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

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(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 ％

20年12月期 11,867 11.5 493 △52.6 △604 ― △2,342 ―
19年12月期 10,645 62.8 1,041 209.2 936 112.3 533 ―

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 △40,573.17 ― △61.0 △4.3 4.2
19年12月期 9,339.44 9,320.99 11.8 6.9 9.8

（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 13,429 2,506 18.6 43,638.47
19年12月期 14,678 5,222 35.3 89,842.80

（参考） 自己資本  20年12月期  2,492百万円 19年12月期  5,187百万円

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 1,501 △1,060 △397 617
19年12月期 944 △2,421 1,732 618

2.  配当の状況 

平成21年12月期の配当予想は「未定」であります。  

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 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 ― 2,500.00 2,500.00 144 26.8 3.1
20年12月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
21年12月期 

（予想）
― ― ― ― ― ――― ― ―――

3.  21年12月期の連結業績予想（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2四半期連結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2四半期連結累計期間 3,500 △43.8 △400 ― △500 ― △500 ― △8,659.51
通期 9,300 △21.6 300 △39.2 100 ― 50 ― 865.95

- 1 -



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  

(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） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 ― 社 （ 社名 ） 除外 ― 社 （ 社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
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 57,740株 19年12月期 57,740株
② 期末自己株式数 20年12月期 ―株 19年12月期 ―株

（参考）個別業績の概要 

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

 

(2) 個別財政状態 

  

(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 ％

20年12月期 11,318 9.7 246 △70.8 △27 ― △3,764 ―
19年12月期 10,321 85.2 843 39.1 605 △40.6 376 △12.1

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

20年12月期 △65,205.95 ―
19年12月期 6,602.78 6,589.75

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 14,129 2,596 18.3 44,720.39
19年12月期 17,192 6,658 38.5 114,719.90

（参考） 自己資本 20年12月期  2,582百万円 19年12月期  6,623百万円

2.  21年12月期の個別業績予想（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） 

＊ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特紀事項 
  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。  

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 3,400 △44.1 △300 ― △400 ― △400 ― 6,927.61
通期 9,000 △20.5 250 1.5 0 ― 0 ― 0.00

- 2 -



１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

①当期の経営成績 

　(1)経営成績に関する分析

　当連結会計年度におけるわが国経済は、サブプライムの信用破綻に端を発した、行き先を失ったマネーは夏までは

エネルギー・原材料価格の高騰をもたらし、各企業にコスト増を強いる結果となりました。その後9月のリーマン・ブ

ラザースの経営破綻を契機に、世界的にバブルが崩壊し、相対的にその影響が少なかったわが国では急速に円高が進

行しました。他方で世界的に金融不安が一挙に表面化し、株式市場が低迷し逆資産効果が発生するとともに、雇用情

勢並びに消費者心理を悪化させ、急速に景気は落ち込みました。

　輸出依存度の高い多くの製造業では急速な需要の減退に加え、円高による採算性の悪化と二重に事業環境は悪化し

て年度末を迎えております。このような厳しい世界経済の環境下、携帯電話市場全体はかろうじて成長を続けている

ものの、新興国市場での新規契約者向けのリーズナブルな低機能品の堅調な需要に支えられているものであり、当社

の主力製品が組み込まれている中高付加価値の携帯電話市場は、欧米を中心に買替需要は落ち込み停滞いたしまし

た。

　このような厳しい経営環境化、当社グループは、当該会計年度前半では大手取引先への製品出荷に対応した増産体

制を組んだものの、下期後半になり世界的な景気悪化の影響による在庫調整の動きが表面化し、一転して急激な減産

体制を余儀なくされました。当然のことながら、急激な生産数量ダウンに対応しての徹底的な経営リストラ策の実施、

生産効率の向上ならびに部品内製化率の更なる引き上げ等による製造原価削減にも積極的に取組んでまいりました。

また、将来にわたる当社業績進展の鍵を握る新製品の研究開発、試作・量産化に向けた技術革新にも継続して注力を

しております。

 

