
(財)財務会計基準機構会員
 

平成19年12月期　決算短信 平成20年2月20日

上場会社名 株式会社　シコー技研 上場取引所 東証マザーズ

コード番号 6667 ＵＲＬ　http://www.shicoh.com/

代表者　　　　　（役職名）代表取締役社長 （氏名）白木　学

問合せ先責任者　（役職名）
常務取締役

管理グループ担当
（氏名）大貫　篤志 ＴＥＬ　（046）　278　－　3570

定時株主総会開催予定日 平成20年3月21日 配当支払開始予定日 平成20年3月24日

有価証券報告書提出予定日 平成20年3月28日

（百万円未満切捨て）

１．平成19年12月期の連結業績（平成19年１月１日～平成19年12月31日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年12月期 10,645 62.8 1,041 209.1 936 112.3 533 －

18年12月期 6,539 56.0 336 － 441 － △191 －

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
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

19年12月期 9,339 44 9,320 99 10.3 6.4 9.8

18年12月期 △3,569 17 － － △5.0 4.3 8.3

（参考）持分法投資損益 19年12月期 －百万円 18年12月期 －百万円

(2）連結財政状態

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

19年12月期 14,678 5,222 35.3 89,842 80

18年12月期 12,456 3,884 31.0 70,588 15

（参考）自己資本 19年12月期 5,187百万円 18年12月期 3,856百万円

(3）連結キャッシュ・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

19年12月期 944 △2,421 1,732 618

18年12月期 △646 △1,372 733 360

２．配当の状況

１株当たり配当金 配当金総額
(年間)

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（基準日） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

18年12月期 － － － － － － 2,500 00 2,500 00 136 － 3.5

19年12月期 － － － － － － 2,500 00 2,500 00 144 27.1 2.8

20年12月期（予想） － － － － － － 2,500 00 2,500 00 － － －

３．平成20年12月期の連結業績予想（平成20年１月１日～平成20年12月31日）

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

中間期 7,000 172.8 600 177.0 500 197.6 250 185.2 4,329 75

通期 15,000 140.9 1,650 158.5 1,500 160.3 750 140.7 12,989 26
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４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　無

新規 －社  除外 －社  

 

(2）連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な

事項の変更に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　無

②　①以外の変更　　　　　　　　無

 

(3）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年12月期 57,740株 18年12月期 54,639株

②　期末自己株式数 19年12月期 －株 18年12月期 －株

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、37ページ「１株当たり情報」をご覧

ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成19年12月期の個別業績（平成19年１月１日～平成19年12月31日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年12月期 10,321 85.2 843 39.1 605 △40.6 376 △12.1

18年12月期 5,572 53.1 606 － 1,019 － 428 －

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

円 銭 円 銭

19年12月期 6,602 78 6,589 75

18年12月期 8,005 62 7,974 27

(2）個別財政状態

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

19年12月期 17,192 6,658 38.5 114,719 90

18年12月期 12,751 5,391 42.3 98,167 80

（参考）自己資本 19年12月期 6,623百万円 18年12月期 5,363百万円

２．平成20年12月期の個別業績予想（平成20年１月１日～平成20年12月31日）

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

中間期 7,000 181.9 100 10.4 0 0.0 0 0.0 0 00

通期 15,000 145.3 500 59.3 350 57.8 150 39.8 2,597 85

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

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．経営成績
(1）経営成績に関する分析

①当期の経営成績 

　当連結会計年度におけるわが国経済は、設備投資と輸出が増勢を維持し、内需の低迷を外需が相殺するかたちで緩

やかな拡大が続いたものの、改正建築基準法の影響により住宅投資と公共投資が大幅に減少し、サブプライム危機の

影響が金融市場の混乱を通じて波及したため、先行き不透明感が年度後半に急速に強まりだしました。特に、急速な

円高・原油高などによる企業収益悪化、米国などの海外経済の失速、インフレ懸念による消費減退など、景気拡大下

における下振れリスクが台頭してきております。また、海外においては、サブプライム危機の影響で米国経済が急減

速し、その影響から先進国が低成長に留まる一方、新興国・途上国が貿易・投資を幻想力に高成長を維持するいわゆ

る「デカップリング」の図式がさらに進んでまいりました。特に中国経済は、マクロ調整が強化されたものの、固定

資産投資を牽引役に10％超の成長が続きました。また、ロシア、インドが欧州と中東・中南米が中国を中心としたア

ジアと地域連携を深めながら高成長を維持してきました。

　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、高成長を背景としたBRICs地域での低価格商品の販売は

引続き急拡大しており、年度前半における欧米等の好況を受け、高付加価値商品についても緩やかな買換需要による

拡大となりましたが、年度後半においてサブプライム危機の影響により欧米経済に不透明感が強まる中、欧米を中心

とする先進国の買換需要が急速に冷え込んできております。その他の電子部品の世界市場は、IT関連在庫の調整が一

巡し、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、大手取引先への製品出荷に対応するために大幅な増産体制のための設備投

資を行い、上海工場における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引き続き特段の取組みを行いました。また、新規開発商品の研究

開発にも注力してまいりました。

［市場別の販売状況]

 (ア) 携帯電話市場

　携帯電話市場は、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、日本企業への出荷個数の増加及び台湾・中国企業からの新規引合により、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、当連結会計年度より始まりました大手取引先への出荷が売上高増

加に寄与いたしました。 

（イ） その他市場

　その他市場においては、前年に引き続き高付加価値モータの販売を推進し、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同

レベルで推移してまいりましたものの、付加価値増大という目標は、徐々に達成できております。 

 

　以上の結果、当連結会計年度は、振動モータの販売数量増加及びオートフォーカス用リニアモータの大手取引先へ

の販売開始により、売上高は106億45百万円（前期比62.8％増）の大幅増収が達成できました。また、営業費用面では、

レアメタルを中心とした材料費の高騰、中国における人件費の高騰というマイナス面を増産効果が補い、売上原価は

77億36百万円（同60.1％増）とまりました。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、上海工場の管理人員の増加による人件費の増加等により、18億67百万円（同34.6％増）となり、

