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1.  20年12月期の業績（平成20年1月1日～平成20年12月31日） 

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 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 ％

20年12月期 15,686 △43.7 △4,898 ― △4,693 ― △4,411 ―

19年12月期 27,880 △19.0 △1,902 ― △2,201 ― △468 ―

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 ％ ％ ％

20年12月期 △4,503.46 ― △10.3 △9.1 △31.2

19年12月期 △473.01 ― △1.0 △3.2 △6.8

（参考） 持分法投資損益 20年12月期  ―百万円 19年12月期  ―百万円

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

20年12月期 43,802 40,744 92.6 43,072.97
19年12月期 59,491 45,347 76.1 45,734.55

（参考） 自己資本   20年12月期  40,553百万円 19年12月期  45,256百万円

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

20年12月期 1,381 △8 △1,072 16,653
19年12月期 3,953 5,794 △10,600 16,527

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
純資産配当

率（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

19年12月期 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.0 0.0
20年12月期 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.0 0.0

21年12月期 
（予想）

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ――― 0.0 ―――

3.  21年12月期の業績予想（平成21年1月1日～平成21年12月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期累計期間 2,045 △76.7 △4,328 ― △4,315 ― △4,229 ― △4,492.28

通期 6,688 △57.4 △7,351 ― △7,344 ― △7,261 ― △7,712.22
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4.  その他 
(1) 重要な会計方針の変更 

 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、43ページ「１株当たり情報」をご覧ください。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 20年12月期  989,544株 19年12月期  989,544株

② 期末自己株式数 20年12月期  48,043株 19年12月期  ―株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 前項の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。 
 実際の業績は、今後、様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。 
 業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、5ページ「１．経営成績（5）次期の見通し」をご覧下さい。  
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

当期（平成20年１月１日～平成20年12月31日）の我が国経済は、前期から続く米国金融危機の更なる悪化の影響を

受けて、急激な株安や、過度の円高進行、消費低迷、輸出の減速が進み、マイナス成長となりました。

また、原油及び原材料価格の高騰にも歯止めがかからず、物価上昇による個人消費の低迷も影響して、企業の収益

率は低下し、景気減速に拍車がかかりました。

特に、製造業は輸出量低下の影響が著しく、受注の急減による減産や人員削減などの調整を迫られました。

半導体市場は、当初の予測では、オリンピック年ということもあり、順調に成長するものとみられていましたが、

世界的な景気悪化の波はさけられず、パソコン、携帯電話、デジタル・テレビなどの民生機器全般の需要減少による

在庫過多や、収益率の低下などが影響し、厳しい状況にさらされました。 

当社では、平成19年に掲げた新事業戦略に基づき、国内顧客をメインとしたビジネスを展開しております。また、

営業基盤を拡大するため、新規分野での顧客開拓にも注力し、一部の分野や顧客に集中しているプロダクトミックス

（製品構成）の偏りの改善にも取り組みました。さらに、ＡＳＰ（平均販売単価）向上のため、付加価値の高い製品

の受注に特化してまいりました。

この他、工場の品質管理の徹底、サイクルタイム（開発～生産に要する期間）の短縮、歩留り（良品生産率）の向

上、及びコスト削減に全社一丸となって取り組み、早期の業績回復に向けて努力しております。

しかし、当期は、この度の景気悪化が消費低迷を招き、顧客が軒並み減産を選択したことから、当社への受注が大

幅に減少し、売上高が15,686百万円（前期は27,880百万円）となりました。

この売上高の減少により、営業損失が4,898百万円（前期は1,902百万円）、経常損失は4,693百万円（前期は2,201

百万円）となりました。

 

(2）財政状態に関する分析

 ①　資産、負債及び純資産の状況

（総資産）

当期末の総資産につきましては、前期末に比べて15,689百万円減少し、43,802百万円となりました。これは主に、

社債の繰上償還に伴う投資有価証券（自己社債）の減少7,627百万円、売上の減少に伴う売掛金の減少3,602百万円等

によるものであります。

（負債）

当期末の負債につきましては、前期末と比べて11,088百万円減少し、3,057百万円となりました。これは主に、繰上

償還を行なったことによる社債の減少7,840百万円等によるものであります。

（純資産）

当期末の純資産につきましては、前期末と比べて4,603百万円減少し、40,744百万円となりました。これは主に、当

期純損失4,411百万円を計上したこと等によるものであります。

 ②　キャッシュ・フローの状況

当期における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、16,653百万円（前年同期比126百万円増）となりま

した。

また、当期における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

  （営業活動によるキャッシュ・フロー）

当期において営業活動の結果得られた資金は、1,381百万円（同2,571百万円減）となりました。これは主に税引前

当期純損失が4,406百万円（前年同期463百万円）、仕入債務の減少が1,720百万円（同1,200百万円）となったものの、

売上債権の減少が3,602百万円（同2,288百万円）、減価償却費が3,450百万円（同4,783百万円）計上されたこと等に

よるものであります。

 （投資活動によるキャッシュ・フロー）

当期において投資活動の結果使用した資金は8百万円（前年同期は得られた資金5,794百万円）となりました。これは

主に、固定資産に計上されていた余剰生産設備の売却による収入が256百万円（前年同期5,237百万円）となったものの、

固定資産の取得による支出が271百万円（同631百万円）計上されたこと等によるものであります。
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 （財務活動によるキャッシュ・フロー）

当期において財務活動の結果使用した資金は1,072百万円（前年同期10,600百万円）となりました。これは、有利子

負債削減を目的とした短期借入金の返済による支出が681百万円（前年同期は増減なし）、資本政策として実施してい

る自己株式の取得による支出が391百万円（前年同期は取得なし）あったこと等によるものであります。

なおキャッシュ・フロー指標については次のとおりであります。

 2004年12月期 2005年12月期 2006年12月期 2007年12月期 2008年12月期

自己資本比率（％） 51.9 55.9 59.7 76.2 92.6

時価ベースの自己資本比率（％） 42.7 39.7 33.2 14.8 14.2

キャッシュ・フロー対有利子負

債比率（年）
1.0 3.6 0.6 27.3 26.2

インタレスト・カバレッジ・レ

シオ（倍）
72.8 0.8 29.5 61.3 47.2

 （注）１．自己資本比率：自己資本／総資産

２．時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

３．キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

４．インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

 ※各指標は、いずれも財務数値より計算しております。

 ※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式（自己株式控除後）により算出しております。

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

ます。有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としてお

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

 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

利益の用途は、企業体質の強化および積極的な事業展開を可能とする体制の確保を優先的に考えておりますが、収

益の状況や市場の成熟度に応じて、配当等の利益還元も考えてまいります。

当期は、業績が思うように回復致しませんでしたので、無配とさせていただきます。

次期の配当につきましても、現時点では無配とさせていただく予定です。

(4）事業等のリスク

　当社の経営成績、株価及び財務状況に影響を及ぼす可能性のある主なリスクを以下に記載致します。但し、これら

は当社事業リスクを必ずしも全て網羅するわけではないことにご留意下さい。

①　当社はＵＭＣグループの１社であります。従って、ＵＭＣグループ全体の経営方針の変化に影響を受ける可能

性があります。

②　当期の売上のうち、得意先上位３社に対する売上が約60％を占めており、一部特定顧客への依存度が高くなっ

ております。その一部特定顧客の営業状況により、売上高全体の経営成績に影響が出る可能性があります。

③　半導体需要が大きく変動し、市場全体が供給力過多となった場合は、生産能力に見合った受注が困難となる可

能性があります。

④　ＵＭＣへのアウトソーシングをしておりますが、当社が所有する工場は館山の１ヶ所のみであり、何らかの理

由で操業が停止した場合、生産能力が著しく低下する可能性があります。

 

ユー・エム・シー・ジャパン㈱（６９３９）　平成 20 年 12 月期決算短信（非連結）

－ 4 －



　(5）次期の見通し

今期の半導体市場は、クリスマス商戦での消費が伸びず、その後も景気悪化による需要減少が続いております。

この影響を受けて、当社の顧客であるメーカー各社も、多くの在庫を抱え、さらに景気悪化による大幅な売上げ減

少となり、減産や開発時期を遅らせるなどの対応をとっております。

当社におきましては、顧客の減産による既存製品の受注減少（本決算短信45ページをご参照下さい。）と、新製品

の開発時期及び製造時期が半年から１年程遅れる見込みとなったことにより、売上高が前年度比で57.4％減少する見

通しとなっております。

損益につきましては、コストダウンを進めており、収益改善に向けた一層の努力を続け、業績回復に努めてまいり

ます。

以上から、次期の業績予想は次の通りであります。

　　　　売上高　　　　　　　　　6,688百万円（前年度比　57.4％減）

　　　　営業損失　　　　　　 　 7,351百万円（前年同期　4,898百万円損失）

　　　　経常損失　　　　　　 　 7,344百万円（前年同期　4,693百万円損失）

　　　　当期純損失　　　　　 　 7,261百万円（前年同期　4,411百万円損失）

　

２．企業集団の状況
当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社（ユー・エム・シー・ジャパン株式会社）及び、親会社１社により

構成され、半導体製品の前工程の受託生産を主な事業としております。当事業の内容及び位置づけは、次のとおりであ

ります。

・ユナイテッド・マイクロエレクトロニクス・コーポレーション（ＵＭＣ）は当社の親会社であります。
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社の目標は「お得意様から選び抜かれたファウンドリーとなる」ことです。

