。

⑤　為替変動の影響について

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

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

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

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

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

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

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

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

(2）特定の経営者への依存について

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

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

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

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

す。

(3）製造物責任・瑕疵担保責任について

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

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

した場合、当社製品への信頼性の低下や損害賠償請求等により、当社グループの業績に影響を受ける可能性がありま

す。
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(4）設備投資について

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

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

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

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

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

ティー契約（新株予約権3,700個）を締結いたしました。

(5）知的財産権について

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

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

ております。

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

ります。

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

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

い場合

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

資源の集中を妨げる場合

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

する場合

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

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

  
前連結会計年度

（平成17年12月31日）
当連結会計年度

（平成18年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

１．現金及び預金   2,108,309   463,681  

２．受取手形及び売掛金 ※3  1,219,393   2,111,761  

３．たな卸資産   1,012,985   975,937  

４．未収還付消費税等   52,932   58,575  

５．デリバティブ資産   268,807   502,162  

６．繰延税金資産   164,563   49,484  

７．その他   4,868   378,802  

貸倒引当金   －   △24,025  

流動資産合計   4,831,860 42.2  4,516,381 36.3

Ⅱ　固定資産        

１．有形固定資産        

(1)建物及び構築物  863,417   1,137,289   

減価償却累計額  △201,479 661,938  △206,306 930,983  

(2)機械装置及び運搬具  4,190,468   4,895,773   

減価償却累計額  △546,237 3,644,230  △947,345 3,948,427  

(3)工具器具及び備品  862,152   1,063,650   

減価償却累計額  △418,114 444,038  △656,648 407,002  

(4)土地   186,723   186,723  

(5)建設仮勘定   1,077,068   1,402,069  

有形固定資産合計   6,013,998 52.5  6,875,205 55.2

２．無形固定資産        

その他   93,445   205,913  

無形固定資産合計   93,445 0.8  205,913 1.6
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前連結会計年度

（平成17年12月31日）
当連結会計年度

（平成18年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

３．投資その他の資産  

(1)投資有価証券   161,561   516,257  

(2)繰延税金資産   7,610   －  

(3)その他 ※1  348,950   342,891  

投資その他の資産合計   518,123 4.5  859,148 6.9

固定資産合計   6,625,567 57.8  7,940,268 63.7

資産合計   11,457,428 100.0  12,456,649 100.0

        

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１．買掛金   687,551   969,691  

２．短期借入金   2,450,000   3,425,000  

３．1年内返済予定長期借入金   583,260   727,050  

４．1年内償還予定社債   40,000   40,000  

５．未払金   383,109   503,282  

６．未払法人税等   17,836   283,607  

７．繰延ヘッジ利益   268,807   －  

８．賞与引当金   2,042   48,588  

９．その他   155,130   159,949  

流動負債合計   4,587,738 40.0  6,157,168 49.4
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前連結会計年度

（平成17年12月31日）
当連結会計年度

（平成18年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

Ⅱ　固定負債        

１．社債   230,000   190,000  

２．長期借入金   2,866,435   2,139,385  

３．繰延税金負債   －   9,897  

４．退職給付引当金   9,934   －  

５．その他   176,280   75,469  

固定負債合計   3,282,650 28.7  2,414,751 19.4

負債合計   7,870,388 68.7  8,571,920 68.8

        

（少数株主持分）        

少数株主持分   － －  － －

        

（資本の部）        

Ⅰ　資本金 ※2  1,450,000 12.7  － －

Ⅱ　資本剰余金   1,885,800 16.4  － －

Ⅲ　利益剰余金   114,297 1.0  － －

Ⅳ　為替換算調整勘定   136,942 1.2  － －

資本合計   3,587,040 31.3  － －

負債、少数株主持分及び資本合
計

  11,457,428 100.0  － －

        

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１．資本金   － －  1,693,569 13.6

２．資本剰余金   － －  2,129,368 17.1

３．利益剰余金   － －  △218,789 △1.7

　　株主資本合計   － －  3,604,147 29.0

Ⅱ　評価・換算差額等        

１．その他有価証券評価差額金   － －  21,192 0.2

２．為替換算調整勘定   － －  231,524 1.8

　　評価・換算差額等合計   － －  252,717 2.0

Ⅲ　新株予約権   － －  27,863 0.2

Ⅳ　少数株主持分   － －  － －

純資産合計   － －  3,884,729 31.2

負債純資産合計   － －  12,456,649 100.0
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(2）連結損益計算書