［市場別の販売状況］

①　携帯電話市場

　携帯電話市場は、当社主力製品でありますオートフォーカス用リニアモータの販売が会計年度秋までは好調に推移

いたしましたが、その後世界景気の急激な悪化の影響を受け、主要取引先の在庫調整の動きが加速し、販売数量は大

幅に落ち込みました。さらに、振動モータにつきましては、携帯電話市場の伸びの鈍化に加え、当社主要取引先の市

場占有率低下による影響を受け、特に年度後半にかけて急激に販売数量が減少しました。　

②　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にターゲットを絞り販売推進を行ってまいりましたが、

車載向けＦＡＮモータについては世界的な自動車販売の落ち込みの影響を受け、販売数量も減少いたしました。また

ゲーム機や家電製品、オフィス機器向けのモータ販売につきましても、前年実績を下回る結果となりました。

　　以上の結果、当連結会計年度の業績は、年度後半の大幅な受注減と想定を上回る急激な円高の影響を受け、収益

性が大幅に悪化しました。売上高につきましては、年度後半に取引先の在庫調整よる売上急減の影響を受けましたが、

第3四半期まで好調を維持しておりましたオートフォーカス用リニアモータの販売数量増加により、売上高は118億67

百万円（前期比11.5％増）を達成いたしました。また、営業費用面では、中国における人件費の継続的上昇と売上高

急減に伴う固定費部分の負担増が影響し、売上原価は92億94百万円（同20.1％増）となりました。販売費及び一般管

理費は、研究開発費並びに内部統制インフラ構築のための費用増加等により、20億78百万円（同11.3%増）となり、営

業利益は4億93百万円（同52.6％減）と黒字を確保しましたが、前期比では大幅に減少いたしました。営業外損益につ

きましては、急激な円高の影響による為替差損8億39百万円ならびに設備投資資金・増加運転資金借入の支払利息２億

９百万円等の影響を受け、６億4百万円の経常損失を計上いたしました。さらに、上海連結子会社からの米ドル建て仕

入れ債務の為替変動リスクを回避する目的で締結したクーポンスワップ取引等のデリバティブ契約の評価損16億54百

万円ならびに投資有価証券評価損1億18百万円等の特別損失18億12百万円を計上したため、税金等調整前当期純損失23

億84百万円、当期純損失23億42百万円という結果となりました。

②次期の見通し  

　100年に一度と言われる未曾有の経済危機のなか,主力市場である携帯電話市場向けモータ応用部品につきましては、

2008年度後半以降の世界携帯電話市場急減速の影響を受け厳しい状況が続くものと認識しております。2009年度の世

界販売台数は前年度比10％程度減少するとの見通しもありますが、こうした状況下、当社としては逆風ともいえるこ

うした環境の変化の中でも利益を確保できる体制の構築を目指してまいります。具体的には、以下の販売戦略に加え、

当期は生産工程の見直し、材料のコストダウン・内製化推進等による製造原価の徹底した削減を目指してまいりま

す。
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  振動モータにつきましては、携帯電話市場全体の低迷の影響もあり売上高は前年比減少を見込んでおりますが、部