　　　そのためにＵＭＣグループの総合力を活用して、新たな発展・成長を図ります。

　また、企業価値増大のための経営の合理化を推し進め、優れたファウンドリーサービスの供給に努め、高収益体質

の企業づくりを目指すことで、顧客・株主・社会からの信頼を確保してまいります。

(2）目標とする経営指標

　当社は企業収益性及び株主価値最大化を重視しておりますが、事業の性格上、売上の変動によって、各種指標は大

きく影響を受けます。

　従って、自社製造分について、稼働率100％の場合に売上総利益率10％を確保するコスト体質を目標としております。

(3）中長期的な会社の経営戦略

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

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

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

　　　今後は、市場基盤と顧客ベースの更なる拡大、ＡＳＰ（平均販売単価）の向上、親会社のＵＭＣへのアウトソーシ

　　ング事業の強化、オペレーションコストの継続的削減を行い、顧客満足度の向上、収益改善に務めてまいります。

 

(4）会社の対処すべき課題

　当社は、「優れたソリューションサービスの提供」を目標に掲げ、次の課題に取り組んでおります。

　　　①　顧客基盤の拡大

　　　　　優れたソリューションサービスの提供による新規顧客の開拓や、既存顧客とのパートナーシップ強化に力を入

　　　　れてまいります。

　　　②　収益率の向上

　　　　　付加価値の高いビジネスを獲得し、ＡＳＰ（平均販売単価）を高めることで、収益率の向上に繋げてまいりま

　　　　す。

　　　③　品質の維持・管理

　　　　　工場の環境整備や品質管理の意識を徹底し、歩留り（良品生産率）の改善に継続的に取り組みます。

      ④　コスト管理の徹底

　　　　　業務効率を高め、無駄を省き、継続的なコスト管理に取り組みます。

 

(5）内部管理体制の整備・運用状況

①内部牽制組織、組織上の業務部門及び管理部門の配置状況、社内規程の整備状況その他内部管理体制の整備の状況

　　　当社は従来から、社長直属の内部監査室を設置しております。

　　　当社はファウンドリー（半導体の受託製造）専業のため、事業部制などはなく、いわゆる管理部門の機能は、本社

　　に集中しておりますが、部や指揮系統を分けることで相互牽制を確保しております。社内規程は適切に整備されてお

　　り、セルフアセスメント及び内部監査の実施により、適切に管理されております。

　　②内部管理体制の充実に向けた取組みの最近１年間における実施状況

　企業不祥事が多発し、内部統制についても重要性が強まる中、当社は、内部統制の基本方針の見直しを行いました。

また、企業倫理、個人情報保護や情報セキュリティーに関する社内教育も実施致しました。

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

を図りました。

　さらに、親会社のＵＭＣがニューヨーク証券取引所に上場している関係から、米国企業改革法（ＳＯＸ法）第404条

に基づく定期的な監査も実施しております。

(6）その他、会社の経営上重要な事項

　該当事項はありません。
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４．財務諸表
(1）貸借対照表

  
第25期

（平成19年12月31日）
第26期

（平成20年12月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

 　現金及び預金   16,527   16,653  

 　売掛金   7,058   3,456  

 　製品   193   254  

 　原材料   54   29  

 　仕掛品   854   55  

 　貯蔵品   745   623  

 　前払費用   216   184  

 　その他   128   196  

 　貸倒引当金   －   △287  

（流動資産合計）   25,774 43.3  21,163 48.3

Ⅱ　固定資産        

(1）有形固定資産        

 　建物  20,009   19,962   

 減価償却累計額  9,405 10,604  10,013 9,949  

 　構築物  3,984   3,986   

 減価償却累計額  2,814 1,170  2,916 1,070  

 　機械及び装置  67,096   66,292   

 減価償却累計額  56,736 10,360  58,686 7,606  

 　車両運搬具  4   4   

 減価償却累計額  3 1  4 1  

 　工具器具及び備品  1,482   1,465   

 減価償却累計額  1,272 209  1,303 162  

 　土地   2,743   3,143  

 　建設仮勘定   19   3  

（有形固定資産合計）   25,106 42.2  21,932 50.1

(2）無形固定資産        

 　借地権   539   295  

 　ソフトウェア   71   53  

 　その他   41   32  

（無形固定資産合計）   651 1.1  380 0.9

(3）投資その他の資産        

 　投資有価証券   7,627   －  

 　その他   334   327  

 　貸倒引当金   △0   △0  

（投資その他の資産合計）   7,961 13.4  327 0.7

（固定資産合計）   33,717 56.7  22,639 51.7

資産合計   59,491 100.0  43,802 100.0
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第25期

（平成19年12月31日）
第26期

（平成20年12月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

 　買掛金 ※１  3,214   1,495  

 　短期借入金   1,079   363  

 　未払金   1,025   528  

 　未払費用   589   302  

 　未払法人税等   63   38  

前受金   8   9  

 　預り金   76   45  

 　賞与引当金   117   48  

 　修繕引当金   －   155  

（流動負債合計）   6,172 10.4  2,982 6.8

Ⅱ　固定負債        

 　社債   7,840   －  

 　退職給付引当金   40   49  

 　役員退職慰労引当金   26   26  

 　修繕引当金   66   －  

（固定負債合計）   7,972 13.4  75 0.2

負債合計   14,145 23.8  3,057 7.0

        

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

資本金   27,140 45.6  27,140 62.0

資本剰余金        

資本準備金  20,218   10,218   

その他資本剰余金  －   7,940   

資本剰余金合計   20,218 34.0  18,158 41.5

利益剰余金        

利益準備金  57   57   

その他利益剰余金        

繰越利益剰余金  △2,060   △4,411   

利益剰余金合計   △2,003 △3.4  △4,354 △10.0

自己株式   － －  △391 △0.9

株主資本合計   45,355 76.2  40,553 92.6

Ⅱ　評価・換算差額等        

その他有価証券評価差額金   △99 △0.2  － －

評価・換算差額等合計   △99 △0.2  － －

Ⅲ　新株予約権   90 0.2  191 0.4

純資産合計   45,347 76.2  40,744 93.0

負債純資産合計   59,491 100.0  43,802 100.0
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(2）損益計算書

  
第25期

（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

第26期
（自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　　売上高        

　　 製品売上高  17,897   9,895   

　　 商品売上高  9,983 27,880 100.0 5,791 15,686 100.0

Ⅱ　　売上原価        

(1)製品売上原価        

　　 製品期首たな卸高  259   193   

　　 他勘定より振替高 ※１ －   383   

　　 当期製品製造原価  18,981   13,365   

 合計  19,240   13,940   

　　 他勘定へ振替高 ※２ 171   －   

　　 製品期末たな卸高  193   254   

差引製品売上原価 ※３ 18,876   13,686   

(2)商品売上原価        

　　 当期商品仕入高 ※４ 9,417   5,451   

商品売上原価  9,417 28,293 101.5 5,451 19,137 122.0

売上総損失
 

  413 △1.5  3,451 △22.0

Ⅲ　　販売費及び一般管理費        

　　 給料手当  511   473   

　　 賞与  77   －   

　　 役員退職慰労引当金
　　 繰入額  

1
  

－
  

 法定福利費  76   －   

　　 事業税  101   82   

　　 減価償却費  29   28   

　　 研究開発費 ※５ 152   －   

 業務委託費  147   89   

 貸倒引当金繰入額  －   287   

　　 その他 ※５ 394 1,489 5.3 488 1,447 9.2

営業損失   1,902 △6.8  4,898 △31.2

Ⅳ　　営業外収益        

　　 受取利息  44   64   

　　 有価証券利息  3   －   

　　 デザインサポート料 ※６ 74   64   

　　 廃材売却収入  21   106   

　　 その他  34 175 0.6 68 301 1.9

Ⅴ　　営業外費用        

　　 支払利息  65   29   

為替差損  10   29   

　　 たな卸資産除却損  211   －   

　　 たな卸資産評価損  127   －   

　　 補償金  －   31   

　　 その他  61 474 1.7 8 96 0.6

経常損失   2,201 △7.9  4,693 △29.9
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第25期

（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

第26期
（自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅵ　　特別利益        

　　 固定資産売却益 ※７ 1,884   117   

 社債償還益  178   114   

 設備撤去復旧費用戻入益  －   85   

　　 その他  70 2,132 7.6 38 355 2.2

Ⅶ　　特別損失        

　　 固定資産売却損 ※８ －   18   

　　 固定資産除却損 ※９ 178   49   

　　 補償金  216   －   

　　 その他  0 394 1.4 － 67 0.4

　税引前当期純損失   463 △1.7  4,406 △28.1

　法人税、住民税及び
　事業税

 5   5   

　法人税等調整額  － 5 0.0 － 5 0.0

当期純損失   468 △1.7  4,411 △28.1
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(3）株主資本等変動計算書

第25期（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
（百万円）

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

事業年度中の変動額        

当期純損失   －  △468 △468 △468

株主資本以外の項目の事業年度中
の変動額（純額）

  －   － －

事業年度中の変動額合計
（百万円）

－ － － － △468 △468 △468

平成19年12月31日　残高
（百万円）

27,140 20,218 20,218 57 △2,060 △2,003 45,355

 

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
（百万円）

19 19 － 45,842

事業年度中の変動額     

当期純損失  －  △468

株主資本以外の項目の事業年度中
の変動額（純額）

△118 △118 90 △28

事業年度中の変動額合計
（百万円）

△118 △118 90 △496

平成19年12月31日　残高
（百万円）

△99 △99 90 45,347
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第26期（自　平成20年１月１日　至　平成20年12月31日）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本準備

金
その他資
本剰余金

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19年12月31日　残高
（百万円）

27,140 20,218 － 20,218 57 △2,060 △2,003 － 45,355

事業年度中の変動額          

資本準備金からその他資本準備金
へ振替

 △10,000 10,000 －   －  －

その他資本準備金から繰越利益剰
余金へ振替

  △2,060 △2,060  2,060 2,060  －

当期純損失    －  △4,411 △4,411  △4,411

自己株式の取得    －   － △391 △391

株主資本以外の項目の事業年度中
の変動額（純額）

   －   －   

事業年度中の変動額合計
（百万円）

－ △10,000 7,940 △2,060 － △2,351 △2,351 △391 △4,802

平成20年12月31日　残高
（百万円）

27,140 10,218 7,940 18,158 57 △4,411 △4,354 △391 40,553

 