  
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）

当連結会計年度
（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（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   4,191,245 100.0  6,539,033 100.0

Ⅱ　売上原価   4,881,901 116.5  4,814,937 73.6

売上総利益（損失△）   △690,656 △16.5  1,724,095 26.3

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1.2  1,153,462 27.5  1,387,200 21.2

営業利益（損失△）   △1,844,118 44.0  336,895 5.2

Ⅳ　営業外収益        

１.受取利息  2,811   670   

２.受取配当金  100   10   

３.貸倒引当金戻入益  2,646   －   

４.為替差益  506,073   －   

５.デリバティブ利益  －   504,640   

６.受取開発費負担金  500,000   －   

７.その他  13,201 1,024,833 24.5 22,495 527,817 8.1

Ⅴ　営業外費用        

１．支払利息  60,591   95,232   

２．債権譲渡損  15,206   －   

３．シンジケートローン手数料  60,200   7,600   

４. 株式交付費  －   4,740   

５．為替差損  －   252,866   

６．その他  33,736 169,733 4.0 62,869 423,309 6.5

経常利益（損失△）   △989,019 △23.6  441,403 6.8

Ⅵ　特別利益        

１．固定資産売却益 ※3 16,045 16,045 0.4 － － －

Ⅶ　特別損失        

１．営業譲渡損  －   176,370   

２．棚卸資産廃棄損  －   63,873   

３．前期損益修正損  －   11,370   

４．固定資産売却損 ※4 12,072 12,072 0.3 － 351,736 3.8

税金等調整前当期純利益（損
失△）

  △985,045 △23.5  189,787 2.9

法人税、住民税及び事業税  2,340   262,805   

過年度法人税等  37,750   －   

法人税等調整額  △95,799 △55,708 △1.3 118,071 380,876 5.8

当期純利益（損失△）   △929,337 △22.2  △191,088 △2.9
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(3）連結剰余金計算書及び連結株主資本等変動計算書

連結剰余金計算書

  
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）

区分
注記
番号

金額（千円）

（資本剰余金の部）  

Ⅰ　資本剰余金期首残高   1,885,800

Ⅱ　資本剰余金期末残高   1,885,800

（利益剰余金の部）    

Ⅰ　利益剰余金期首残高   1,132,385

Ⅱ　利益剰余金減少高    

１．配当金  88,750  

２．当期純損失  929,337 1,018,087

Ⅳ　利益剰余金期末残高   114,297
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連結株主資本等変動計算書

当連結会計年度（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 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

連結会計年度中の変動額

新株の発行（千円） 243,569 243,568  487,137

剰余金の配当（千円）   △133,125 △133,125

当期純利益（千円）   △191,088 △191,088

新規連結に伴う減少（千円）   △8,873 △8,873

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）
（千円）

    

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

243,569 243,568 △333,087 154,050

平成18年12月31日　残高（千円） 1,693,569 2,129,368 △218,789 3,604,147

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

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）  268,807 136,942 405,749 2,523 3,858,369

連結会計年度中の変動額

新株の発行（千円）      487,137

剰余金の配当（千円）      △133,125

当期純利益（千円）      △191,088

新規連結に伴う減少（千円）      △8,873

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）
（千円）

21,192 △268,807 94,582 △153,033 25,339 △127,694

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

21,192 △268,807 94,582 △153,033 25,339 26,357

平成18年12月31日　残高（千円） 21,192 － 231,524 252,717 27,863 3,884,729
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

  
前連結会計年度

（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当連結会計年度
（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（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー    

税金等調整前当期純利益  △985,045 189,787

減価償却費  497,577 472,287

貸倒引当金の増減額（減少△）  △2,646 24,025

賞与引当金の増減額（減少△）  348 46,545

退職給付引当金の増減額（減少△）  1,079 △9,934

受取利息及び受取配当金  △2,911 △670

支払利息  60,591 80,793

 デリバティブ利益  － △502,162

為替差損益（差益△）  △143,437 －

有形固定資産売却益  △16,045 －

有形固定資産売却損  12,072 －

売上債権の増減額（増加△）  106,257 △776,478

たな卸資産の増減額（増加△）  224,350 △57,403

仕入債務の増減額（減少△）  △436,324 90,854

未収消費税等の増減額（増加△）  6,519 △5,643

その他資産の増減額（増加△）  428,062 △92,910

その他負債の増減額（減少△）  309,086 △14,294

小計  59,533 △555,206

利息及び配当金の受取額  3,590 670

利息の支払額  △59,678 △85,903

法人税等の支払額  △683,147 △6,474

営業活動によるキャッシュ・フロー  △679,701 △646,913
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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）