営業利益は10億41百万円（同209.1％増）と大幅増益となりました。営業外損益につきましては、設備投資及び増加運

転資金の借入により支払利息を1億49百万円計上いたしました、結果、経常利益は、9億36百万円（同112.3％増）とな

りました。また、当連結会計年度より開始されました大手取引先向けオートフォーカス用リニアモータの生産立上ま

での未操業部分の人件費・経費及び生産が正常な状態となるまでの異常歩留りに関する損失2億57百万円を特別損失に

計上いたしましたため、税金等調整前当期純利益は、7億3百万円（同270.7％増）となり、当期純利益は、5億33百万

円となりました。

 　②　通期の業績予想（平成20年1月1日～平成20年12月31日）

 　携帯電話市場向けモータ応用電子部品につきましては、振動モータは、販売台数・販売金額ともに横ばいである

と見込まれます。オートフォーカス用リニアモータは、平成19年後半より本格的に量産が始まりましたが、その出

荷が期初より貢献し、販売台数・販売金額ともに増加が見込まれます。その他市場向け応用電子部品につきまして

は、販売台数・販売金額ともに横ばいであると見込まれます。材料の高騰・人件費の高騰につきましては、引き続

き原価低減努力を行うことにより、吸収すべく努力を継続します。

 　なお、事業計画策定時１元＝15.5円にて業績予想を算出しておりますが、為替レートが15.5円よりも円高・人

民元安となった場合には、子会社の円建債務の評価による為替差損が生じる可能性があります。
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(2）財政状態に関する分析

 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、営業活動によるキャッシュ・フローで9億

44百万円を得、設備購入を中心とした投資活動において24億21百万円支出し、その資金不足分を増資10億79百万円、

社債の発行5億円により賄ったことにより、最終的に6億18百万円となりました。

　＜営業活動によるキャッシュ・フロー＞

　営業活動の結果得られた資金は、9億44百万円となりました。これは、仕入債務の増加10億91百万円、ヘッジ会計の

終了によるデリバティブ解約に伴う収入5億2百万が資金面でプラス要因として作用し、減価償却計上前税金等調整前

当期純利益15億33百万円あったものの、売上債権の増加9億86百万円、棚卸資産の増加5億53百万円、利息の支払い2億

円及び税金等の支払い3億83百万円により資金マイナス要因として作用したことによるものです。

　＜投資活動によるキャッシュ・フロー＞

　投資活動の結果支出した資金は、24億21百万円となりました。これは、上海の増産のための設備投資及び内製化設

備等への投資による有形固定資産の購入が21億68百万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、17億32百万円となりました。これは、増資による調達10億79百万円、私募債の発

行による調達5億円があったことによるものです。

  キャッシュ・フロー指標のトレンド

 平成17年12月期 平成18年12月期 平成19年12月期

　自己資本比率（％） 31.3 29.0 34.3

 　時価ベースの自己資本比率（％） 183.1 171.5 79.1

 　償還年数 － － 7.7

 　インタレスト・カバレッジ・レシオ － － 0.2

 自己資本比率：株主（自己）資本÷総資産

 時価ベースの自己資本比率：株式時価総額÷総資産

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

ります。）

 インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー÷利払い

■　各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。

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

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

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

 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

 当社グループは、「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。

　平成19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。中長期的

に配当性向を10％台としていきます。事業の拡大と経営基盤の強化のために必要な内部留保につきましては、上海工

場における製造能力の拡大及び内製化のための設備投資並びに開発、製造、管理、営業に必要な人材への投資を行い、

業績の一層の向上に努めることにより、業績の向上を目指し、株主の皆様に多くの成果の配分が出来るように努力し

てまいります。 

(4）事業等のリスク

以下(1)～(5)における将来に関する事項は、提出日現在において判断したものです。

(1) 当社グループの経営体制について

①　中華人民共和国の生産拠点に生産のすべてを依存していることについて

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

有限公司）から仕入れております。2社とも完全子会社であり、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
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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89.9％（平成19年12月期）を占

めております。その需要先は、携帯電話市場であり、当社グループの業績は、携帯電話市場の動向等の影響を受ける

可能性があります。また、当社グループのモータ応用電子部品は、値下げ要求が激しいため、当社グループの売上高、

利益とも価格変動の影響を受ける可能性があります。

③　特定の販売先への依存度が高いことについて

　当社グループの販売先は、主に大手携帯電話メーカーが中心でありますが、特にソニーエリクソングループ（ソニー

エリクソン向け携帯電話製造メーカーを含む）への依存度が高くなっております。そのため、これらの販売先の動向

または方針の変化により、当社グループの業績に重要な影響を受ける可能性があります。なお、これらの販売先とは、

基本契約の締結はしておりますが、長期納入契約等は締結しておりません。

④　経営成績の変動について

　当社グループの売上高につきましては、平成13年12月期には、９ヶ月決算ということと振動モータの大口取引先の

受注が減少しました結果、価格下落の影響とあいまって、売上高減少という結果となりました。平成14年12月期は、

振動モータの新たな大口取引先からの受注が増加しました結果、売上高増加の結果となりました。平成15年12月期は、

振動モータの大口取引先の受注数が増加しました結果、価格下落の影響を超えることができ、更に、第４四半期より

始まった、オートフォーカス用リニアモータの販売により、売上高増加の結果となりました。平成16年12月期におい

てもこの傾向は続いております。

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

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

ました。

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

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

ンから当社生産子会社（上海思考電子有限公司及び思考電機（上海）有限公司）に移管し、平成13年12月期にはイン

ドネシア、大連から当社生産子会社に完全に移管しました結果、平成13年12月期から完全に当社グループでの自社アッ

センブリ製造となりました。その後、平成14年12月期からは、部品の一部を当社生産子会社にて製造を開始しました。

この完全自社アッセンブリ製造及び部品の内製化により製造原価の低減に努めてまいりました。平成17年12月期は、

オートフォーカス用リニアモータの多額の改良費を売上原価に計上いたしました。

　この結果、当社グループの経常損益及び当期純損益は、平成14年12月期において、価格下落の影響により、損益分

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

平成15年12月期及び平成16年12月期は、製造原価の更なる低減及び販売費及び一般管理費の削減により損益分岐点を

下げることができ、それを大幅に超える振動モータの受注に加え、オートフォーカスモータの販売が開始されたこと

により、経常損益、当期純損益ともに増益の結果となっております。

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

ります。 

 ⑤　為替変動の影響について

　当社グループの海外生産比率は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
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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。

 (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。

 

 (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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２．企業集団の状況
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

 当社グループは、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）目標とする経営指標

 当社グループは、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。　 

 

(3）中長期的な会社の経営戦略

 当社グループは、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。

 