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19年12月31日　残高
（百万円）

△99 △99 90 45,347

事業年度中の変動額     

資本準備金からその他資本準備金
へ振替

 －  －

その他資本準備金から繰越利益剰
余金へ振替

 －  －

当期純損失  －  △4,411

自己株式の取得  －  △391

株主資本以外の項目の事業年度中
の変動額（純額）

99 99 101 200

事業年度中の変動額合計
（百万円）

99 99 101 △4,602

平成20年12月31日　残高
（百万円）

－ － 191 40,744
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(4）キャッシュ・フロー計算書

  
第25期

（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

第26期
（自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー    

税引前当期純損失  △463 △4,406

減価償却費  4,783 3,450

株式報酬費用  90 106

引当金の増加額（△減少額）  △230 316

社債償還益  △178 △114

受取利息及び受取配当金  △47 △64

支払利息  65 29

為替差損（△差益）  △12 140

たな卸資産除却損  211 99

たな卸資産評価損  127 564

固定資産売却益  △1,884 △117

固定資産除売却損  178 67

新株予約権戻入益  － △5

売上債権の減少額  2,288 3,602

たな卸資産の減少額  530 221

仕入債務の減少額  △1,200 △1,720

未払金及び未払費用の減少額  △312 △726

その他  117 △86

小計  4,063 1,357

利息及び配当金の受取額  49 58

利息の支払額  △64 △29

法人税等の支払額  △94 △5

営業活動によるキャッシュ・フロー  3,953 1,381

    

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー    

定期預金の解約による収入  3,500 －

固定資産の取得による支出  △631 △271

固定資産の売却による収入  5,237 256

投資有価証券の取得による支出  △2,806 －

投資有価証券の償還による収入  500 －

その他  △7 7

投資活動によるキャッシュ・フロー  5,794 △8
    

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入金の純増減額  － △681

社債の償還による支出  △5,230 －

転換社債の償還による支出  △5,370 －

自己株式の取得による支出  － △391

財務活動によるキャッシュ・フロー  △10,600 △1,072

    

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  △40 △176

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額（△減少額）  △893 126

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  17,419 16,527

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高  16,527 16,653
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重要な会計方針

項目
第25期

（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

第26期
（自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平均法により

算定）

その他有価証券

時価のあるもの

同左

 時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

２．デリバティブの評価基準

及び評価方法

時価法 同左

３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

移動平均法による低価法 移動平均法による原価法

(収益性の低下に基づく簿価切下げの方法

により算定)

４．固定資産の減価償却の方

法

有形固定資産…定額法

　なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。

有形固定資産

同左

 　建物　　　　8～50年

　機械及び装置　　5年

 

 

 無形固定資産…定額法

なお、自社利用のソフトウェアについては、

社内における使用可能期間（５年）に基づ

く定額法を採用しております。

無形固定資産

同左

５．外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為

替相場により円貨に換算し、換算差額は損

益として処理しております。

同左

６．引当金の計上基準 １）貸倒引当金

　債権の貸倒による損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については、

個別に回収可能性を勘案し、回収不能

見込額を計上しております。

１）貸倒引当金

同左

 ２）賞与引当金

　従業員に対する賞与の支出にあてる

ため、支給見込み額に基づき計上して

おります。

２）賞与引当金

同左

 ３）修繕引当金

　受変電設備の定期点検に要する支出

に備えるため、その支出見込額のうち、

当期において負担すべき費用を計上し

ております。

３）修繕引当金

同左
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項目
第25期

（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

第26期
（自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日）

 ４）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当

期末における退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき計上しております。

　なお、会計基準変更時差異（420百

万円）については、９年による均等

額を費用処理しております。

　数理計算上の差異は、各期の発生時

における従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（９年）による定額法

により按分した額をそれぞれ発生の翌

期から費用処理することとしておりま

す。

４）退職給付引当金

同左

 ５）役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支払いに備え

るため、当社内規に基づく期末要支

給額を計上しております。

なお、平成19年３月から役員退職慰

労金制度を凍結し、以降引当金計上を

おこなっておりません。すでに計上し

ている役員退職慰労引当金は、役員の

退任時まで凍結しております。

５）役員退職慰労引当金

同左

７．リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっております。

同左

８．ヘッジ会計の方法 １）ヘッジ会計の方法

　原則として繰延ヘッジ処理によって

おります。

１）ヘッジ会計の方法

同左

 ２）ヘッジ手段とヘッジ対象

　外貨建資産、負債の為替変動リスク

をヘッジするために為替予約を利用し

ております。

２）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 ３）ヘッジ方針

　デリバティブ取引に関する内部規定

に基づき、ヘッジ対象に係る為替相場

変動リスクを一定の範囲内でヘッジし

ております。

３）ヘッジ方針

同左

 ４）ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ対象の相場変動またはキャッ

シュ・フロー変動の累計とヘッジ手段

の相場変動またはキャッシュ・フロー

変動の累計を比較し、両者の変動額等

を基礎にして、ヘッジ有効性を評価し

ております。

４）ヘッジ有効性評価の方法

同左

９．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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項目
第25期

（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

第26期
（自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日）

10．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

１）消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は、税抜方式を

採用しております。

１）消費税等の会計処理

同左

会計処理方法の変更

第25期
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

第26期
（自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日）

────────── （棚卸資産の評価に関する会計基準）

「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準

委員会　平成18年７月５日　企業会計基準第９号）が平

成20年３月31日以前に開始する事業年度に係る財務諸表

から適用できることになったことに伴い、当事業年度か

ら同会計基準を適用しております。これにより、売上総

損失及び営業損失はそれぞれ564百万円増加しております。

なお、同会計基準は、当社の受入準備が整った当中間

会計期間後に適用しております。当中間会計期間におい

て本会計基準を適用した場合には、売上総損失及び営業

損失がそれぞれ352百万円増加しております。

追加情報

該当事項はありません。

表示方法の変更

第25期
（自　平成19年１月１日

至　平成19年12月31日）

第26期
（自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日）

前期において販売費及び一般管理費の「その他」に含

めて表示していた「法定福利費」（前期における法定福

利費82百万円）は、当期において販売費及び一般管理費

の100分の５を上回ることとなったため、区分掲記するこ

ととしました。

前期において区分掲記しておりました「法定福利費」

（当期63百万円）は、販売費及び一般管理費の合計額の

100分の５以下となったため、販売費及び一般管理費の

「その他」に含めて表示することにしました。

─────────── 前期において区分掲記しておりました「賞与」（当期

32百万円）は、販売費及び一般管理費の合計額の100分の

５以下となったため、販売費及び一般管理費の「その他」

に含めて表示することにしました。

─────────── 前期において区分掲記しておりました「研究開発費」

（当期55百万円）は、販売費及び一般管理費の合計額の

100分の５以下となったため、販売費及び一般管理費の

「その他」に含めて表示することにしました。
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注記事項

（貸借対照表関係）

第25期
（平成19年12月31日）

第26期
（平成20年12月31日）

※１．関係会社項目

　関係会社に対する資産及び負債には次のものがあ

ります。

※１．関係会社項目

　関係会社に対する資産及び負債には次のものがあ

ります。

流動負債　買掛金 1,233百万円 流動負債　買掛金 592百万円

（損益計算書関係）

第25期
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

第26期
（自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日）

※１．　　　───────────────

 

 

※１．他勘定より振替高の内訳は次のとおりであります。

　材料費（他勘定へ振替）から振替

60百万円

　製品製造原価（他勘定へ振替）から振替

322百万円

※２．他勘定へ振替高の内訳は次のとおりであります。

 営業外費用（たな卸資産除却損）へ振替

156百万円

※２．　　　───────────────

 

 

営業外費用（たな卸資産評価損）へ振替

15百万円

 

 

※３．　　　─────────────── ※３．期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金

額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含ま

れております。

564百万円

※４．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。

 関係会社からの商品仕入高

9,415百万円

※４．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。

 関係会社からの商品仕入高

5,433百万円

※５．研究開発費の総額

　一般管理費に含まれる研究開発費

152百万円

※５．研究開発費の総額

　一般管理費に含まれる研究開発費

55百万円

※６．デザインサポート料は、新規製品受注の際に当該新

規製品の設計に関して、当社設計技術部門の役務提

供の対価として受注先から受領した報酬であります。

※６．　　　　　　　　　　同左

※７．固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 ※７．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 1,884百万円

工具器具備品 0百万円

機械及び装置 117百万円

※８．　　　─────────────── ※８．固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。

機械及び装置 18百万円

※９．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※９．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建物 15百万円

機械及び装置 109百万円

工具器具及び備品 54百万円

建物 23百万円

機械及び装置 24百万円

工具器具及び備品 2百万円
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（株主資本等変動計算書関係）

第25期（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並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式
数（株）

当事業年度増加株
式数（株）

当事業年度減少株
式数（株）

当事業年度末株式
数（株）

発行済株式     

普通株式 989,544 － － 989,544

合計 989,544 － － 989,544

自己株式     

普通株式 － － － －

合計 － － － －

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項  

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当事業年度
末残高
（百万円）

前事業年度
末

当事業年度
増加

当事業年度
減少

当事業年度
末

提出会社 平成14年３月　転換社債

（注１）
普通株式 13,425 － 13,425 － －

平成15年11月　転換社債型新

株予約権付社債（注２）
普通株式 92,480 － 50,667 41,813 －

 ストックオプションとしての

新株予約権
普通株式 － － － － 90

 （注）１．平成14年11月転換社債の当事業年度減少は、転換社債の満期償還によるものであります。

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

であります。

 