当連結会計年度
（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（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  △299,028 △28,048

定期預金の払戻による収入  － 300,039

有形固定資産の取得による支出  △2,860,894 △1,250,702

有形固定資産の売却による収入  52,845 －

無形固定資産の取得による支出  △3,830 －

関係会社株式の取得による支出  － △100

投資有価証券の取得による支出  △156,555 △327,756

その他投資の増減額（増加△）  △92,572 △65,766

投資活動によるキャッシュ・フロー  △3,360,036 △1,372,334

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△）  2,350,000 975,000

長期借入れによる収入  2,800,000 －

長期借入金の返済による支出  △732,597 △583,260

社債の償還による支出  △40,000 △40,000

株式の発行による収入  － 515,000

配当金の支払額  △88,750 △133,125

財務活動によるキャッシュ・フロー  4,288,652 733,615

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  121,920 △87,003

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額
　（減少△）

 370,834 △1,372,636

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  1,362,747 1,733,582

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 ※ 1,733,582 360,946
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度

（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18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

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　3社

 連結子会

 上海思考電子有限公司

思考電機（上海）有限公司

 思考技研（香港）有限公司

    思考技研（香港）有限公司は当連

結会計年度より金額的な重要性が増

したため、連結の範囲に含めており

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)　非連結子会社の名称

 Think Tech Korea Co.,Ltd.
 ㈱ソーイ・アセット・マネジメント

 （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

同　左

 (2)　持分法を適用しない非連結子会社

　思考技研（香港）有限公司

　持分法を適用しない非連結子会

社は、当期純損益及び利益剰余金

等に及ぼす影響が軽微であり、か

つ、全体として重要性がないため

持分法の適用範囲から除外してお

ります。

(2)　持分法を適用しない非連結子会社

及び関連会社

Think Tech Korea Co.,Ltd.
 ㈱ソーイ・アセット・マネジメント

 ㈱MCNEX-JAPAN

 Sanghai Lufa Shicoh Science ＆

Techology Co.,Ltd. 

３．連結子会社の事業年度等に関

する事項

すべての連結子会社の事業年度の

末日は連結決算日と一致しておりま

す。

同　左

   

４．会計処理基準に関する事項 (1)重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

その他有価証券

時価のないもの

移動平均法による原価法

(1)重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

その他有価証券

時価のないもの

同　左

 ②　デリバティブ

　　時価法

 

②　デリバティブ

　　時価法

 

 ③　たな卸資産

製品、材料、仕掛品

総平均法による原価法

③　たな卸資産

製品、材料、仕掛品

同　左
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項目
前連結会計年度

（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方

法

①　有形固定資産

　当社は、定率法（ただし、建物（建

物付属設備を除く）は定額法）を採用

し、在外連結子会社は定額法を採用し

ております。

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方

法

①　有形固定資産

同　左

   

 （主な耐用年数）

建物及び構築物　　　5年～38年

機械装置及び運搬具　4年～11年

工具器具及び備品　　2年～11年

（主な耐用年数）

同　左

   

 

②　無形固定資産

定額法

なお、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。

自社利用のソフトウェア　5年

土地使用権　　　　　　 50年

②　無形固定資産

同　左

   

   

 (3) 重要な繰延資産の処理方法

①　社債発行差金

 　　　 ──────

(3) 重要な繰延資産の処理方法

①　社債発行差金

 　　　 ──────

   

 ②　新株発行費

　       ──────

②　株式交付費

　支出時に全額費用処理しております。

   

 (4) 重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等の特定の債権に

ついては個別に回収可能性を検討し、

回収不能見込額を計上しております。

(4) 重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同　左
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項目
前連結会計年度

（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

 ②　賞与引当金

　当社は、従業員に対する賞与の支給

に備えるため、支給見込額のうち当連

結会計年度の負担に属する部分を計上

しております。

②　賞与引当金

同　左

   