(4）会社の対処すべき課題

 当社グループはこれまで新製品・新機種向けの新規開発、大量生産体制の整備、製造原価の低減のために積極的に開

発・技術投資、設備投資を行ってまいりましたが、これらの先行投資を大きな成果に結びつけることを経営の基本命

題と考え、その観点から前年度に当社グループの対処すべき３つの中期基本経営戦略（①携帯電話市場における当社

グループの真価発揮、②均衡ある体質づくりと新しい成長軌道、③販売単価下落の影響を受けない体質作り）を定め

ました。その経営戦略に沿って、短期の経営課題を明らかにし、その課題に取り組んでまいります。

 ① 携帯電話市場向けモータ応用電子部品

 平成20年の携帯電話市場は、当年度よりさらに増加が予想されておりますが、その大半は、中国、インド等の低価

格商品が主流となる一方、大手モバイルメーカーの高付加価値商品化戦略が進み、経済成長が進む中国等における低

付加価値商品から中高付加価値商品への買換えが進むものと予想されています。このため、携帯電話向け部品市場に

おいては、低付加価値商品向け部品の更なる価格競争の激化が進み、一方で高付加価値商品向け部品の更なる技術開

発（小型化・薄型化）要求が激化するという2極化が進捗することは必至であり、部品メーカーにとって引き続き厳

しい局面にあります。

 このような情勢の下、振動モータにつきましては、材料の高騰及び上海における人件費の高騰に対処すべく対策を

講じ、コストダウンを推進し、価格競争力を持って市場占有率を上げることによる量産効果を生かす一方で、品質向

上、高付加価値商品に対応すべく技術開発を推進し、付加価値増大に努めてまいります。

 また、オートフォーカス用リニアモータについては、新規顧客、特に大手モバイルメーカーとそのモバイルメーカー

へ部品を供給するモジュール（レンズメーカー、センサーメーカー含む）メーカーへの営業攻勢を引き続き積極的に

行ってまいります。

② その他市場向けモータ応用電子部品等

 その他市場につきましては、成熟した分野における激しい価格競争と高付加価値向けのニッチな分野における激し

い付加価値競争が激化している状況にあります。このような情勢の下、当社グループは、高付加価値向けのニッチな

分野における市場占有率のNo.1を目指すべく技術開発・営業攻勢をかけていくことにより、売上高の極大化よりは、

付加価値の極大化を目指すべく進んでまいります。特にFANモータについては、次世代記憶装置の冷却用FAN（カーナ

ビ用FANモータを中心とした）モータの販売を行ってまいります。また、振動モータ、オートフォーカス用リニアモー

タについても、独創的に思考した製品の開発・製造・販売を行い付加価値の増加に努めてまいります。
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 ③ 管理水準の向上

 新会社法の施行、金融商品取引法の成立等企業における内部統制の重要性が増している中、当社グループにおいて

も、内部管理体制の強化は急務であり、経営課題の中でも最重要項目であると認識しております。内部統制環境の再

構築（経営組織の再構築、職務権限と職責の見直し、人事・教育制度の再構築）、管理グループ、内部監査部門及び

監査役の増強によるモニタリングの強化、既存ERPシステムの見直しによるIT環境の強化を行うことにより、現状の

内部統制の再構築を行ってまいります。

 

(5）その他、会社の経営上重要な事項

特記すべき事項はありません。 
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４．連結財務諸表
(1）連結貸借対照表

  
前連結会計年度

（平成18年12月31日）
当連結会計年度

（平成19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   463,681   618,692  

２．受取手形及び売掛金 ※2  2,111,761   3,102,420  

３．たな卸資産   975,937   1,530,196  

４．未収還付消費税等   58,575   137,520  

５．デリバティブ資産   502,162   －  

６．繰延税金資産   49,484   188,616  

７．その他   378,802   211,034  

貸倒引当金   △24,025   △43,401  

流動資産合計   4,516,381 36.3  5,745,079 39.1

Ⅱ　固定資産        

１．有形固定資産        

(1)建物及び構築物  1,137,289   1,926,349   

減価償却累計額  206,306 930,983  294,776 1,631,573  

(2)機械装置及び運搬具  4,895,773   5,530,980   

減価償却累計額  947,345 3,948,427  1,286,497 4,244,483  

(3)工具器具及び備品  1,063,650   1,190,412   

減価償却累計額  656,648 407,002  875,797 314,614  

(4)土地   186,723   186,723  

(5)建設仮勘定   1,402,069   1,139,388  

有形固定資産合計   6,875,205 55.2  7,516,783 51.2

２．無形固定資産        

その他   205,913   198,653  

無形固定資産合計   205,913 1.6  198,653 1.4
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前連結会計年度

（平成18年12月31日）
当連結会計年度

（平成19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 ※1  516,257   482,225  

(2)繰延税金資産   －   31,811  

(3)その他 ※1  342,891   689,964  

投資その他の資産合計   859,148 6.9  1,218,304 8.3

固定資産合計   7,940,268 63.7  8,933,741 60.9

資産合計   12,456,649 100.0  14,678,820 100.0

        

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１．買掛金   969,691   1,362,533  

２．短期借入金   3,425,000   3,907,000  

３．1年内返済予定長期借入金   727,050   888,988  

４．1年内償還予定社債   40,000   274,000  

５．未払金   503,282   145,101  

６．未払法人税等   283,607   249,330  

７．賞与引当金   48,588   90,265  

８．その他   159,949   245,964  

流動負債合計   6,157,168 49.4  7,163,183 48.8
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前連結会計年度

（平成18年12月31日）
当連結会計年度

（平成19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   190,000   416,000  

２．長期借入金   2,139,385   1,820,397  

３．繰延税金負債   9,897   －  

４．その他   75,469   57,013  

固定負債合計   2,414,751 19.4  2,293,410 15.6

負債合計   8,571,920 68.8  9,456,593 64.4

        

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１．資本金   1,693,569 13.6  2,212,089 15.1

２．資本剰余金   2,129,368 17.1  2,647,888 18.0

３．利益剰余金   △218,789 △1.7  177,764 1.2

　　株主資本合計   3,604,147 29.0  5,037,742 34.3

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  3,959 0.0

２．為替換算調整勘定   231,524 1.8  145,821 1.0

　　評価・換算差額等合計   252,717 2.0  149,780 1.0

Ⅲ　新株予約権   27,863 0.2  34,703 0.3

純資産合計   3,884,729 31.2  5,222,226 35.6

負債純資産合計   12,456,649 100.0  14,678,820 100.0
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(2）連結損益計算書

  
前連結会計年度

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19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   6,539,033 100.0  10,645,676 100.0

Ⅱ　売上原価   4,814,937 73.6  7,736,648 72.7

売上総利益   1,724,095 26.4  2,909,027 27.3

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1.2  1,387,200 21.2  1,867,523 17.5