品内製化の推進等によるコストダウンの徹底および新規販売先の開拓による販路の拡大等を図ることにより、販売台

数・販売金額の落ち込みをカバーし、利益を確保する方針であります。

　主力商品であるオートフォーカス用リニアモータは、昨年度の売り上げ増の牽引役を果たしましたが、今年度前半

は市場全体の減速の影響を受けるものの、第2四半期以降は在庫調整一巡の見通しに加え、新規販売先の開拓と新製品

への搭載率の上昇により、売上は徐々に回復し、下期に反転することを見込んでおります。

　また、当期はかねてより研究・開発を続けてきた光学三倍ズームの商品化の目処がたち、今年度下半期からの売上

の計上を見込んでおります。その他市場向け応用電子部品につきましては（FANモータ等）、自動車業界等の業績低迷

の影響を受けることを予想しており、販売台数・販売金額とも前年比減少の見通しであります。

　前述したとおり、今年度は材料費・労務費の削減等による原価の低減の徹底により、売上が減少する中でも着実に

利益を確保できる体制を構築してまいります。

　以上により、今年度の業績予想と致しましては、売上高93億円、営業利益3億円、経常利益1億円、当期純利益50百

万円を見込んでおります。

　なお、本予想で記述されている業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した結果であり、潜在的

なリスクや不確実性が含まれております。そのため、様々な要因の変化により、実際の業績は大きく異なる可能性が

あることをご承知おき下さい。

　なお、事業計画策定にあたっては、１元＝14円にて業績予想を算出しておりますが、人民元の対日為替レートが変

動した場合には、子会社の円建て債務の評価による為替差損益が生じる可能性があります。

 (2)財政状態に関する分析

①　資産、負債及び純資産の状況

当連結会計年度末の総資産は、前期末比12億48百万円減少し134億29百万円となりました。流動資産は前期末比6億76

百万円減少し50億86百万円となりました。これは受取手形及び売掛金が7億15百万円、たな卸資産が1億59百万円減少

した反面、未収還付法人税等が195百万円発生したことが主な要因であります。固定資産は、設備投資により有形固定

資産が1億17百万円増加する一方、投資その他の資産が6億18百万円減少したことにより、全体では5億90百万円の減少

となりました。

　負債合計は、前期末比14億66百万円増加し109億23百万円となりました。有利子負債は短期借入金の返済等により2

億19百万円減少し70億86百万円となりました。純資産は、前期末比27億15百万円減少し25億6百万円となりました。以

上の結果、自己資本比率は前連結会計年度に対して16.7％下落し、18.6％となりました。

②キャッシュ・フローの状況

　当連結会計年度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

14億91百万円を得、設備購入を中心とした投資活動において10億21百万円支出し、3億97百万円を借入金返済にあてた

ことにより、最終的に6億17百万円となりました。

　当連結会計年度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）

　営業活動の結果得られた資金は15億1百万円となりました。これは税金等調整前当期純損失として23億84百万円計上

しましたが、デリバティブ評価損益16億54百万円、減価償却費10億20百万円等は支出を伴わない費用であり、仕入債

務の増加により9億65百万円、売上債権の回収による1億64百万円、その他負債の増加2億54百万円等がプラス面に寄与

し、法人税の支払い4億10百万円等を吸収したためであります。

　（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果支出した資金は10億60百万円となりました。これは、設備投資等に関わる有形固定資産の取得によ

る支出19億44百万円が主な内容であります。

　（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果支出した資金は3億97百万円となりました。これは、短期借入金の減少25億8百万円、長期借入金の

返済8億52百万円等はあったものの、新たな設備資金の借入20億円や社債の発行15億円等を実施したことによるもので

あります。なお、配当金の支払いは1億42百万円行っております。
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 （参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移

平成18年12月期 平成19年12月期 平成20年12月期

自己資本比率（％） 28.9 34.3 18.6

時価ベースの自己資本比率（％） 171.5 79.1 14.6

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） － 7.7 4.7

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） － 0.2 0.1

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

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年）：有利子負債÷営業・キャッシュフロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）：営業・キャッシュフロー÷利払い

 