３．配当金に関する事項

該当事項はありません。
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第26期（自　平成20年１月１日　至　平成20年12月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式
数（株）

当事業年度増加株
式数（株）

当事業年度減少株
式数（株）

当事業年度末株式
数（株）

発行済株式     

普通株式 989,544 － － 989,544

合計 989,544 － － 989,544

自己株式     

普通株式 － 48,043 － 48,043

合計 － 48,043 － 48,043

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項  

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当事業年度
末残高
（百万円）

前事業年度
末

当事業年度
増加

当事業年度
減少

当事業年度
末

提出会社 平成15年11月　転換社債型新

株予約権付社債（注）
普通株式 41,813 － 41,813 － －

 ストックオプションとしての

新株予約権
普通株式 － － － － 191

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

ります。

 

３．配当金に関する事項

該当事項はありません。

（キャッシュ・フロー計算書関係）

第25期
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

第26期
（自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日）

１.現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に記載さ

れている科目の金額との関係

１.現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に記載さ

れている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 16,527百万円

現金及び現金同等物 16,527百万円

現金及び預金勘定 16,653百万円

現金及び現金同等物 16,653百万円

２.重要な非資金取引の内容 ２.重要な非資金取引の内容

自己社債の償還による非資金取引  

投資有価証券の減少 4,092百万円

社債の償還益 178百万円 

社債の減少 4,270百万円 

自己社債の償還による非資金取引  

投資有価証券の減少 7,726百万円

社債の償還益 114百万円 

社債の減少 7,840百万円 
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（リース取引関係）

第25期
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

第26期
（自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日）

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

 
取得価額相
当額
（百万円）

減価償却累
計額相当額
（百万円）

期末残高相
当額
（百万円）

車両運搬具 10 6 4

工具器具及び備
品

19 5 14

合計 29 11 18

 
取得価額相
当額
（百万円）

減価償却累
計額相当額
（百万円）

期末残高相
当額
（百万円）

車両運搬具 4 1 3

工具器具及び備
品

19 9 10

合計 23 11 13

取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資

産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法

により算定しております。

同左

２．未経過リース料期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額

１年内 5百万円

１年超   13百万円

合計   18百万円

１年内  5百万円

１年超     8百万円

合計     13百万円

未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残

高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定しております。

同左

３．支払リース料   7百万円

（減価償却費相当額）  

３．支払リース料    5百万円

（減価償却費相当額）  

４．減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっております。

４．減価償却費相当額の算定方法

同左
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（有価証券関係）

有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

 
第25期

（平成19年12月31日）
第26期

（平成20年12月31日）

区分
取得原価
（百万円）

貸借対照表
計上額

（百万円）

差額
（百万円）

取得原価
（百万円）

貸借対照表
計上額

（百万円）

差額
（百万円）

貸借対照表計上額が取得原価を

超えるもの
      

債券       

　社債 2,231 2,238 6 － － －

小計 2,231 2,238 6 － － －

貸借対照表計上額が取得原価を

超えないもの
      

債券       

　社債 5,495 5,390 △105 － － －

小計 5,495 5,390 △105 － － －

合計 7,726 7,627 △99 － － －

２．その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額

 
第25期

（平成19年12月31日）
第26期

（平成20年12月31日）

 
１年以内
（百万円）

１年超５
年以内
（百万円）

５年超10
年以内
（百万円）

10年超
（百万円）

１年以内
（百万円）

１年超５
年以内
（百万円）

５年超10
年以内
（百万円）

10年超
（百万円）

債券         

その他 － － 7,627 － － － － －
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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

第25期
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

第26期
（自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日）

1. 取引の内容

　利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であ

ります。

1. 取引の内容

同左

2. 取引に対する取組方針

　デリバティブ取引は、将来の為替の変動によるリスク

回避を目的としており、投機的な取引は行わない方針で

あります。

2. 取引に対する取組方針

同左

3. 取引の利用目的

　デリバティブ取引は、外貨建金銭債権債務の為替変動

リスクを回避し、安定的な利益の確保を図る目的で利用

しております。

　なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っ

ております。

3. 取引の利用目的

同左

①　ヘッジ会計の方法

原則として繰延ヘッジ処理によっております。

①　ヘッジ会計の方法

同左

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

外貨建資産、負債の為替変動リスクをヘッジする

ために為替予約を利用しております。

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

③　ヘッジ方針

デリバティブ取引に関する内部規定に基づき、

ヘッジ対象に係る為替相場変動リスクを一定の範

囲内でヘッジしております。

③　ヘッジ方針

同左

④　ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ対象の相場変動またはキャッシュ・フロー

変動の累計とヘッジ手段の相場変動またはキャッ

シュ・フロー変動の累計を比較し、両者の変動額

等を基礎にして、ヘッジ有効性を評価しておりま

す。

④　ヘッジ有効性評価の方法

同左

4. 取引に係るリスクの内容

デリバティブ取引には、取引相手が倒産等によって契

約不履行となることで被る損失に係る信用リスクと、金

利・為替等、市場の変動によって発生する損失に係る市

場リスクがあります。

当社は、信用リスクを極力回避するため信用度の高い

国内の銀行のみと取引を行っております。当社の利用し

ている為替予約取引には将来の為替変動に係るリスクが

ありますが、当社のデリバティブ取引の目的が外貨建債

権債務の抱える市場リスクのヘッジを行う事にあるため、

デリバティブ取引の時価変動による評価損益は、ヘッジ

対象である債権債務のそれと全額相殺される関係にあり

ます。従ってデリバティブ取引の評価損益が経営に重大

な影響を及ぼすことはないと考えております。

4. 取引に係るリスクの内容

同左

5. 取引に係るリスク管理体制

　デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限

等を定めた社内ルールに従い、経理部が決裁担当者の承

認を得て行っております。

5. 取引に係るリスク管理体制

同左

6. 取引の時価等に関する事項についての補足説明

　取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あ

くまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、ま

たは計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバ

ティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

6. 取引の時価等に関する事項についての補足説明

同左
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２．取引の時価等に関する事項

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

 

第25期（平成19年12月31日）

当期末現在、デリバティブ取引の契約残高はありません。

 

第26期（平成20年12月31日）

当期末現在、デリバティブ取引の契約残高はありません。

 

（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

当社は確定給付型の適格退職年金制度を採用しております。

２．退職給付債務に関する事項

 
第25期

（平成19年12月31日）
第26期

（平成20年12月31日）

(1)退職給付債務（百万円） 2,465 2,587

(2)年金資産（百万円） 2,317 1,810

(3)未積立退職給付債務（百万円） 148 776

(4)会計基準変更時差異の未処理額（百万円） 93 47

(5)未認識数理計算上の差異（百万円） 15 681

(6)退職給付引当金（百万円） 40 49

３．退職給付費用に関する事項

 
第25期

（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

第26期
（自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日）

退職給付費用（百万円） 165 210

(1)勤務費用（百万円） 190 188

(2)利息費用（百万円） 45 49

(3)期待運用収益（百万円） △111 △89

(4)会計処理基準変更時差異の費用処理額

（百万円）
47 47

(5)数理計算上の差異の費用処理額

（百万円）
△6 15

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

 
第25期

（平成19年12月31日）
第26期

（平成20年12月31日）

(1)割引率（％） 2 2

(2)期待運用収益率（％） 5 3.8

(3)退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 期間定額基準

(4)数理計算上の差異の処理年数（年） 発生の翌期から 9 発生の翌期から  9

(5)会計基準変更時差異の処理年数（年） 9 9
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（ストック・オプション等関係）