 ③　退職給付引当金

　当社は、従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末における退職

給付債務に基づき、当連結会計年度に

発生したと認められる額を計上してお

ります。

③　退職給付引当金

 （追加情報）

従来、従業員の退職給付に備える

ため、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

ておりましたが、平成18年3月31日付

で退職金制度を廃止いたしました。

   

 (5) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦

通貨への換算の基準

(5) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦

通貨への換算の基準

   

 外貨建金銭債権債務は、連結決算日の

直物為替相場により円貨に換算し、換算

差額は損益として処理しております。な

お、在外子会社の資産及び負債は連結決

算日の直物為替相場により円貨に換算し、

収益及び費用は期中平均相場により円貨

に換算し、換算差額については、資本の

部における為替換算調整勘定に含めて計

上しております。

同　左

   

 (6) 重要なヘッジ会計の方法

 

イ　ヘッジ会計の方法

　　繰延ヘッジ処理

 

ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

　　ヘッジ手段　…　直物為替先渡取引

　　ヘッジ対象　…　製品輸入による外

貨建予定取引

ハ　ヘッジ方針

　　　為替リスクの低減のため、対　

　　象予定取引の範囲内でヘッジを　

　　行っております。

 

ニ　ヘッジの有効性評価の方法

　ヘッジ開始時から有効性判定時点

までの期間において、ヘッジ対象と

ヘッジ手段の相場変動の累計を比較

し、両者の変動額等を基礎にして判

断しております。

(6) 重要なヘッジ会計の方法

 

イ　ヘッジ会計の方法

　　繰延ヘッジ処理

　　なお、当連結会計年度において

ヘッジ対象の予定取引の実行可能性

を見直した結果、ヘッジ会計を終了

しております。

ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

　　ヘッジ手段　…　直物為替先渡取引

　　ヘッジ対象　…　製品輸入による外

貨建予定取引

ハ　ヘッジ方針

　　　為替リスクの低減のため、対　

　　象予定取引の範囲内でヘッジを　

　　行っております。

 

ニ　ヘッジの有効性評価の方法

　ヘッジ開始時から有効性判定時点

までの期間において、ヘッジ対象と

ヘッジ手段の相場変動の累計を比較

し、両者の変動額等を基礎にして判

断しております。
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項目
前連結会計年度

（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

 (7) その他連結財務諸表作成のための重

要な事項

(7) その他連結財務諸表作成のための重

要な事項

   

 イ　消費税等の会計処理

　　税抜方式によっております。

イ　消費税等の会計処理

同　左

５．連結子会社の資産及び負債の

評価に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価につ

いては、全面時価評価法を採用しており

ます。

同　左

   

６．利益処分項目等の取扱いに関

する事項

　連結会計年度中に確定した利益処分又

は損失処理に基づいて作成しております。

同　左

   

７．連結キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金及

び容易に換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか負わない

取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっております。

同　左

   

－ 24 －



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

前連結会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18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