（3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

　当社は、携帯電話市場向け電子部品を取り巻く外的環境および当社の収益状況並びに財政状態の両面から配当方針

を決定しておりますが、当年度は事業を安定的に継続するために必要な内部留保の充実を最優先してまいる方針であ

ります。着実な経営計画の実践により生み出される利益の最大化により、安定した配当を実施してまいりたいと考え

ておりますが、当社の業績を大きく左右する世界の携帯電話市場動向の回復時期が不透明なことから、次年度の配当

方針につきましては、現時点では「未定」とさせていただきたく、株主様のご理解を賜るものであります。まずは早

期の業績回復に向けて全社一丸となって邁進してまいる所存でございます。

(4)事業等のリスク　

当社グループの経営成績、財政状態及び株価等に影響を及ぼす可能性があると考えられる主な事項を記載しておりま

す。なお、以下に記載しておりますリスク要因については、現時点において当社グループが判断したものであり、こ

れらに限られるものではありません。

①　中華人民共和国の生産拠点に生産のすべてを依存していることについて

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

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

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

社グループの事業、業績及び財政状態が悪影響を受ける可能性があります。

　当社グループは、中華人民共和国固有の規制を受けております。

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

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

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

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

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

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

受ける可能性があります。

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

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

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

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

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

があります。

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

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

②　携帯電話市場の動向による影響について

　当社グループの売上は携帯電話市場向けモータ応用電子部品の売上が、高い比重を占めております。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。
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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、フジノン株式会社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

　当社グループは、新製品の開発並びにその需要動向及び量産化、その量産化の結果発生してくる受注単価の下落そ

れぞれへの対応の成否により経営成績は左右され、当社グループの業績は大きく影響を受ける可能性があります。

　⑤　為替変動の影響について

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

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

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

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

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

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

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

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

⑥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。

⑦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。

⑧資金調達について

　当社グループは、金融機関からの借入れや社債の発行等により事業資金を調達しております。金融機関の貸出しの

圧縮等の事態が生じた場合、当社グループの業績に影響を受ける可能性があります。

⑨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。

a　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

b　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

c　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

d　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

e　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

ｼｺｰ㈱平成 20 年 12 月期連結決算短信

－ 6 －



２．企業集団の状況
事業系統図

 

 

得    

意    

先 

連結子会社 

思考技研(香港)有限公司 

連結子会社 

思考電機(上海)有限公司 

連結子会社 

上海思考電子有限公司 

当社 

 

 

シコー株式会社 

仕    

入    

先 

製品の販売 

製品の販売 

製品の販売 

生産資材供給 

製品の販売 

材料購入 

材料購入 

生
産
資
材
供
給 

製
品
の
販
売 

製
品
の
販
売 

 