第25期（自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日）

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

 
平成14年

ストック・オプション
平成15年　その１

ストック・オプション
平成15年　その２

ストック・オプション

付与対象者の区分及び数

当社取締役　　 12名

当社従業員　　727名

当社取締役　 　８名

当社監査役　 　１名

当社従業員　　396名

当社取締役　 　７名

当社監査役　 　１名

当社従業員　　467名

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

付与日 平成14年４月24日 平成15年３月28日 平成15年３月28日

権利確定条件

付与日（平成14年４月24

日）以降、確定日（平成16

年３月31日）まで継続して

勤務していること。

付与日（平成15年３月28

日）以降、確定日（平成15

年９月30日）まで継続して

勤務していること。

付与日（平成15年３月28

日）以降、確定日（平成16

年３月31日）まで継続して

勤務していること。

対象勤務期間

２年間

（自平成14年４月１日

　至平成16年３月31日）

６ヶ月間

（自平成15年４月１日

　至平成15年９月30日）

１年間

（自平成15年４月１日

　至平成16年３月31日）

権利行使期間 権利確定後８年以内。 権利確定後５年以内。 同左

※株式数に換算して記載しています。

 
平成15年　その３

ストック・オプション
平成15年 その４

ストック・オプション
平成15年　その５

ストック・オプション

付与対象者の区分及び数

当社取締役　 　８名

当社監査役　 　１名

当社従業員　　625名

当社取締役　 　11名

当社監査役　 　３名

当社従業員　　735名

当社取締役　 　５名

当社監査役　 　１名

当社従業員 　　80名

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

付与日 平成15年３月28日 平成15年３月28日 平成15年10月６日

権利確定条件

付与日（平成15年３月28

日）以降、確定日（平成16

年９月30日）まで継続して

勤務していること。

付与日（平成15年３月28

日）以降、確定日（平成17

年３月31日）まで継続して

勤務していること。

付与日（平成15年10月６

日）以降、確定日（平成17

年９月30日）まで継続して

勤務していること。

対象勤務期間

１年６ヶ月間

（自平成15年４月１日

　至平成16年９月30日）

２年間

（自平成15年４月１日

　至平成17年３月31日）

２年間

（自平成15年10月１日

　至平成17年９月30日）

権利行使期間 権利確定後５年以内。 同左 同左

※株式数に換算して記載しています。
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平成16年

ストック・オプション
平成17年　その１

ストック・オプション
平成17年　その２

ストック・オプション

付与対象者の区分及び数

当社取締役　 　９名

当社監査役　 　３名

当社従業員　　747名

当社顧問　 　　５名

当社取締役　 　８名

当社監査役　 　３名

当社従業員　　749名

当社顧問　 　　６名

当社取締役　 　８名

当社監査役　 　３名

当社従業員　　749名

当社顧問　　 　６名

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

付与日 平成16年３月26日 平成17年４月６日 平成17年４月６日

権利確定条件

付与日（平成16年３月26

日）以降、確定日（平成18

年３月31日）まで継続して

勤務していること。

付与日（平成17年４月６

日）以降、確定日（平成18

年３月31日）まで継続して

勤務していること。

付与日（平成17年４月６

日）以降、確定日（平成19

年３月31日）まで継続して

勤務していること。

対象勤務期間

２年間

（自平成16年４月１日

　至平成18年３月31日）

１年間

（自平成17年４月１日

　至平成18年３月31日）

２年間

（自平成17年４月１日

　至平成19年３月31日）

権利行使期間

権利確定後５年以内。ただ

し、権利確定後退職した場

合は、退職日より１ヶ月間

権利あり。

権利確定後５年以内。ただ

し、権利確定後自己都合退

職した場合は、退職日より

30日間権利あり。また、権

利確定後会社都合退職した

場合は、退職日より１年間

権利あり。

権利確定後５年以内。ただ

し、権利確定後自己都合退

職した場合は、退職日より

30日間権利あり。また、権

利確定後会社都合退職した

場合は、退職日より１年間

権利あり。

※株式数に換算して記載しています。

 
平成18年

ストック・オプション
平成19年　その1

ストック・オプション 
平成19年　その2 

 ストック・オプション 

付与対象者の区分及び数

当社取締役　　 10名

当社監査役　 　５名

当社従業員　　730名

当社顧問　　 　５名

当社取締役　 　５名

当社監査役　 　４名

 当社従業員　　687名

ストック・オプション数※ 普通株式　14,525株  普通株式　11,400株  普通株式　28,361株

付与日 平成18年４月４日  平成19年9月11日  平成19年9月11日

権利確定条件

付与日（平成18年４月４

日）以降、確定日（平成20

年３月31日）まで継続して

勤務していること。

 付与日（平成19年9月11

日）以降、確定日（平成20

年３月18日）まで継続して

勤務していること。

 付与日（平成19年9月11

日）以降、確定日（平成20

年３月18日）まで継続して

勤務していること。

対象勤務期間

２年間

（自平成18年４月１日

　至平成20年３月31日）

 ６ヶ月間

（自平成19年９月11日

　至平成20年３月18日）

 ６ヶ月間

（自平成19年９月11日

　至平成20年３月18日）

権利行使期間

権利確定後５年以内。ただ

し、権利確定後自己都合退

職した場合は、退職日より

30日間権利あり。また、権

利確定後会社都合退職した

場合は、退職日より１年間

権利あり。

 権利確定後４年半以内。  権利確定後４年半以内。た

だし、権利確定後自己都合

退職した場合は、退職日よ

り30日間権利あり。また、

権利確定後会社都合退職し

た場合は、退職日より６ヶ

月間権利あり。

※株式数に換算して記載しています。
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平成19年　その３

ストック・オプション
平成19年　その４

ストック・オプション 
平成19年　その５

 ストック・オプション 

付与対象者の区分及び数  当社取締役　　 ４名  当社従業員　　 ３名  当社取締役　　 ４名

ストック・オプション数※  普通株式　4,500株  普通株式　871株  普通株式　4,500株

付与日 平成19年９月11日  平成19年９月11日  平成19年９月11日

権利確定条件

 付与日（平成19年９月11

日）以降、確定日（平成20

年９月10日）まで継続して

勤務していること。

 付与日（平成19年９月11

日）以降、確定日（平成20

年９月10日）まで継続して

勤務していること。

 付与日（平成19年９月11

日）以降、確定日（平成21

年３月10日）まで継続して

勤務していること。

対象勤務期間

１年間

（自平成19年９月11日

　至平成20年９月10日）

１年間

（自平成19年９月11日

　至平成20年９月10日）

１年６ヶ月間

（自平成19年９月11日

　至平成21年３月10日）

権利行使期間

 権利確定後４年以内。  権利確定後４年以内。ただ

し、権利確定後自己都合退

職した場合は、退職日より

30日間権利あり。また、権

利確定後会社都合退職した

場合は、退職日より６ヶ月

間権利あり。

 権利確定後３年半以内。

※株式数に換算して記載しています。

 
平成19年　その６

ストック・オプション
平成19年　その７

ストック・オプション 
平成19年　その８

 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　 　３名  当社取締役 　　４名  当社従業員　 　３名

ストック・オプション数※  普通株式　864株  普通株式　4,500株  普通株式　864株

付与日  平成19年９月11日  平成19年９月11日  平成19年９月11日

権利確定条件

 付与日（平成19年９月11

日）以降、確定日（平成21

年３月10日）まで継続して

勤務していること。

 付与日（平成19年９月11

日）以降、確定日（平成21

年９月11日）まで継続して

勤務していること。

 付与日（平成19年９月11

日）以降、確定日（平成21

年９月11日）まで継続して

勤務していること。

対象勤務期間

１年６ヶ月間

（自平成19年９月11日

　至平成21年３月10日）

２年間

（自平成19年９月11日

　至平成21年９月11日）

２年間

（自平成19年９月11日

　至平成21年９月11日）

権利行使期間

 権利確定後３年半以内。た

だし、権利確定後自己都合

退職した場合は、退職日よ

り30日間権利あり。また、

権利確定後会社都合退職し

た場合は、退職日より６ヶ

月間権利あり。

 権利確定後３年以内。  権利確定後３年以内。ただ

し、権利確定後自己都合退

職した場合は、退職日より

30日間権利あり。また、権

利確定後会社都合退職した

場合は、退職日より６ヶ月

間権利あり。

※株式数に換算して記載しています。
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(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

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

数に換算して記載しております。

①　ストック・オプションの数

  
平成14年

ストック・オプション
平成15年　その１

ストック・オプション
平成15年　その２

ストック・オプション

権利確定前 （株）    

前事業年度末  － － －

付与  － － －

失効  － － －

権利確定  － － －

未確定残  － － －

権利確定後 （株）    

前事業年度末  588 8,806 6,501

権利確定  － － －

権利行使  － － －

失効  － － －

未行使残  588 8,806 6,501

  
平成15年　その３

ストック・オプション
平成15年　その４

ストック・オプション
平成15年　その５

ストック・オプション

権利確定前 （株）    

前事業年度末  － － －

付与  － － －

失効  － － －

権利確定  － － －

未確定残  － － －

権利確定後 （株）    

前事業年度末  7,767 13,629 510

権利確定  － － －

権利行使  － － －

失効  － － －

未行使残  7,767 13,629 510
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平成16年

ストック・オプション
平成17年　その１

ストック・オプション
平成17年　その２

ストック・オプション

権利確定前 （株）    

前事業年度末  － － 11,690

付与  － － －

失効  － － 225

権利確定  － － 11,465

未確定残  － － －

権利確定後 （株）    

前事業年度末  1,087 12,236 －

権利確定  － － 11,465

権利行使  － － －

失効  8 785 373

未行使残  1,079 11,451 11,092

  
平成18年

ストック・オプション
平成19年　その１

ストック・オプション 
 平成19年　その２

ストック・オプション 

権利確定前 （株）    

前事業年度末  13,256 － －

付与  － 11,400 28,361

失効  802 － 655

権利確定  － － －

未確定残  12,454 11,400 27,706

権利確定後 （株）    

前事業年度末  － － －

権利確定  － － －

権利行使  － － －

失効  － － －

未行使残  － － －

ユー・エム・シー・ジャパン㈱（６９３９）　平成 20 年 12 月期決算短信（非連結）

－ 28 －



  
平成19年　その３

ストック・オプション
平成19年　その４

ストック・オプション 
 平成19年　その５

ストック・オプション 

権利確定前 （株）    

前事業年度末  － － －

付与  4,500 871 4,500

失効  － － －

権利確定  － － －

未確定残  4,500 871 4,500

権利確定後 （株）    

前事業年度末  － － －

権利確定  － － －

権利行使  － － －

失効  － － －

未行使残  － － －

  
平成19年　その６

ストック・オプション
平成19年　その７

ストック・オプション 
 平成19年　その８

ストック・オプション 

権利確定前 （株）    

前事業年度末  － － －

付与  864 4,500 864

失効  － － －

権利確定  － － －

未確定残  864 4,500 864

権利確定後 （株）    

前事業年度末  － － －

権利確定  － － －

権利行使  － － －

失効  － － －

未行使残  － － －
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②　単価情報

  
平成14年

ストック・オプション
平成15年　その１

ストック・オプション
平成15年　その２

ストック・オプション

権利行使価格 （円） 390,000 63,500 63,500

行使時平均株価 （円） － － －

公正な評価単価（付与日） （円） － － －

  
平成15年　その３

ストック・オプション
平成15年　その４

ストック・オプション
平成15年　その５

ストック・オプション

権利行使価格 （円） 63,500 63,500 140,000

行使時平均株価 （円） － － －

公正な評価単価（付与日） （円） － － －

  
平成16年

ストック・オプション
平成17年　その１

ストック・オプション
平成17年　その２

ストック・オプション

権利行使価格 （円） 87,000 45,800 45,800

行使時平均株価 （円） － － －

公正な評価単価（付与日） （円） － － －

  
平成18年　

ストック・オプション
平成19年　その１

ストック・オプション 
平成19年　その２

 ストック・オプション

権利行使価格 （円） 37,300 10,480 10,480

行使時平均株価 （円） － － －

公正な評価単価（付与日） （円） － 3,550 3,550

  
平成19年　その３

ストック・オプション
平成19年　その４

ストック・オプション 
平成19年　その５

 ストック・オプション

権利行使価格 （円） 10,480 10,480 10,480

行使時平均株価 （円） － － －

公正な評価単価（付与日） （円） 3,671 3,671 3,762

  
平成19年　その６

ストック・オプション
平成19年　その７

ストック・オプション 
平成19年　その８

 ストック・オプション

権利行使価格 （円） 10,480 10,480 10,480

行使時平均株価 （円） － － －

公正な評価単価（付与日） （円） 3,762 3,954 3,954
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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