　3,856,865千円であります。

なお、連結財務諸表規則の改正により、

当連結会計期間における連結貸借対照表

の純資産の部については、改正後の連結

財務諸表規則により作

成しております。  

 ３．繰延資産の会計処理に関す

る当面の取り扱い

 ─────   当連結会計年度より、「繰延資産の会

計処理に関する当面の取扱い」（企業会

計基準委員会　平成18年8月11日　実務

対応報告第19号）を適用しております。

４．ストック・オプション等に

関する会計基準

 ───── 　当連結会計年度より、「ストック・オ

プション等に関する会計基準」（企業会

計基準第8号　平成17年12月27日）及び

「ストック・オプション等に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指

針第11号　平成18年5月31日）を適用し

ております。

　これにより、従来の会計処理によった

場合と比べて、営業利益、経常利益、税

引前当期純利益は　1,441千円減少してお

ります。
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表示方法の変更

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）

当連結会計年度
（自　平成18年 1月 1日
至　平成18年12月31日）

　 　　　　　　　　　────── 　 　　　　　　　　　──────

 追加情報

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）

当連結会計年度
（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日以後

に開始する事業年度より外形標準課税制度が導入されたこ

とに伴い、当連結会計年度から「法人事業税における外形

標準課税部分の損益計算書上の表示についての実務上の取

扱い」（平成16年2月13日　企業会計基準委員会　実務対

応報告第12号）に従い法人事業税の付加価値割及び資本割

については、販売費及び一般管理費に計上しております。

この結果、販売費及び一般管理費が7,005千円増加し、営

業利益、経常利益、税金等調整前当期純利益が、同額減少

しております。

──────
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成17年12月31日）

当連結会計年度
（平成18年12月31日）

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

であります。

　その他（出資金）　　　　　　　　　   7,249千円
　投資有価証券　　　　　　　　　　　   5,000千円

　 その他（出資金）　　　　　　　　　  11,226千円

※2.発行済株式総数　　　　　　普通株式　53,250株  

※3.期末日満期手形 ※3.期末日満期手形

　期末日満期日手形の会計処理については、手形交換日を

もって決済処理をしております。なお、当期末日が金融機

関の休日であったため、次の期末日満期手形が期末残高に

含まれております。

　期末日満期日手形の会計処理については、手形交換日を

もって決済処理をしております。なお、当期末日が金融機

関の休日であったため、次の期末日満期手形が期末残高に

含まれております。

　受取手形　　　　　　　　　　　　 　　10,748千円　 　受取手形　　　　　　　　　　　　 　   25,635千円　

4． 当社は運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行　

　　

　11行と貸出コミットメント契約を締結しております。

　　これら契約に基づく当連結会計期間末の借入未実行

　残高は次のとおりであります。

  　　

4． 当社は運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行　

　　

　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連結会計期間末の借入未実行

　残高は次のとおりであります。

  　　

貸出コミットメントの金額　　　　　　4,800,000千円 貸出コミットメントの金額　　　　　　5,225,000千円 

借入実行残高　　　　　　　　　　　　4,100,000千円 借入実行残高　　　　　　　　　　　　　175,000千円 

差引額　　　　　　　　　　　　　　　　700,000千円

 

差引額　　　　　　　　　　　　　　　5,400,000千円

 

<財務制限条項>

上記、貸出コミットメント契約には以下の財務制限条項が

ついており、各年度の決算期末日において、下記の条件を

充足することを確約しております。 

<財務制限条項>

上記、貸出コミットメント契約には以下の財務制限条項が

ついており、各年度の決算期末日において、下記の条件を

充足することを確約しております。 

（1）経常損益で2期連続で損失計上しないこと。 （1）経常損益で2期連続で損失計上しないこと。 

（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。 

（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75%以上に維持するこ

と。 
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

※1.販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。

※1.販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。

  

運賃 83,779千円

給与・賞与 210,307

賞与引当金繰入額 2,042

退職給付費用 1,324

減価償却費 43,042

研究開発費 163,933

運賃 111,388千円

給与・賞与 275,339

賞与引当金繰入額           －

退職給付費用 273

減価償却費 313,068

研究開発費 231,109

※2.一般管理費に含まれる研究開発費 　163,933千円 ※2.一般管理費に含まれる研究開発費 　240,214千円

            

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

工具器具及び備品   15,048千円

その他  996千円

計  16,045千円

※4.固定資産売却損の内容は次のとおりであります。　　

　　　

 ※4.　　　　　　　　─────

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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（連結株主資本等変動計算書関係）

当連結会計年度（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

前連結会計年度末株
式数（株）

当連結会計年度増加
株式数（株）

当連結会計年度減少
株式数（株）

当連結会計年度末株
式数（株）

発行済株式

普通株式 53,250 1,389 － 54,639

合計 53,250 1,389 － 54,639

 （注）普通株式の株式数の増加1,389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） 
当連結会計
年度末残高
（千円）

前連結会計
年度末

当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計
年度末

提出会社

（親会社）

平成17年新株予約権 普通株式 3,700 － 3,700 － －

平成18年新株予約権 普通株式 － 11,000 － 11,000 27,863

合計 － 3,700 11,000 3,700 11,000 27,863

 （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。新株予約権の増加11,000株は、新株予約権の発行によ

るものです。新株予約権の減少のうち1,350株は、権利行使によるものであり、2,350株は消却によるものでありま

す。

 

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

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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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当連結会計年度
（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12月31日現在） （平成18年12月31日現在）