ｼｺｰ㈱平成 20 年 12 月期連結決算短信

－ 7 －



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

　当社グループは直面しております課題につきましては、世界同時不況の影響を受けての携帯電話市場拡大の急ブレー

キ、主要取引先の在庫調整・生産調整等、市場環境悪化の回復目処に対する不透明感があげられます。さらに熾烈な

環境下で携帯電話向け部品価格の下落傾向も続いており、このような厳しい経営環境面での課題に対しまして、当社

グループは以下のような重点施策を実行してまいります。

① 経営リストラ策の実施

受注数量の大幅な落ち込みに対応し、上海製造工場の徹底的な経営リストラによる生産コスト削減を進めております。

具体的には、遊休資産の売却、人員削減、経費削減運動の実施等、経営体制のスリム化にスピード感を持って取り組

んでおります。

② 高付加価値商品の販売比率引き上げ

カメラ付携帯電話の普及によりオートフォーカス用リニアモータの受注数量は大幅に増加し、当社製品別売上高に占

める同製品の割合は、振動モータを大きく上回る規模まで成長しております。今後更に大手モバイルメーカーの高付

加価値商品戦略に対応した技術開発（小型化・薄型化）に注力し、モジュールメーカー（レンズメーカー、センサー

メーカー含む）への営業に力を入れ、利益率向上を目指します。

③　販売単価下落に負けない低コスト生産体制の確立

ＢＲＩＣＳを中心とする低価格商品の市場は、一時的に伸びが鈍化したとはいえ、依然中国を中心に成長が見込まれ

ます。現在上海工場で進めている部品内製化を更に徹底し、設計改良や生産改善による生産効率の向上、低コスト生

産体制の一層の定着を図ってまいります。

④　品質管理体制の強化による顧客満足度の向上

　品質管理体制の強化は新規取引先の獲得ならびに既存取引先の満足度向上による売上数量アップ、さらには不良発

生に伴うコストを徹底的に削減する効果があり「品質第一のシコー」を目指して品質管理体制の強化を継続します。

⑤　内部統制の強化・管理水準の向上

日本版Ｓｏｘ法の施行により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を経

営の重要課題の一つとして位置付けております。特に財務報告の信頼性を確保する体制作り、四半期毎決算の早期開

示への対応を急ぎ、さらに、コンプライアンス体制確立も行って参ります。

(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19年12月31日）
当連結会計年度

（平成20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   618,692   643,178  

２．受取手形及び売掛金 ※2,3  3,102,420   2,386,669  

３．たな卸資産   1,530,196   1,370,385  

４．未収還付消費税等   137,520   101,003  

５．繰延税金資産   188,616   213,208  

６．その他   211,034   427,584  

貸倒引当金   △43,401   △55,101  

流動資産合計   5,745,079 39.1  5,086,927 37.9

Ⅱ　固定資産        

１．有形固定資産        

(1)建物及び構築物  1,926,349   1,840,842   

減価償却累計額  294,776 1,631,573  367,669 1,473,172  

(2)機械装置及び運搬具  5,530,980   6,223,007   

減価償却累計額  1,286,497 4,244,483  1,443,382 4,779,625  

(3)工具器具及び備品  1,190,412   1,388,582   

減価償却累計額  875,797 314,614  1,103,152 285,429  

(4)土地   186,723   186,723  

(5)建設仮勘定   1,139,388   909,047  

有形固定資産合計   7,516,783 51.2  7,633,997 56.8

２．無形固定資産        

その他   198,653   109,625  

無形固定資産合計   198,653 1.4  109,625 0.8

３．投資その他の資産  

(1)投資有価証券 ※1  482,225   228,396  

(2)長期貸付金   －   18,500  

(3)差入保証金   332,300   －  

(4)繰延税金資産   31,811   45,277  

(5)その他 ※1  371,966   316,515  

　　 貸倒引当金   －   △9,250  

投資その他の資産合計   1,218,304 8.3  599,438 4.5

固定資産合計   8,933,741 60.9  8,343,060 62.1

資産合計   14,678,820 100.0  13,429,988 100.0
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前連結会計年度

（平成19年12月31日）
当連結会計年度

（平成20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
（％）

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１．買掛金   1,362,533   1,148,345  

２．短期借入金   3,907,000   1,398,150  

３．1年内返済予定長期借入金   888,988   1,260,349  

４．1年内償還予定社債   274,000   602,000  

５．未払金   145,101   238,055  

６．未払法人税等   249,330   6,787  

７．デリバティブ負債   －   1,654,208  

８．賞与引当金   90,265   －  

９．その他   245,964   255,677  

流動負債合計   7,163,183 48.8  6,563,573 48.9

Ⅱ　固定負債        

１．社債   416,000   1,230,000  

２．長期借入金   1,820,397   2,596,148  

３．その他   57,013   533,400  

固定負債合計   2,293,410 15.6  4,359,548 32.4

負債合計   9,456,593 64.4  10,923,122 81.3

        

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１．資本金   2,212,089 15.1  2,212,089 16.5

２．資本剰余金   2,647,888 18.0  2,647,888 19.7

３．利益剰余金   177,764 1.2  △2,309,280 △17.2

　　株主資本合計   5,037,742 34.3  2,550,697 19.0

Ⅱ　評価・換算差額等        

１．その他有価証券評価差額金   3,959 0.0  △128,469 △1.0

２．為替換算調整勘定   145,821 1.0  70,588 0.5

　　評価・換算差額等合計   149,780 1.0  △57,880 △0.5

Ⅲ　新株予約権   34,703 0.3  14,048 0.1

純資産合計   5,222,226 35.6  2,506,865 18.7

負債純資産合計   14,678,820 100.0  13,429,988 100.0
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(2）連結損益計算書

  
前連結会計年度

（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

当連結会計年度
（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（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   10,645,676 100.0  11,867,127 100.0