営業利益   336,895 5.2  1,041,504 9.8

Ⅳ　営業外収益        

１.受取利息  670   3,775   

２.受取配当金  10   6   

３.為替差益  －   92,322   

４.デリバティブ評価益  504,640   －   

５.その他  22,495 527,817 8.1 20,358 116,461 1.1

Ⅴ　営業外費用        

１．支払利息  95,232   153,452   

２．シンジケートローン手数料  7,600   8,703   

３. 株式交付費  4,740   5,666   

４．為替差損  252,866   －   

５．デリバティブ損失  －   18,832   

６．その他  62,869 423,309 6.5 34,431 221,086 2.1

経常利益   441,403 6.8  936,880 8.8

Ⅵ　特別利益        

１．前期損益修正益  － － － 26,981 26,981 0.2

Ⅶ　特別損失        

１．貸倒損失  11,294   －   

２．投資有価証券売却損  165,076   －   

３．関係会社株式売却損  －   2,656   

４．棚卸資産廃棄損  63,873   －   

５．前期損益修正損  11,370   －   

６．その他の特別損失 ※3 － 251,615 3.9 257,755 260,411 2.4

税金等調整前当期純利益   189,787 2.9  703,450 6.6

法人税、住民税及び事業税  262,805   339,526   

法人税等調整額  118,071 380,876 5.8 △169,227 170,299 1.6

当期純利益（損失△）   △191,088 △2.9  533,151 5.0
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(3）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度（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 243,569 243,568  487,137

剰余金の配当   △133,125 △133,125

当期純利益   △191,088 △191,088

新規連結に伴う減少   △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）

    

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

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 3,589,562

連結会計年度中の変動額

新株の発行     487,137

剰余金の配当     △133,125

当期純利益     △191,088

新規連結に伴う減少     △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）

21,192 94,582 115,774 25,339 141,113

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

21,192 94,582 115,774 25,339 295,164

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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当連結会計年度（自平成19年1月1日　至平成19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18年12月31日　残高（千円） 1,693,569 2,129,368 △218,789 3,604,147

連結会計年度中の変動額

新株の発行 518,520 518,520  1,037,041

剰余金の配当   △136,597 △136,597

当期純利益   533,151 533,151

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

    

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

518,520 518,520 396,553 1,433,594

平成19年12月31日　残高（千円） 2,212,089 2,647,888 177,764 5,037,742

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

為替換算調整勘
定

評価・換算差額
等合計

平成18年12月31日　残高（千円） 21,192 231,524 252,717 27,863 3,884,729

連結会計年度中の変動額

新株の発行     1,037,041

剰余金の配当     △136,597

当期純利益     533,151

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

△17,233 △85,703 △102,936 6,839 △96,096

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

△17,233 △85,703 △102,936 6,839 1,337,497

平成19年12月31日　残高（千円） 3,959 145,821 149,780 34,703 5,222,226
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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18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19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  189,787 703,450

減価償却費  592,430 830,090

貸倒引当金の増減額（減少△）  23,737 19,567

賞与引当金の増減額（減少△）  46,545 41,677

退職給付引当金の増減額（減少△）  △9,934 －

受取利息及び受取配当金  △670 △3,775

支払利息  95,232 149,055

株式交付費  4,740 △30,037

デリバティブ評価益  △504,640 502,162

為替差損益（差益△）  4,705 △92,322

投資有価証券売却損  165,076 2,656

売上債権の増減額（増加△）  △901,830 △986,270

たな卸資産の増減額（増加△）  66,131 △553,895

仕入債務の増減額（減少△）  45,600 1,091,405

未収消費税等の増減額（増加△）  △5,084 △78,679

その他資産の増減額（増加△）  △93,426 218,590

その他負債の増減額（減少△）  20,564 △288,760

小計  △261,036 1,524,916

利息及び配当金の受取額  670 3,775

利息の支払額  △100,341 △200,709

法人税等の支払額  △6,474 △383,244

営業活動によるキャッシュ・フロー  △367,181 944,737
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前連結会計年度

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19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  △28,048 △16,374

定期預金の払戻による収入  300,039 119,109

有形固定資産の取得による支出  △1,484,082 △2,168,540

関係会社株式の取得による支出  △100 △8,076

関係会社株式の売却による収入  － 2,343

投資有価証券の取得による支出  △492,835 －

その他投資の増減額（増加△）  △83,015 △349,856

投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,788,042 △2,421,394

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△）  954,319 486,715

長期借入れによる収入  － 600,000

長期借入金の返済による支出  △583,260 △757,050

社債発行による収入  － 500,000

社債の償還による支出  △40,000 △40,000

株式の発行による収入  482,396 1,079,101

新株予約権の発行による収入  27,863 －

配当金の支払額  △133,125 △136,597

財務活動によるキャッシュ・フロー  708,194 1,732,169

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  2,102 2,233

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額
　（減少△）

 △1,444,929 257,746

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  1,733,582 360,946

Ⅶ　新規連結に伴う現金及び現金同等物の増
加 

 72,290 －

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 ※ 360,946 618,692

    

－ 17 －



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18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19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　3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

 思考技研（香港）有限公司

(1)　連結子会社の数　3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 

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

 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)　非連結子会社の名称

 Think Tech Korea Co.,Ltd.
 

 （連結の範囲から除いた理由）

 非連結子会社は、小規模であり、

総資産、売上高、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

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

 Shanghai Lufa Shicoh Science ＆

Technology Co.,Ltd. 

　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.
 Shanghai Lufa Shicoh Science ＆

Technology Co.,Ltd. 

 

 

　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18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19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

 

 

  （会計方針の変更）  

  法人税法の改正に伴い、平成19年4月

1日以降に取得した有形固定資産につい

て、改正後の法人税法に基づく減価償

却方法に変更しております。

 これにより、営業利益、経常利益及

び税金等調整前中間純利益は、それぞ

れ、15,523千円減少しておりま

す。

 

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 (3) 重要な繰延資産の処理方法

 ①　株式交付費

　支出時に全額費用処理しております。

①　株式交付費

　同　左

   

 (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18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19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。

　なお、翌上期の賞与の支給は行わな

い見込みのため、当連結会計年度にお

いては、賞与引当金の計上はありませ

ん。

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

 （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。

　この退職金制度の廃止に伴い、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、長期未払金（固定負債「そ

の他」に計上しております。

③　──────

 

 

　

   

 (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、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。

同　左
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項目
前連結会計年度

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

 (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。

(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

　同　左

　

 

ハ　ヘッジ方針

　　同　左

　　

　

 

ニ　ヘッジの有効性評価の方法

同　左

 (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

────── ──────

   

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
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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の変更

項目

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19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

 当連結会計年度より、「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、

当連結会計年度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

金等調整前当期純利益は　1,441千円減少

しております。

　──────

　

５．有形固定資産の減価償却の

方法

─────

 

 