（千円） （千円）

現金及び預金勘定 2,108,309

預入期間が３ヵ月を超える定期預金 △374,726

現金及び現金同等物 1,733,582

現金及び預金勘定 463,681

預入期間が３ヵ月を超える定期預金 △102,735

現金及び現金同等物 360,946
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（リース取引関係）

　　該当事項はありません。

（有価証券関係）

有価証券

１．時価のない主な有価証券の内容

 

前連結会計年度
（平成17年12月31日）

当連結会計年度
（平成18年12月31日）

連結貸借対照表計上額（千円） 連結貸借対照表計上額（千円）

(１）子会社株式及び関連会社株式   

 非上場株式 － 5,000

 その他出資金 7,249 11,226

 合計 7,249 －

(２）その他有価証券   

 非上場株式 161,561 507,433

 合計 161,561 516,257
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（デリバティブ取引関係）

 １．取引の状況に関する事項  

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

(1）利用しているデリバティブ取引は、通貨関連では直物

為替先渡取引であります。

(1）利用しているデリバティブ取引は、通貨関連では直物

為替先渡取引であります。

(2）取引に対する取組方針

 デリバティブ取引は、将来の為替の変動によるリスク

回避を目的としており、投機的な取引は行わない方針

であります。

(2）取引に対する取組方針

 デリバティブ取引は、将来の為替の変動によるリスク

回避を目的としており、投機的な取引は行わない方針

であります。

(3）取引の利用目的

 デリバティブ取引は、通貨関連では製品輸入による外

貨建予定取引の為替変動リスクを回避し、安定的な利

益の確保を図る目的で利用しております。

  なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っ

ております。

(3）取引の利用目的

 デリバティブ取引は、通貨関連では製品輸入による外

貨建予定取引の為替変動リスクを回避し、安定的な利

益の確保を図る目的で利用しております。

  なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っ

ております。

　ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。

 ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段　…　直物為替先渡取引

ヘッジ対象　…　製品輸入による外貨建予定取引

ヘッジ方針

　為替リスクの低減のため、外貨建予定取引の範囲内

でヘッジを行っております。

ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間におい

て、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計を比較

し、両者の変動額等を基礎にして判断しております。

　ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。当連結会計年度に

おいてヘッジ対象の予定取引の実行可能性を見直した

結果、ヘッジ会計を終了しております。

 ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段　…　直物為替先渡取引

ヘッジ対象　…　製品輸入による外貨建予定取引

ヘッジ方針

　為替リスクの低減のため、外貨建予定取引の範囲内

でヘッジを行っております。

ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間におい

て、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計を比較

し、両者の変動額等を基礎にして判断しております。

 (4）取引に係るリスクの内容

　　　直物為替先渡取引は為替相場の変動によるリスクを

　

　　有しております。

　　　なお、取引相手先は高格付けを有する金融機関に限

　

　　定しているため信用リスクはほとんどないと認識して

　　おります。

 (4）取引に係るリスクの内容

　　　直物為替先渡取引は為替相場の変動によるリスクを

　

　　有しております。

　　　なお、取引相手先は高格付けを有する金融機関に限

　

　　定しているため信用リスクはほとんどないと認識して

　　おります。

 (5）取引に係るリスク管理体制

　　　デリバティブ取引の執行・管理については、取引権

　

　　限及び取引限度額等を定めた社内ルールに従い、資金

　

　　担当部門が決済担当者の承認を得て行っております。

 (5）取引に係るリスク管理体制

　　　デリバティブ取引の執行・管理については、取引権

　

　　限及び取引限度額等を定めた社内ルールに従い、資金

　

　　担当部門が決済担当者の承認を得て行っております。

 (6）取引の時価等に関する事項についての補足説明

　　　取引の時価等に関する事項についての契約額等は、　

　

　　あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約

　　額、または計算上の想定元本であり、当該金額自体が

　　デリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ

　　りません。

 (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。
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 ２．取引の時価等に関する事項

 　　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、ヘッジ会計を適用いたしておりますので、注記の対象から除いており

ます。

当連結会計年度（自　平成18年1月1日　至　平成18年12月31日）

該当事項はありません。

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

ます。

当連結会計年度においてヘッジ対象の予定取引の実行可能性を見直した結果、ヘッジ会計を終了しております。

（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

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

２．退職給付債務及びその内訳

 
前連結会計年度

（平成17年12月31日）
当連結会計年度

（平成18年12月31日）

退職給付債務（千円） 9,934 －

退職給付引当金（千円） 9,934 －

３．退職給付費用の内訳

 
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）

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

退職給付費用（千円） 1,324 －

勤務費用（千円） 1,324 －

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付債務の算定方法として簡便法を採用しております。従来、従業員の退職給付に備えるため、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したが、平成18年3月31日付で退職金制度を廃