当事業年度において付与された平成19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方法は以下のと

おりであります。

 ①使用した評価技法　　　　　　ブラック・ショールズ式

②主な基礎数値及び見積方法  

 

 

平成19年　その１

 ストック・オプション

平成19年　その２

 ストック・オプション

平成19年　その３

 ストック・オプション

 株価流動性　（注）１ 51％ 51％ 51％

 予想残存期間　（注）２ 2.8年 2.8年 3.0年

 予想配当　（注）３ －円／株 －円／株 －円／株

 無リスク利子率　（注）４ 0.84％ 0.84％ 0.84％

 

 

平成19年　その４

 ストック・オプション

平成19年　その５

 ストック・オプション

平成19年　その６

 ストック・オプション

 株価流動性　（注）１ 51％ 50％ 50％

 予想残存期間　（注）２ 3.0年 3.3年 3.3年

 予想配当　（注）３ －円／株 －円／株 －円／株

 無リスク利子率　（注）４ 0.84％ 0.84％ 0.84％

 

 

平成19年　その７

 ストック・オプション

平成19年　その８

 ストック・オプション

 株価流動性　（注）１ 51％ 51％

 予想残存期間　（注）２ 3.5年 3.5年

 予想配当　（注）３ －円／株 －円／株

 無リスク利子率　（注）４ 0.96％ 0.96％

 （注）１．下記に基づき算定しております。

平成19年　その１は、平成16年12月から平成19年９月の株価実績に基づき算定しております。

平成19年　その２は、平成16年12月から平成19年９月の株価実績に基づき算定しております。

平成19年　その３は、平成16年９月から平成19年９月の株価実績に基づき算定しております。

平成19年　その４は、平成16年９月から平成19年９月の株価実績に基づき算定しております。

平成19年　その５は、平成16年６月から平成19年９月の株価実績に基づき算定しております。

平成19年　その６は、平成16年６月から平成19年９月の株価実績に基づき算定しております。

平成19年　その７は、平成16年３月から平成19年９月の株価実績に基づき算定しております。

平成19年　その８は、平成16年３月から平成19年９月の株価実績に基づき算定しております。

 ２．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。

 ３．平成18年12月期の配当実績によっております。

 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

将来の失効数の見積りについては、過年度付与の実績データより算出しております。

４．財務諸表への影響額

 売上原価、販売費及び一般管理費に含まれる株式報酬費用　　90百万円
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第26期（自　平成20年１月１日　至　平成20年12月31日）

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

 
平成14年

ストック・オプション
平成15年　その１

ストック・オプション
平成15年　その２

ストック・オプション

付与対象者の区分及び数

当社取締役　　 12名

当社従業員　　727名

当社取締役　 　８名

当社監査役　 　１名

当社従業員　　396名

当社取締役　 　７名

当社監査役　 　１名

当社従業員　　467名

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

付与日 平成14年４月24日 平成15年３月28日 平成15年３月28日

権利確定条件

付与日（平成14年４月24

日）以降、確定日（平成16

年３月31日）まで継続して

勤務していること。

付与日（平成15年３月28

日）以降、確定日（平成15

年９月30日）まで継続して

勤務していること。

付与日（平成15年３月28

日）以降、確定日（平成16

年３月31日）まで継続して

勤務していること。

対象勤務期間

２年間

（自平成14年４月１日

　至平成16年３月31日）

６ヶ月間

（自平成15年４月１日

　至平成15年９月30日）

１年間

（自平成15年４月１日

　至平成16年３月31日）

権利行使期間 権利確定後８年以内。 権利確定後５年以内。 同左

※株式数に換算して記載しています。

 
平成15年　その３

ストック・オプション
平成15年 その４

ストック・オプション
平成15年　その５

ストック・オプション

付与対象者の区分及び数

当社取締役　 　８名

当社監査役　 　１名

当社従業員　　625名

当社取締役　 　11名

当社監査役　 　３名

当社従業員　　735名

当社取締役　 　５名

当社監査役　 　１名

当社従業員 　　80名

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

付与日 平成15年３月28日 平成15年３月28日 平成15年10月６日

権利確定条件

付与日（平成15年３月28

日）以降、確定日（平成16

年９月30日）まで継続して

勤務していること。

付与日（平成15年３月28

日）以降、確定日（平成17

年３月31日）まで継続して

勤務していること。

付与日（平成15年10月６

日）以降、確定日（平成17

年９月30日）まで継続して

勤務していること。

対象勤務期間

１年６ヶ月間

（自平成15年４月１日

　至平成16年９月30日）

２年間

（自平成15年４月１日

　至平成17年３月31日）

２年間

（自平成15年10月１日

　至平成17年９月30日）

権利行使期間 権利確定後５年以内。 同左 同左

※株式数に換算して記載しています。
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平成16年

ストック・オプション
平成17年　その１

ストック・オプション
平成17年　その２

ストック・オプション

付与対象者の区分及び数

当社取締役　 　９名

当社監査役　 　３名

当社従業員　　747名

当社顧問　 　　５名

当社取締役　 　８名

当社監査役　 　３名

当社従業員　　749名

当社顧問　 　　６名

当社取締役　 　８名

当社監査役　 　３名

当社従業員　　749名

当社顧問　　 　６名

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

付与日 平成16年３月26日 平成17年４月６日 平成17年４月６日

権利確定条件

付与日（平成16年３月26

日）以降、確定日（平成18

年３月31日）まで継続して

勤務していること。

付与日（平成17年４月６

日）以降、確定日（平成18

年３月31日）まで継続して

勤務していること。

付与日（平成17年４月６

日）以降、確定日（平成19

年３月31日）まで継続して

勤務していること。

対象勤務期間

２年間

（自平成16年４月１日

　至平成18年３月31日）

１年間

（自平成17年４月１日

　至平成18年３月31日）

２年間

（自平成17年４月１日

　至平成19年３月31日）

権利行使期間

権利確定後５年以内。ただ

し、権利確定後退職した場

合は、退職日より１ヶ月間

権利あり。

権利確定後５年以内。ただ

し、権利確定後自己都合退

職した場合は、退職日より

30日間権利あり。また、権

利確定後会社都合退職した

場合は、退職日より１年間

権利あり。

権利確定後５年以内。ただ

し、権利確定後自己都合退

職した場合は、退職日より

30日間権利あり。また、権

利確定後会社都合退職した

場合は、退職日より１年間

権利あり。

※株式数に換算して記載しています。

 
平成18年

ストック・オプション
平成19年　その1

ストック・オプション 
平成19年　その2 

 ストック・オプション 

付与対象者の区分及び数

当社取締役　　 10名

当社監査役　 　５名

当社従業員　　730名

当社顧問　　 　５名

当社取締役　 　５名

当社監査役　 　４名

 当社従業員　　687名

ストック・オプション数※ 普通株式　14,525株  普通株式　11,400株  普通株式　28,361株

付与日 平成18年４月４日  平成19年９月11日  平成19年９月11日

権利確定条件

付与日（平成18年４月４

日）以降、確定日（平成20

年３月31日）まで継続して

勤務していること。

 付与日（平成19年９月11

日）以降、確定日（平成20

年３月18日）まで継続して

勤務していること。

 付与日（平成19年９月11

日）以降、確定日（平成20

年３月18日）まで継続して

勤務していること。

対象勤務期間

２年間

（自平成18年４月１日

　至平成20年３月31日）

 ６ヶ月間

（自平成19年９月11日

　至平成20年３月18日）

 ６ヶ月間

（自平成19年９月11日

　至平成20年３月18日）

権利行使期間

権利確定後５年以内。ただ

し、権利確定後自己都合退

職した場合は、退職日より

30日間権利あり。また、権

利確定後会社都合退職した

場合は、退職日より１年間

権利あり。

 権利確定後４年半以内。  権利確定後４年半以内。た

だし、権利確定後自己都合

退職した場合は、退職日よ

り30日間権利あり。また、

権利確定後会社都合退職し

た場合は、退職日より６ヶ

月間権利あり。

※株式数に換算して記載しています。
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平成19年　その３

ストック・オプション
平成19年　その４

ストック・オプション 
平成19年　その５

 ストック・オプション 

付与対象者の区分及び数  当社取締役　　 ４名  当社従業員　　 ３名  当社取締役　　 ４名

ストック・オプション数※  普通株式　4,500株  普通株式　871株  普通株式　4,500株

付与日 平成19年９月11日  平成19年９月11日  平成19年９月11日

権利確定条件

 付与日（平成19年９月11

日）以降、確定日（平成20

年９月10日）まで継続して

勤務していること。

 付与日（平成19年９月11

日）以降、確定日（平成20

年９月10日）まで継続して

勤務していること。

 付与日（平成19年９月11

日）以降、確定日（平成21

年３月10日）まで継続して

勤務していること。

対象勤務期間

１年間

（自平成19年９月11日

　至平成20年９月10日）

１年間

（自平成19年９月11日

　至平成20年９月10日）

１年６ヶ月間

（自平成19年９月11日

　至平成21年３月10日）

権利行使期間

 権利確定後４年以内。  権利確定後４年以内。ただ

し、権利確定後自己都合退

職した場合は、退職日より

30日間権利あり。また、権

利確定後会社都合退職した

場合は、退職日より６ヶ月

間権利あり。

 権利確定後３年半以内。

※株式数に換算して記載しています。

 
平成19年　その６

ストック・オプション
平成19年　その７

ストック・オプション 
平成19年　その８

 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　 　３名  当社取締役 　　４名  当社従業員　 　３名