　平成19年度の法人税法の改正（（所得

税法等の一部を改正する法律　平成19年

3月30日　法律第6号）及び（法人税法施

行令の一部を改正する政令　平成19年3

月30日政令第83号））に伴い、平成19年

4月1日以降に取得したものについては、

改正後の法人税法等に基づく方法に変更

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18年12月31日）

当連結会計年度
（平成19年12月31日）

※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。

※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。

　投資有価証券　　　　　　　　　　　   5,000千円

　 その他（出資金）　　　　　　　　　  11,226千円

　その他（出資金）　　　　　　　　　  14,302千円

　 

※2.期末日満期手形 ※2.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　　　　　　　　　　　　 　   25,635千円　 　受取手形　　　　　　　　　　　　 　  11,267千円　

3．  　　　　　　　 3．  　　　　　　　

<財務制限条項>

当社借入金のうち、2,000,000千円については、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>

当社借入金のうち、2,000,000千円については、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）連結貸借対照表純資産の部の金額を、平成16年12月末

の連結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）連結貸借対照表純資産の部の金額を、平成16年12月末

の連結貸借対照表純資産の部の金額の75%以上に維持す

ること。 

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19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 152,775千円

給与・賞与 255,093

貸倒引当金繰入額  21,694

退職給付費用 999

減価償却費 56,929

研究開発費 240,214

運賃 199,839千円

給与・賞与 419,690

退職給付費用 216

減価償却費 312,853

研究開発費 197,865

※2.一般管理費に含まれる研究開発費 　240,214千円 ※2.一般管理費に含まれる研究開発費 　  197,865千円

            

 ※3.　　　　　　　　─────  ※3.　その他の特別損失 

 その他の特別損失は、取引先向けオートフォーカス用

リニアモータの生産立上までの未操業部分の人件費・経

費及び生産が正常な状態となるまでの異常歩留りに関す

る損失であります。
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（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（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

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及び第三者割当て）の行使によるものです。

２．新株予約権

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 26,422

合計 － 3,700 11,000 3,700 11,000 26,422

 （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27日

（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

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19年3月23日

定時株主総会
普通株式 136,597 2,500 平成18年12月31日 平成19年3月26日
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当連結会計年度（自平成19年1月1日　至平成19年12月31日）

１．発行済株式の種類及び総数

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 54,639 3,101 － 57,740

合計 54,639 3,101 － 57,740

 （注）普通株式の株式数の増加3,101株の内訳は、新株予約権（第三者割当て）の行使によるものが3,080株、新株予約権

（ストックオプション）の行使によるものが21株です。

２．新株予約権

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18年新株予約権 普通株式 11,000 － 3,080 7,920 34,703

合計 － 11,000 － 3,080 7,920 34,703

 （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。新株予約権の減少3,080株は、権利行使によるもので

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27日

（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

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19年3月23日

定時株主総会
普通株式 136,597 2,500 平成18年12月31日 平成19年3月26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18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19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18年12月31日現在） （平成19年12月31日現在）

（千円） （千円）

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

現金及び預金勘定 618,692

預入期間が３ヵ月を超える定期預金 －

現金及び現金同等物 618,692
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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18年12月31日）

当連結会計年度
（平成19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 11,226 14,302

 合計 16,226 14,302

(２）その他有価証券   

 非上場株式 507,433 482,225

 合計 507,433 482,225

 ２．前連結会計年度及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券

前連結会計年度
（自平成18年1月1日　至平成18年12月31日）

当連結会計年度
（自平成19年1月1日　至平成19年12月31日）

売却額（千円）
売却益の合計額

（千円）
売却損の合計額

（千円）
売却額（千円）

売却益の合計額
（千円）

売却損の合計額
（千円）

0 － 165,076 0 － 2,656
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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18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19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。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。

　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。

 (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。

当連結会計年度（自　平成19年1月1日　至　平成19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。

（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

該当事項はありません。

２．退職給付債務及びその内訳

 
前連結会計年度

（平成18年12月31日）
当連結会計年度

（平成19年12月31日）

退職給付債務（千円） － －

退職給付引当金（千円） － －

３．退職給付費用の内訳

 
前連結会計年度

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

退職給付費用（千円） 999 216

勤務費用（千円） 273 540

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

（6,834千円）については未払金として計上しております。        

－ 29 －



（ストック・オプション等関係）

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16年
ストック・オプション

平成17年
ストック・オプション

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　　48名 当社従業員　　40名 当社従業員　　47名

ストック・オプション数 普通株式　　 300株 普通株式　　 100株 普通株式　　 100株

付与日 平成16年4月19日 平成18年3月20日 平成18年11月30日

権利確定条件
 権利確定条件は付されてお

りません。

 権利確定条件は付されてお

りません。

 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。

 対象勤務期間の定めはあり

ません。

 対象勤務期間の定めはあり

ません。

権利行使期間
 平成18年4月1日から平成23

年3月31日まで

 平成19年4月1日から平成24

年3月31日まで

 平成20年4月1日から平成25

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16年
ストック・オプション

平成17年
ストック・オプション

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 261 － －

権利確定 － 100 100

権利行使 60 － －

失効 66 18 16

未行使残 135 82 84

②　単価情報

平成16年
ストック・オプション

平成17年
ストック・オプション

平成18年
ストック・オプション

権利行使価格　　　　　　（円） 166,667 531,720 404,700

行使時平均株価　　　　　（円） 396,692 － －

公正な評価単価（付与日）（円） － － 189,841
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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10ヶ月

予想配当（注3） 2,084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16年12月期の配当実績、平成17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期間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

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。 
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（税効果会計関係）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19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 35,652

未払事業税 19,348

繰延未実現利益 12,206

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

繰越欠損金 445,247

その他 5,356

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

連結会社間内部利益の消去 5,978

繰延税金資産の純額 39,587

 （千円）

（繰延税金資産）  

棚卸資産評価引当金 17,905

未払事業税 18,055

繰延未実現利益 19,776

貸倒引当金超過額 8,293

 未払賞与 11,888

一括償却資産償却超過額 9,029

 賞与引当金超過額 1,114

繰越欠損金 395,556

その他 6,371

繰延税金資産小計 487,987

評価性引当額 △267,559

繰延税金資産合計 220,428

（繰延税金負債）  

その他有価証券評価差額金 －

連結会社間内部利益の消去 －

繰延税金資産の純額 220,428

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 0.5

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

連結会社間内部利益の消去 △2.7

存外子会社との税率差異 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

 （％）

法定実効税率 40.6

（調整）  

住民税均等割額 0.2

留保金課税 3.2

存外子会社との税率差異 △22.0

その他 2.2

税効果会計適用後の法人税等の負担率 24.2
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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。

当連結会計年度（自平成19年1月1日　至平成19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

営業利益又は営業損失（△） 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

当連結会計年度（自平成19年1月1日　至平成19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 8,408,429 2,237,246 10,645,676 － 10,645,676