止いたしました。この退職金制度廃止に伴い、従業員の退職給付債務の精算を実施し、従業員に対する精算額

（9,262千円）については未払金として計上しております。        
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（ストック・オプション等関係）

当連結会計年度（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18年
ストック・オプション

付与対象者の区分及び数 当社従業員　　40名

ストック・オプション数 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。

対象勤務期間  対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間  平成19年4月1日から平成24年3月31日まで

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当連結会計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18年
ストック・オプション

権利確定後　　　　　　（株）  

前連結会計年度末 －

権利確定 100

権利行使 －

失効 －

未行使残 100

②　単価情報

平成18年
ストック・オプション

権利行使価格　　　　　　（円） 404,700

行使時平均株価　　　　　（円） －

公正な評価単価（付与日）（円） 232,947

２．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

 当連結会計年度において付与された平成18年ストック・オプションについての公正な評価単価の見積もり方法

は以下のとおりであります。

 　　　　①使用した評価方法

 ブラック・ショールズモデル

平成18年
ストック・オプション

株価変動性（注1） 71％

予想残存期間（注2） 3年2ヶ月

予想配当（注3） 1,667円／株

無リスク利子率（注4） 1.25％

 　　　　②ストック・オプションの主な基礎数値及び見積り方法

 　　　　（注1）株価の変動の算定は、付与日までの過去2年間の株価実績に基づき算定しております。

 　　　　（注2）十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間点において行使さ

れるものと推定して見積もっております。

 　　　　（注3）平成17年の配当実績、平成18年12月期の配当実績によっております。

 　　　　（注4)予想残存期間に対応する機関に対応する国債の利回りであります。

 

３．ストック・オプションの権利確定数の見積方法
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基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用して

おります。 

４．連結財務諸表への影響額

 ストック・オプション制度による株式報酬費用　1,441千円
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（税効果会計関係）

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）

当連結会計年度
（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

 （千円）

（繰延税金資産）  

棚卸資産評価引当金 5,058

賞与引当金 830

未払事業税 1,423

一括償却資産償却超過額 5,526

退職給付引当金限度超過額 3,917

連結会社間未実現利益の消去 20,329

繰越欠損金 468,138

その他 98

繰延税金資産小計 505,322

評価性引当額 △331,315

繰延税金資産合計 174,007

（繰延税金負債）  

連結会社間未実現利益の消去 1,833

繰延税金資産の純額 172,174

 （千円）

（繰延税金資産）  

棚卸資産評価引当金 35,652

未払事業税 19,348

未払金否認（繰延未実現利益） 12,206

未払金否認（債務見積計上） 1,824

貸倒引当金超過額 7,120

一括償却資産償却超過額 3,300

退職給付引当金限度超過額 3,763

ストックオプション費用否認 585

出資金評価損否認 2,946

連結会社間未実現利益の消去 －

繰越欠損金 445,247

その他 －

繰延税金資産小計 531,996

評価性引当額 △471,915

繰延税金資産合計 60,081

（繰延税金負債）  

その他有価証券評価差額金 14,515

連結会社間債権債務の相殺 5,978

繰延税金資産の純額 39,587

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

 （％）

法定実効税率 40.6

（調整）  

 交際費等永久に損金に算入されない項目 △0.2

住民税均等割額 △0.2

法人税等修正申告 3.0

繰越欠損金 △21.9

未実現利益の消去等連結調整 4.9

本邦と所在地との税率差 △12.6

その他 0.2

税効果会計適用後の法人税等の負担率 13.9

 （％）

法定実効税率 40.6

（調整）  

 交際費等永久に損金に算入されない項目 0.5

住民税均等割額 1.2

留保金課税 24.7

評価性引当（繰越欠損金等） 89.6

未実現利益の消去等連結調整 △2.7

本邦と所在地との税率差 47.1

その他 0.1

税効果会計適用後の法人税等の負担率 201.1
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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度（自平成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。