ストック・オプション数※  普通株式　864株  普通株式　4,500株  普通株式　864株

付与日  平成19年９月11日  平成19年９月11日  平成19年９月11日

権利確定条件

 付与日（平成19年９月11

日）以降、確定日（平成21

年３月10日）まで継続して

勤務していること。

 付与日（平成19年９月11

日）以降、確定日（平成21

年９月11日）まで継続して

勤務していること。

 付与日（平成19年９月11

日）以降、確定日（平成21

年９月11日）まで継続して

勤務していること。

対象勤務期間

１年６ヶ月間

（自平成19年９月11日

　至平成21年３月10日）

２年間

（自平成19年９月11日

　至平成21年９月11日）

２年間

（自平成19年９月11日

　至平成21年９月11日）

権利行使期間

 権利確定後３年半以内。た

だし、権利確定後自己都合

退職した場合は、退職日よ

り30日間権利あり。また、

権利確定後会社都合退職し

た場合は、退職日より６ヶ

月間権利あり。

 権利確定後３年以内。  権利確定後３年以内。ただ

し、権利確定後自己都合退

職した場合は、退職日より

30日間権利あり。また、権

利確定後会社都合退職した

場合は、退職日より６ヶ月

間権利あり。

※株式数に換算して記載しています。

ユー・エム・シー・ジャパン㈱（６９３９）　平成 20 年 12 月期決算短信（非連結）

－ 34 －



 
平成20年　その９

ストック・オプション
平成20年　その１０

ストック・オプション 

付与対象者の区分及び数  当社顧問　 　４名  当社顧問 　　４名

ストック・オプション数※  普通株式　1,250株  普通株式　1,250株

付与日  平成20年１月９日  平成20年１月９日

権利確定条件

 付与日（平成20年１月９

日）以降、確定日（平成20

年７月８日）まで継続して

勤務していること。

 付与日（平成20年１月９

日）以降、確定日（平成21

年１月８日）まで継続して

勤務していること。

対象勤務期間

6ヶ月間

（自平成20年１月９日

　至平成20年７月８日）

12ヶ月間

（自平成20年１月９日

　至平成21年１月８日）

権利行使期間

　権利確定後４年２ヶ月以

内。ただし、権利確定後退

任した場合は、退職日より

６ヶ月間権利あり。

 

 権利確定後３年８ヶ月以内。

ただし、権利確定後退任し

た場合は、退職日より６ヶ

月間権利あり。

※株式数に換算して記載しています。

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

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

数に換算して記載しております。

①　ストック・オプションの数

  
平成14年

ストック・オプション
平成15年　その１

ストック・オプション
平成15年　その２

ストック・オプション

権利確定前 （株）    

前事業年度末  ― ― ―

付与  ― ― ―

失効  ― ― ―

権利確定  ― ― ―

未確定残  ― ― ―

権利確定後 （株）    

前事業年度末  588 8,806 6,501

権利確定  ― ― ―

権利行使  ― ― ―

失効  ― 8,806 32

未行使残  588 ― 6,469

ユー・エム・シー・ジャパン㈱（６９３９）　平成 20 年 12 月期決算短信（非連結）

－ 35 －



  
平成15年　その３

ストック・オプション
平成15年　その４

ストック・オプション
平成15年　その５

ストック・オプション

権利確定前 （株）    

前事業年度末  ― ― ―

付与  ― ― ―

失効  ― ― ―

権利確定  ― ― ―

未確定残  ― ― ―

権利確定後 （株）    

前事業年度末  7,767 13,629 510

権利確定  ― ― ―

権利行使  ― ― ―

失効  72 61 ―

未行使残  7,695 13,568 510

  
平成16年

ストック・オプション
平成17年　その１

ストック・オプション
平成17年　その２

ストック・オプション

権利確定前 （株）    

前事業年度末  ― ― ―

付与  ― ― ―

失効  ― ― ―

権利確定  ― ― ―

未確定残  ― ― ―

権利確定後 （株）    

前事業年度末  1,079 11,451 11,092

権利確定  ― ― ―

権利行使  ― ― ―

失効  24 634 570

未行使残  1,055 10,817 10,522
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平成18年

ストック・オプション
平成19年　その１

ストック・オプション 
 平成19年　その２

ストック・オプション 

権利確定前 （株）    

前事業年度末  12,454 11,400 27,706

付与  ― ― ―

失効  178 ― 60

権利確定  12,276 11,400 27,646

未確定残  ― ― ―

権利確定後 （株）    

前事業年度末  ― ― ―

権利確定  12,276 11,400 27,646

権利行使  ― ― ―

失効  583 ― 1,295

未行使残  11,693 11,400 26,351

  
平成19年　その３

ストック・オプション
平成19年　その４

ストック・オプション 
 平成19年　その５

ストック・オプション 

権利確定前 （株）    

前事業年度末  4,500 871 4,500

付与  ― ― ―

失効  ― ― ―

権利確定  4,500 871 ―

未確定残  ― ― 4,500

権利確定後 （株）    

前事業年度末  ― ― ―

権利確定  4,500 871 ―

権利行使  ― ― ―

失効  ― ― ―

未行使残  4,500 871 ―
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平成19年　その６

ストック・オプション
平成19年　その７

ストック・オプション 
 平成19年　その８

ストック・オプション 

権利確定前 （株）    

前事業年度末  864 4,500 864

付与  ― ― ―

失効  ― ― ―

権利確定  ― ― ―

未確定残  864 4,500 864

権利確定後 （株）    

前事業年度末  ― ― ―

権利確定  ― ― ―

権利行使  ― ― ―

失効  ― ― ―

未行使残  ― ― ―

  
平成19年　その９

ストック・オプション
平成19年　その１０

ストック・オプション 

権利確定前 （株）   

前事業年度末  ― ―

付与  1,250 1,250

失効  ― ―

権利確定  1,250 ―

未確定残  ― 1,250

権利確定後 （株）   

前事業年度末  ― ―

権利確定  1,250 ―

権利行使  ― ―

失効  ― ―

未行使残  1,250 ―
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②　単価情報

  
平成14年

ストック・オプション
平成15年　その１

ストック・オプション
平成15年　その２

ストック・オプション

権利行使価格 （円） 390,000 63,500 63,500

行使時平均株価 （円） ― ― ―

公正な評価単価（付与日） （円） ― ― ―

  
平成15年　その３

ストック・オプション
平成15年　その４

ストック・オプション
平成15年　その５

ストック・オプション

権利行使価格 （円） 63,500 63,500 140,000

行使時平均株価 （円） ― ― ―

公正な評価単価（付与日） （円） ― ― ―

  
平成16年

ストック・オプション
平成17年　その１

ストック・オプション
平成17年　その２

ストック・オプション

権利行使価格 （円） 87,000 45,800 45,800

行使時平均株価 （円） ― ― ―

公正な評価単価（付与日） （円） ― ― ―

  
平成18年　

ストック・オプション
平成19年　その１

ストック・オプション 
平成19年　その２

 ストック・オプション

権利行使価格 （円） 37,300 10,480 10,480

行使時平均株価 （円） ― ― ―

公正な評価単価（付与日） （円） ― 3,550 3,550

  
平成19年　その３

ストック・オプション
平成19年　その４

ストック・オプション 
平成19年　その５

 ストック・オプション

権利行使価格 （円） 10,480 10,480 10,480

行使時平均株価 （円） ― ― ―

公正な評価単価（付与日） （円） 3,671 3,671 3,762

  
平成19年　その６

ストック・オプション
平成19年　その７

ストック・オプション 
平成19年　その８

 ストック・オプション

権利行使価格 （円） 10,480 10,480 10,480

行使時平均株価 （円） ― ― ―

公正な評価単価（付与日） （円） 3,762 3,954 3,954
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平成19年　その９

ストック・オプション
平成19年　その１０

ストック・オプション 

権利行使価格 （円） 8,800 8,800

行使時平均株価 （円） ― ―

公正な評価単価（付与日） （円） 3,004 3,053

２．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

当事業年度において付与された平成19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方法は以下のと

おりであります。

 ①使用した評価技法　　　　　　ブラック・ショールズ式

②主な基礎数値及び見積方法  

 

 

平成19年　その９

 ストック・オプション

平成19年　その10

 ストック・オプション

 株価流動性　（注）１ 54％ 52％

 予想残存期間　（注）２ 2.6年 2.8年

 予想配当　（注）３ －円／株 －円／株

 無リスク利子率　（注）４ 0.70％ 0.70％

 （注）１．下記に基づき算定しております。

平成19年　その９は、平成17年６月から平成20年１月の株価実績に基づき算定しております。

平成19年　その10は、平成17年３月から平成20年１月の株価実績に基づき算定しております。

 ２．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。

 ３．平成19年12月期の配当実績によっております。

 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

将来の失効数の見積りについては、過年度付与の実績データより算出しております。

４．財務諸表への影響額

 売上原価、販売費及び一般管理費に含まれる株式報酬費用　　106百万円

 特別利益のその他（新株予約権戻入益）　　　　　　　　　　　5百万円
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（税効果会計関係）