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高
1,912,587 9,972,867 11,885,454 (11,885,454) －

計 10,321,016 12,210,114 22,531,131 (11,885,454) 10,645,676

営業費用 9,477,136 12,699,470 22,176,607 (12,572,435) 9,604,172

営業利益又は営業損失（△） 843,880 △489,356 354,523 686,980 1,041,504

Ⅱ．資産 17,192,725 12,996,021 30,188,747 (15,509,926) 14,678,820

　（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。

当連結会計年度（自平成19年1月1日　至平成19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）
5,604,887 45,296 326,803 115,371 483 6,092,843

Ⅱ　連結売上高

（千円）
－ － － － － 10,645,676

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上

高の割合（％）
52.6 0.4 3.1 1.1 0.0 57.2

　（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、フィリピン

（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。

－ 34 －



（関連当事者との取引）

前連結会計年度（自平成18年1月1日　至平成18年12月31日）

(1) 子会社等

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
(千円)

科目
期末残高
(千円)

役員の兼
任等
（人）

事業上の
関係

子会社

ThinkTech 

Korea 

Co.,LTD.

大韓民国
200

千ウォン 

一般貿易

販売業

(所有)

直接　

100.0

役員3人
当社製品

の販売

当社製品の

販売
3,891 売掛金 2,642

販売代行手

数料の支払
48,755  － －

　

 　　　(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

 

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

人株主が議

決権の過半

数を実質的

に所有する

会社

株式会

社ソー

イ

大和

市中

央林

間

10,000

 千円

サービス

業

(所有)

直接　－
役員　- 開発委託

業務委託

手数料の

支払

79,839 未払金 20,957

役員及び個

人株主が議

決権の過半

数を実質的

に所有する

会社

ThinkT

ech 

TAIWAN

 

Co.,LT

D.

中華

民国

10,000

 NT$

一般貿易

販売業

(所有)

直接　－
役員2人

当社製品

の販売

当社製品

の販売
20,231 売掛金 20,446

運転資金

の貸付
3,000 短期貸付金 3,000

 （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等の決定方針等

 ①株式会社ソーイとの業務委託につきましては、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、一般の取引条件を勘案して決定しておりま

す。

②ThinkTech TAIWAN Co.,LTD.への製品販売、販売代行手数料につきましては、一般の取引条件を勘案して決

定しております。また、貸付につきましては、当社の短期借入金の平均金利と同様の金利にて貸付を行って

おります。
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当連結会計年度（自平成19年1月1日　至平成19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

 

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
（人）

事業上の
関係

子会社

ThinkTech 

Korea 

Co.,LTD.

大韓民国
200

千ウォン 

一般貿易

販売業

(所有)

直接　

100.0

役員3人
当社製品

の販売

当社製品の

販売
7,013 売掛金 1,537

販売代行手

数料の支払
45,158  － －

　

 　　　(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

 

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

人株主が議

決権の過半

数を実質的

に所有する

会社

株式会

社ソー

イ

大和

市中

央林

間

10,000

 千円

サービス

業

(所有)

直接　－
役員　- 開発委託

業務委託

手数料の

支払

19,959 未払金 －

役員及び個

人株主が議

決権の過半

数を実質的

に所有する

会社

ThinkT

ech 

TAIWAN

 

Co.,LT

D.

中華

民国

10,000

 NT$

一般貿易

販売業

(所有)

直接　－
役員2人

当社製品

の販売

当社製品

の販売
323,570 売掛金 203,834

 （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等の決定方針等

 ①株式会社ソーイとの業務委託につきましては、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、一般の取引条件を勘案して決定しておりま

す。

②ThinkTech TAIWAN Co.,LTD.への製品販売、販売代行手数料につきましては、一般の取引条件を勘案して決

定しております。また、貸付につきましては、当社の短期借入金の平均金利と同様の金利にて貸付を行って

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18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

 

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

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       89,842.80円

１株当たり当期純利益金額         9,339.44円

潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額
9,320.99円

　（注）　１株当たり当期純損失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18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19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） △191,088 533,151

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益（損失△）（千円） △191,088 533,151

期中平均株式数（株） 53,539 57,086

   

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4種類

新株予約権の数　     11,371個

新株予約権4種類

新株予約権の数　      8,086個

（重要な後発事象）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日

至　平成18年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

────── ────── 
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５．個別財務諸表
(1）貸借対照表

  
前事業年度

（平成18年12月31日）
当事業年度

（平成19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   403,367   442,858  

２．受取手形 ※3  99,806   70,064  

３．売掛金 ※2  1,619,381   3,083,172  

４．製品   265,828   370,769  

５．原材料   26,105   43,680  

６．前払費用   12,071   42,208  

７．繰延税金資産   49,484   60,620  

８．未収入金 ※2  4,655,312   －  

９．未収還付消費税等   45,954   103,977  

10．関係会社短期貸付金   94,709   91,709  

11．デリバティブ資産   502,162   －  

12．その他   7,931   11,789  

貸倒引当金   △17,520   △20,407  

流動資産合計   7,764,596 60.9  4,300,443 25.0

Ⅱ　固定資産        

(1)有形固定資産        

１．建物  180,379   180,379   

減価償却累計額  36,894 143,485  41,865 138,513  

２．構築物  57,752   57,752   

減価償却累計額  33,931 23,820  36,531 21,220  

３．機械及び装置  158,258   164,558   

減価償却累計額  56,240 102,017  77,400 87,157  

４．車両運搬具  4,807   8,666   

減価償却累計額  4,567 240  4,856 3,809  

５．工具器具及び備品  1,086,675   1,186,001   

減価償却累計額  820,767 265,908  1,004,344 181,656  

６．土地   186,723   186,723  

７．建設仮勘定   130,775   198,920  

有形固定資産合計   852,970 6.7  818,002 4.8
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前事業年度

（平成18年12月31日）
当事業年度

（平成19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
（％）

(2）無形固定資産        

１．電話加入権   414   414  

２．ソフトウェア   8,438   20,674  

無形固定資産合計   8,853 0.1  21,089 0.1

(3）投資その他の資産        

１．投資有価証券   516,257   482,225  

２．出資金   96,962   85,736  

３．関係会社出資金   3,344,318   4,207,169  

４．長期前払費用   80,928   72,953  

５．長期未収入金   －   6,821,579  

６．繰延税金資産   －   12,035  

７．保険積立金   32,485   39,189  

８．その他   53,709   332,300  

投資その他の資産合計   4,124,661 32.3  12,053,189 70.1

固定資産合計   4,986,485 39.1  12,892,281 75.0

資産合計   12,751,082 100.0  17,192,725 100.0

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１．買掛金 ※2  756,964   2,767,077  