当連結会計年度（自平成18年1月1日　至平成18年12月31日）

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

ります。したがって、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

ｂ．所在地別セグメント情報

前連結会計年度（自平成17年1月1日　至平成17年12月31日）

 
日本

（千円）
アジア
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

Ⅰ．売上高及び営業利益      

売上高      

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

(2)セグメント間の内部売上高又

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

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

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

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

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

　（注）１．国又は地域は、地理的近隣度により区分しております。

２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

アジア…中華人民共和国

当連結会計年度（自平成18年1月1日　至平成18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 4,219,910 2,319,123 6,539,033 － 6,539,033

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高
1,352,474 4,998,046 6,350,520 (6,350,520) －

計 5,572,384 7,317,168 12,889,553 (6,350,520) 6,539,033

営業費用 4,965,540 8,055,112 13,020,652 (6,818,515) 6,202,137

営業利益 606,844 △737,944 △131,100 467,995 336,895

Ⅱ．資産 12,751,082 9,001,605 21,752,687 (9,296,038) 12,456,649

　（注）１．国又は地域は、地理的近隣度により区分しております。

２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

アジア…中華人民共和国
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ｃ．海外売上高

前連結会計年度（自平成17年1月1日　至平成17年12月31日）

 アジア 欧州 南米 北米 その他 計

Ⅰ　海外売上高

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

Ⅱ　連結売上高

（千円）
－ － － － － 4,191,245

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上

高の割合（％）
55.0 5.3 6.8 1.3 1.3 69.7

　（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

（１）　アジア…中華人民共和国、マレーシア、大韓民国

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

（３）　南米…ブラジル

（４）　北米…アメリカ、メキシコ、カナダ

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

当連結会計年度（自平成18年1月1日　至平成18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）
4,261,413 181,556 250,530 5,725 734 4,699,958

Ⅱ　連結売上高

（千円）
－ － － － － 6,539,033

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上

高の割合（％）
65.2 2.8 3.8 0.1 0.0 71.9

　（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

（１）　アジア…中華人民共和国、マレーシア、大韓民国

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

（３）　南米…ブラジル

（４）　北米…アメリカ、メキシコ、カナダ

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

前連結会計年度（自平成17年1月1日　至平成17年12月31日）

(1) 子会社等

属性
会社等の
名称

住所
資本金又
は出資金
(千HK$)

事業の内
容又は職
業

議決権等
の所有
（被所
有）割合
（％）

関係内容

取引の内
容

取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)役員の兼

任等
事業上の
関係

子会社

思考技

研 (香

港)有限

公司

中国

香港
500

一般貿易

販売業

(所有)

直接　

99.9

役員

　2人

当社製品

の販売

当社製品

の販売
1,021,723 売掛金 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等の決定方針等

 　　　　　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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当連結会計年度（自平成18年1月1日　至平成18年12月31日）

(1) 子会社等

　　　　　　該当はありません。

 

 

 

 　　　(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
79,839 未払金 20,957

 （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等の決定方針等

 　　　　　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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（１株当たり情報）

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）

当連結会計年度
（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        67,362.25円

１株当たり当期純損失金額        17,452.35円

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式は存在するものの、１株当たり当期

純損失であるため、記載しておりません。

 

１株当たり純資産額     70,588.15円

１株当たり当期純損失金額       △3,569.17円

 同　左

 　 当社は平成17年5月20日付で株式1株につき3株の株式分

　割を行っております。

　　なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場

　合の前連結会計年度における1株当たり情報は、それぞれ

　

　以下のとおりであります。

１株当たり純資産額 　80,653.81円 

１株当たり当期純利益金額 22,152.66円 

潜在株式調整後１株当たり当期

利益金額
22,034.39円 

 　 ────── 

 　         

           

           

　（注）　１株当たり当期純利益金額又は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。

 
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)

当連結会計年度
(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

1株当たり当期純利益金額   

当期純利益（損失△）（千円） △929,337 △191,088

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

（うち利益処分による役員賞与金） － －

普通株式に係る当期純利益（損失△）（千円） △929,337 △191,088

期中平均株式数（株） 53,250 53,538

   

潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額   

　当期純利益調整額（千円） － －

　普通株式増加額（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2種類

新株予約権の数　3,800個

新株予約権3種類

新株予約権の数　     11,273個
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（重要な後発事象）

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）

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

────── ────── 
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