第25期
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

第26期
（自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日）

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

繰延税金資産 （百万円）

　繰延税金資産（流動）  

　たな卸資産評価損否認 51

　賞与引当金否認 47

　その他 144

　繰延税金資産（流動）小計 242

　評価性引当金 △242

繰延税金資産（流動）合計 －

　繰延税金資産（固定）  

　繰越欠損金 6,997

　その他 133

　繰延税金資産（固定）小計 7,130

　評価性引当金 △7,130

　繰延税金資産（固定）合計 －

繰延税金資産合計 －

繰延税金負債  

繰延税金負債合計 －

繰延税金資産（負債）の純額 －

繰延税金資産 （百万円）

　繰延税金資産（流動）  

　貸倒引当金否認 116

　たな卸資産評価損否認 29

　賞与引当金否認 19

　その他 35

　繰延税金資産（流動）小計 199

　評価性引当金 △199

繰延税金資産（流動）合計 －

　繰延税金資産（固定）  

　繰越欠損金 8,738

　その他 210

　繰延税金資産（固定）小計 8,948

　評価性引当金 △8,948

　繰延税金資産（固定）合計 －

繰延税金資産合計 －

繰延税金負債  

繰延税金負債合計 －

繰延税金資産（負債）の純額 －

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主要な項目別の内訳

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主要な項目別の内訳

 平成19年12月31日

法定実効税率 40.4％

（調整）  

永久に損金に算入されない項目 △0.6

法人住民税均等割額 △1.1

評価性引当金 △39.8

その他 －

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △1.1

 平成20年12月31日

法定実効税率 40.4％

（調整）  

永久に損金に算入されない項目 △0.2

法人住民税均等割額 △0.1

評価性引当金 △40.2

その他 △0.0

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △0.1

（持分法損益等）

　該当事項はありません。
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（関連当事者との取引）

第25期（自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日）

　親会社及び法人主要株主等

属性
会社等
の名称

住所
資本金
又は
出資金

事業の
内容又
は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合

（％）

関係内容
取引の
内容

取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)役員の

兼任等
事業上
の関係

親会社

ユナイテッ

ド・マイクロ

エレクトロニ

クス・コーポ

レーション

中華民国

台湾

新竹市

百万NT$

132,145

半導体製品

の前工程の

受託生産

（被所有）

50.1

 

兼任

１人

生産移管

 顧客紹介

商品仕

入
9,415 買掛金 1,233

 

第26期（自　平成20年１月１日　至　平成20年12月31日）

　親会社及び法人主要株主等

属性
会社等
の名称

住所
資本金
又は
出資金

事業の
内容又
は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合

（％）

関係内容
取引の
内容

取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)役員の

兼任等
事業上
の関係

親会社

ユナイテッ

ド・マイクロ

エレクトロニ

クス・コーポ

レーション

中華民国

台湾

新竹市

百万NT$

129,878

半導体製品

の前工程の

受託生産

（被所有）

52.6

 

兼任

１人

生産移管

 顧客紹介

商品仕

入
5,433 買掛金 592

（注）１．当社と関連のない他の当事者と同様の条件によっております。

２．取引金額には消費税等は含まれておりません。

 

（企業結合等関係）

 該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

第25期
（自　平成19年１月１日

至　平成19年12月31日）

第26期
（自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日）

１株当たり純資産額 45,734円55銭

１株当たり当期純損失金額 473円01銭

１株当たり純資産額 43,072円97銭

１株当たり当期純損失金額 4,503円46銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、

新株予約権付社債等潜在株式が存在しておりますが、

１株当たり当期純損失が計上されているため記載して

おりません。

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、

新株予約権付社債等潜在株式が存在しておりますが、

１株当たり当期純損失が計上されているため記載して

おりません。

（注）１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
第25期

(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

第26期
(自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日)

１株当たり当期純損失金額   

当期純損失（百万円） 468 4,411

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る当期純損失（百万円） 468 4,411

期中平均株式数（千株） 990 979

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要

新株予約権付社債１銘柄（新株予約

権の数41,813個）、新株予約権５種

類（新株予約権の数128,494個）、

新株引受権１種類（目的たる株式の

数588株）。

新株予約権５種類（新株予約権の数

118,679個）、新株引受権１種類

（目的たる株式の数588株）。
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（重要な後発事象）

第25期
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

第26期
（自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日）

資本準備金の減少

当社は、平成20年２月15日開催の取締役会において、

平成20年３月19日開催予定の当社の定時株主総会に、資

本準備金を取崩し欠損補填及びその他資本剰余金に振り

替える議案を付議することを決議いたしました。

１．資本準備金減少の目的

会社法第448条第１項の規程に基づき、資本準備金の取

崩しを行い、資本の欠損の補填に充当するとともに、今

後の機動的な資本政策に備えるためのものであります。

２．資本準備金減少の方法

資本準備金の取り崩し額は、欠損補填に2,060百万円、

その他資本剰余金に7,940百万円を振り替える予定であり

ます。

 ３．資本準備金減少の額

平成19年12月31日時点での資本準備金の額20,218百万

円のうち10,000百万円が減少いたします。

４．資本準備金減少のスケジュール

①取締役会決議日　　　　　2008年2月15日

②株主総会決議日　　　　　2008年3月19日（予定）

③債権者異議申述公告　　　2008年2月25日（予定）

 ④債権者異議申述最終期日　2008年3月25日（予定）

⑤効力発生日　　　　　　　2008年3月26日（予定）

資本準備金の減少

当社は、平成21年２月20日開催の取締役会において、

平成21年３月27日開催予定の当社の定時株主総会に、資

本準備金を取崩し欠損補填及びその他資本剰余金に振り

替える議案を付議することを決議いたしました。

１．資本準備金減少の目的

会社法第448条第１項の規程に基づき、資本準備金の取

崩しを行い、資本の欠損の補填に充当するとともに、今

後の機動的な資本政策に備えるためのものであります。

２．資本準備金減少の方法

資本準備金の取り崩し額は、欠損補填に4,411百万円、

その他資本剰余金に589百万円を振り替える予定でありま

す。

 ３．資本準備金減少の額

平成20年12月31日時点での資本準備金の額10,218百万

円のうち5,000百万円が減少いたします。

４．資本準備金減少のスケジュール

①取締役会決議日　　　　　2009年2月20日

②株主総会決議日　　　　　2009年3月27日（予定）

③債権者異議申述公告　　　2009年3月30日（予定）

 ④債権者異議申述最終期日　2009年4月30日（予定）

⑤効力発生日　　　　　　　2009年5月１日（予定）
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５．生産、受注及び販売の状況
(1）生産実績

①当事業年度の生産実績は、次のとおりであります。

 品目
第26期

（自　平成20年１月１日
 至　平成20年12月31日）

前年同期比（％）

ロジック製品（百万円） 8,673 △48.2　

メモリー製品（百万円） 1,275 △7.5　

合計（百万円） 9,948 △45.1　

　（注）金額は、販売価格（消費税等抜き）により算出しております。

②当事業年度の仕入実績は、次のとおりであります。

 品目
第26期

 （自　平成20年１月１日
  至　平成20年12月31日）

前年同期比（％）

ロジック商品（百万円） 5,451 △42.1

合計（百万円） 5,451 △42.1

　（注）金額は、仕入価格（消費税等抜き）により算出しております。

(2）受注状況

　当事業年度における受注状況は、次のとおりであります。

 品目 受注高（百万円） 前年同期比（％） 受注残高（百万円）  前年同期比（％）

ロジック製品 6,864 △52.5 557 △76.3

メモリー製品 1,216 △36.8 6 △99.3

仕入商品 4,877 △50.0 394 △67.9

合計 12,957 △50.4 957 △78.5

　（注）　金額は、販売価格（消費税等抜き）により算出しております。

(3）販売実績

　当事業年度の販売実績は、次のとおりであります。

 品目
第26期

  （自　平成20年１月１日
   至　平成20年12月31日）

 前年同期比（％）

ロジック製品（百万円） 8,613 △47.6

メモリー製品（百万円） 1,279 △12.2

ロジック商品（百万円） 5,776 △42.1

その他売上高（百万円） 19 ＋222.2

合計（百万円） 15,686 △43.7
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　（注）１．最近２事業年度の主要な輸出先及び輸出販売高及び割合は、次のとおりであります。

（ ）内は総販売実績に対する輸出の割合であります。

輸出先
第25期 第26期

金額（百万円） 割合（％） 金額（百万円） 割合（％） 

東南アジア 5,399 99.7 2,924 100.0

ヨーロッパ 21 0.4 － －

アメリカ △2 △0.1 － －

計
5,418

(19.4％)
100.0

2,924

(18.6％)
100.0

２．最近２事業年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、次のとおりであ

ります。

相手先
第25期 第26期

金額（百万円） 割合（％） 金額（百万円） 割合（％）

株式会社日立ディスプレイズ 4,774 17.1 3,783 24.1

川崎マイクロエレクトロニクス

株式会社
8,136 29.2 3,538 22.6

シャープ株式会社 3,191 11.5 2,108 13.4

OKIセミコンダクタ株式会社 3,074 11.0 － －

計 19,175 68.8 9,430 60.1

３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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６．役員の異動
(1）代表者の異動

　　　該当事項はありません。

 

(2）その他役員の異動

 監査役　李　亞菁（平成20年10月29日退任）

 

７．その他
　平成19年　譲渡生産設備の搬出・復旧工事

 

平成19年にKING　VIRTUE　ELECTRON　CO,.LTDに対して譲渡いたしました生産設備の搬出・復旧工事につきまして

は、総額197百万円を見込んでおりましたが、復旧工事を外部委託せずに自前で行い、合理化を推進した結果、当年

度末において総額112百万円となり、85百万円を削減いたしました。　

この削減額85百万円につきましては、当期の特別利益に計上されております。　
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