２．短期借入金   3,425,000   3,907,000  

３．一年内返済予定長期借入金   607,050   888,988  

４．一年内償還予定社債   40,000   274,000  

５．未払金   144,475   96,986  

６．未払費用   10,306   35,871  

７．未払法人税等   274,166   216,910  

８．前受金   32,357   31,299  

９．預り金   6,543   40,398  

10．賞与引当金   －   31,998  

11．その他   －   333  

流動負債合計   5,296,863 41.5  8,290,863 48.2
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前事業年度

（平成18年12月31日）
当事業年度

（平成19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   190,000   416,000  

２．長期借入金   1,859,385   1,820,397  

３．繰延税金負債   3,918   －  

４．その他   9,262   6,834  

固定負債合計   2,062,566 16.2  2,243,231 13.1

負債合計   7,359,429 57.7  10,534,095 61.3

        

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１．資本金   1,693,569 13.3  2,212,089 12.9

２．資本剰余金        

(1）資本準備金  2,129,368   2,647,888   

資本剰余金合計   2,129,368 16.7  2,647,888 15.4

３．利益剰余金        

(1）利益準備金  6,850   6,850   

(2）その他利益剰余金        

繰越利益剰余金  1,512,809   1,753,139   

利益剰余金合計   1,519,659 11.9  1,759,989 10.2

株主資本合計   5,342,597 41.9  6,619,967 38.5

Ⅱ　評価・換算差額等        

１．その他有価証券評価差額金  21,192   3,959   

評価・換算差額等合計   21,192 0.2  3,959 0.0

Ⅲ　新株予約権   27,863 0.2  34,703 0.2

純資産合計   5,391,653 42.3  6,658,630 38.7

負債純資産合計   12,751,082 100.0  17,192,725 100.0
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(2）損益計算書

  
前事業年度

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19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 ※1  5,572,384 100.0  10,321,016 100.0

Ⅱ　売上原価        

１．期首製品棚卸高  278,420   265,828   

２．当期製品仕入高 ※1 4,100,004   8,200,008   

合　計  4,378,424   8,465,836   

３．他勘定振替高  63,873   17,574   

４．期末製品棚卸高  265,828 4,048,723 72.7 370,769 8,077,491 78.3

売上総利益   1,523,661 27.3  2,243,525 21.7

Ⅲ　販売費及び一般管理費        

１．運賃  41,387   55,711   

２．支払手数料  23,357   84,456   

３．役員報酬  48,990   50,300   

４．給与・賞与  95,219   293,416   

５．賞与引当金繰入額  －   2,743   

６．福利厚生費  3,864   1,171   

７．退職給付費用  803   216   

８．旅費交通費  41,316   59,813   

９．減価償却費  134,549   241,192   

10．消耗品費  9,815   45,800   

11．開発研究費 ※2 240,214   197,865   

12．関連会社支援費  48,755   21,682   

13．貸倒引当金繰入額  15,477   2,886   

14．業務委託費  54,118   27,209   

15．その他  158,947 916,817 16.5 315,178 1,399,644 13.6

営業利益（損失△）   606,844 10.9  843,880 8.1
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前事業年度

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19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
（％）

Ⅳ　営業外収益        

１．受取利息  1,757   3,139   

２．受取配当金  10   6   

３．為替差益  13,661   －   

４．デリバティブ評価益  504,640   －   

５．その他  9,683 529,752 9.5 463 3,608 0.0

Ⅴ　営業外費用        

１．支払利息  77,761   132,785   

２．社債利息  1,966   4,396   

３．シンジケートローン手数料  7,600   8,703   

４．株式交付費  4,740   5,666   

５．デリバティブ損失  －   18,832   

６．為替差損  －   37,506   

７．その他  25,331 117,398 2.1 34,172 242,063 2.3

経常利益（損失△）   1,019,197 18.3  605,426 5.8

Ⅵ　特別利益        

１．固定資産売却益 ※3 53,048   72,420   

２．前期損益修正益  － 53,048 1.0 26,981 99,402 1.0

Ⅶ　特別損失        

１．固定資産売却損 ※4 15,288   1,010   

２．貸倒損失  11,294   －   

３．投資有価証券売却損  165,076   2,656   

４．棚卸資産廃棄損  63,873   －   

５．前期損益修正損  11,370 266,903 4.8 － 3,666 0.0

税引前当期純利益
（損失△）

  805,342 14.5  701,161 6.8

法人税、住民税及び事業税  262,805   339,526   

法人税等調整額  113,926 376,731 6.8 △15,291 324,235 3.1

当期純利益（損失△）   428,610 7.7  376,926 3.7
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(3）株主資本等変動計算書

前事業年度（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
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

事業年度中の変動額

新株の発行（千円） 243,569 243,568 243,568    487,137

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

当期純利益（千円）     428,610 428,610 428,610

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）
（千円）

       

事業年度中の変動額合計
（千円）

243,569 243,568 243,568 － 295,485 295,485 782,623

平成18年12月31日　残高
（千円）

1,693,569 2,129,368 2,129,368 6,850 1,512,809 1,519,659 5,342,597

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

評価・換算差額等合
計

平成17年12月31日　残高
（千円）

－ － 2,523 4,562,496

事業年度中の変動額

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）    428,610

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）
（千円）

21,192 21,192 25,339 46,531

事業年度中の変動額合計
（千円）

21,192 21,192 25,339 829,154

平成18年12月31日　残高
（千円）

21,192 21,192 27,863 5,391,653
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当事業年度（自平成19年1月1日　至　平成19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
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18年12月31日　残高
（千円）

1,693,569 2,129,368 2,129,368 6,850 1,512,809 1,519,659 5,342,597

事業年度中の変動額

新株の発行（千円） 518,520 518,520 518,520    1,037,041

剰余金の配当（千円）     △136,597 △136,597 △136,597

当期純利益（千円）     376,926 376,926 376,926

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）
（千円）

       

事業年度中の変動額合計
（千円）

518,520 518,520 518,520  240,329 240,329 1,277,370

平成19年12月31日　残高
（千円）

2,212,089 2,647,888 2,647,888 6,850 1,753,139 1,759,989 6,619,967

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

評価・換算差額等合
計

平成18年12月31日　残高
（千円）

21,192 21,192 27,863 5,391,653

事業年度中の変動額

新株の発行（千円）    1,037,041

剰余金の配当（千円）    △136,597

当期純利益（千円）    376,926

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）
（千円）

△17,233 △17,233 6,839 △10,393

事業年度中の変動額合計
（千円）

△17,233 △17,233 6,839 1,266,976

平成19年12月31日　残高
（千円）

3,959 3,959 34,703 6,658,630
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

(1)子会社出資金

　移動平均法による原価法

(1)子会社出資金

　同　左

 (2)その他有価証券

　時価のないもの

　　移動平均法による原価法

(2)その他有価証券

　時価のないもの

　　同　左

２．デリバティブ等の評価基

準及び評価方法

(1)デリバティブ

 時価法

(1)デリバティブ

 時価法

 ３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

 製品及び原材料

  総平均法による原価法

 製品及び原材料

 同　左

４．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。

(1)有形固定資産

　同　左

 　建物　　　　　　　5年～38年

　機械及び装置　　　5年～11年

　工具器具及び備品　2年～11年

 

   （会計方針の変更）

 法人税法の改正に伴い、平成19年4月1日

以降に取得した有形固定資産について、改

正後の法人税法に基づく減価償却方法に変

更しております。

 これにより、営業利益、経常利益及び税

金等調整前中間純利益は、それぞれ、

15,523千円減少しております。

 

 (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

５．繰延資産の処理方法

 (1)株式交付費

　 支出時に全額費用として処理しており

ます。

(1)株式交付費

　 支出時に全額費用として処理しており

ます。

６．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

 (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期の負担に属する部分

を計上しております。

　なお、翌上期の賞与の支給は行わない見

込みのため、当事業年度においては、賞与

引当金の計上はありません。

(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期の負担に属する部分

を計上しております。
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項目
前事業年度

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

 (3) 退職給与引当金

 　（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。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）

については長期未払金（固定負債「その

他」）として計上しております。        

(3)         ──────

 　

 

 ７．ヘッジ会計の方法 （1）ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理を採用しております。

当事業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。

 

（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。

 

（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。

 

８．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

　税抜方式によっております。

(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

項目
前事業年度

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19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

  当事業年度より、「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　

5,363,790千円であります。

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。

 ──────

 ３．繰延資産の会計処理に関

する当面の取り扱い

  当事業年度より、「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

　当事業年度より、「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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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成18年12月31日）

当事業年度
（平成19年12月31日）

 ──────  ──────

※２．関係会社に対する資産及び負債 ※２．関係会社に対する資産及び負債

売掛金               321,460千円

未収入金          4,391,526千円

買掛金          505,978千円

売掛金                   306,143千円

未収入金                 6,821,579千円

買掛金                 2,246,143千円

※３．期末日満期手形 ※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。

　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　　　　　　　　　　         25,635千円 　受取手形　　　　　　　　　　          11,267千円

４． 　　　　　　　　────── ４． 　　　　　　　　──────

<財務制限条項>

当社借入金のうち、2,000,000千円については、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>

当社借入金のうち、2,000,000千円については、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）貸借対照表純資産の部の金額を、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）貸借対照表純資産の部の金額を、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。 
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

※１．売上高には、関係会社への売上高1,352,474千円が

含まれております。また、売上原価には、関係会社か

らの製品仕入高3,782,667千円が含まれております。

※１．売上高には、関係会社への売上高1,912,587千円が

含まれております。また、売上原価には、関係会社か

らの製品仕入高7,473,245千円が含まれております。

※２．研究開発費の総額

一般管理費に含まれる研究開発費　240,214千円

※２．研究開発費の総額

一般管理費に含まれる研究開発費　197,865千円

※３．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       40,358千円

機械及び装置        12,690千円

計        53,048千円

※３．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             9,180千円

工具器具及び備品            40,343千円

金型            19,048千円

その他             3,848千円

計            72,420千円

※４．固定資産売却損の内容は次のとおりであります。　

工具器具及び備品       9,849千円

機械及び装置        5,439千円

計        15,288千円

※４．固定資産売却損の内容は次のとおりであります。　

機械及び装置             1,010千円

計             1,010千円

  

（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（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。

当事業年度（自平成19年1月1日　至平成19年12月31日）

 該当事項はありません。
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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）

　前事業年度（自平成18年1月1日　至平成18年12月31日）及び当事業年度（自平成19年1月1日　至平成19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。

（税効果会計関係）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

１．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 １．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

平成18年12月31日現在

繰延税金資産  

未払事業税等否認 19,348千円

繰延未実現利益       12,206千円

棚卸資産評価損引当金     8,985千円

貸倒引当金繰入超過額       7,120千円

退職給付引当金限度超過額       3,763千円

一括償却資産償却超過額       3,300千円

その他       5,356千円

繰延税金資産計 60,081千円

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 14,515千円

繰延税金負債計 14,515千円

繰延税金資産の純額 45,565千円

平成19年12月31日現在

繰延税金資産  

未払事業税等否認      18,055千円

棚卸資産評価損引当金      17,905千円

貸倒引当金繰入超過額       8,293千円

未払賞与       11,888千円

賞与引当金超過額        1,114千円

一括償却資産償却超過額        9,029千円

その他        6,371千円

繰延税金資産計       72,655千円

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金       －千円

繰延税金負債計       －千円

繰延税金資産の純額     72,655千円

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

との間の差異の主な原因別の内訳

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

との間の差異の主な原因別の内訳

平成18年12月31日現在

  ％

法定実効税率 40.6

留保金課税 5.8

住民税均等割 0.3

その他 0.2

税効果会計適用後の法人税等の負担率 46.9

平成19年12月31日現在

  ％

法定実効税率 40.6

留保金課税 3.2

住民税均等割 0.2

その他 2.2

税効果会計適用後の法人税等の負担率 46.2
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

１株当たり純資産額     98,167.80円

１株当たり当期純利益金額         8,005.62円

潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額
    7,974.27円

１株当たり純資産額      114,719.90円

１株当たり当期純利益金額       6,602.78円

潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額
      6,589.75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。

 
前事業年度

(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当事業年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19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） 428,610 376,926

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益（損失△）（千円） 428,610 376,926

期中平均株式数（株） 53,539 57,086

   

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） 210 113

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1種類

新株予約権の数　99個 　　　　

　　　

新株予約権3種類

新株予約権の数　　8,086個 　

　　　　　　

（重要な後発事象）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

 　　　　　　　　　──────  　　　　　　　　　──────
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６．その他
(1）役員の異動

　当社は、平成20年３月21日開催予定の株主総会及び株主総会後の取締役会に付議する役員の異動を内定いたしました

ので、お知らせいたします。

 １．取締役候補者（平成20年3月21日付）

 取締役　浅川　治男

 

２．監査役候補者（平成20年3月21日付）

 監査役　笹岡　久

 監査役　田村　稔郎

 

３．監査役辞任

　　監査役　長谷川　廣史（平成20年3月21日付）

　　平成20年3月21日付辞任の報告を受けております。
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