Ⅱ　売上原価   7,736,648 72.7  9,294,737 78.3

売上総利益   2,909,027 27.3  2,572,389 21.7

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1.2  1,867,523 17.5  2,078,881 17.5

営業利益   1,041,504 9.8  493,508 4.2

Ⅳ　営業外収益        

１.受取利息  3,775   2,355   

２.受取配当金  6   6   

３.為替差益  92,322   －   

４.その他  20,358 116,461 1.1 84,683 87,044 0.7

Ⅴ　営業外費用        

１．支払利息  153,452   209,030   

２．シンジケートローン手数料  8,703   30,220   

３. 株式交付費  5,666   －   

４. 社債発行費  －   28,608   

５．為替差損  －   839,795   

６．貸倒引当金繰入額  －   12,000   

７．デリバティブ損失  18,832   －   

８．その他  34,431 221,086 2.1 65,557 1,185,211 10.0

経常利益又は損失（△）   936,880 8.8  △604,658 △5.1
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前連結会計年度

（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

当連結会計年度
（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（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅵ　特別利益        

  １．　固定資産売却益
 
※4

－   30,265   

　２．新株予約権戻入益  －   1,631   

３．前期損益修正益  26,981 26,981 0.2 － 31,896 0.2

Ⅶ　特別損失        

１．固定資産売却損 ※5 －   80   

２．固定資産除却損 ※6 －   30,125   

３．投資有価証券売却損  2,656   －   

４．投資有価証券評価損  －   118,683   

５．関係会社出資金評価損  －   3,002   

６．デリバティブ評価損  －   1,654,208   

７．前期損益修正損  －   5,995   

８．その他の特別損失 ※3 257,755 260,411 2.4 － 1,812,094 15.3

税金等調整前当期純利益又は
損失（△）

  703,450 6.6  △2,384,856 △20.1

法人税、住民税及び事業税  339,526   2,290   

法人税等還付額  －   △22,478   

法人税等調整額  △169,227 170,299 1.6 △21,973 △42,161 △0.4

当期純利益又は損失(△）   533,151 5.0  △2,342,694 △19.7

       

ｼｺｰ㈱平成 20 年 12 月期連結決算短信

－ 12 －



(3）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度（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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当連結会計年度（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 株主資本合計

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

連結会計年度中の変動額

新株の発行     

剰余金の配当   △144,350 △144,350

当期純利益   △2,342,694 △2,342,694

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）

0 0 △2,487,044 △2,487,044

平成20年12月31日　残高（千円） 2,212,089 2,647,888 △2,309,280 2,550,697

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

連結会計年度中の変動額

新株の発行      

剰余金の配当     △144,350

当期純利益     △2,342,694

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

△132,428 △75,232 △207,661 △20,655 △228,316

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

△132,428 △75,232 △207,661 △20,655 △2,715,361

平成20年12月31日　残高（千円） △128,469 70,588 △57,880 14,048 2,506,865
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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19年１月１日
至　平成19年12月31日）

当連結会計年度
（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（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  703,450 △2,384,856

減価償却費  830,090 1,020,966

固定資産除却損  － 30,125

有形固定資産売却益  － △30,265

有形固定資産売却損  － 80

投資有価証券評価損  － 118,683

関係会社出資金評価損  － 3,002

貸倒引当金の増減額（減少△）  19,567 20,950

賞与引当金の増減額（減少△）  41,677 △90,265

受取利息及び受取配当金  △3,775 △2,361

支払利息  149,055 209,030

株式交付費  30,037 －

デリバティブ評価損益(差益△)
 

 502,162 1,654,208

為替差損益（差益△）  △92,322 34,726

投資有価証券売却損  2,656 －

売上債権の増減額（増加△）  △986,270 164,976

たな卸資産の増減額（増加△）  △553,895 11,907

仕入債務の増減額（減少△）  1,091,405 965,137

未収消費税等の増減額（増加△）  △78,679 36,516

その他資産の増減額（増加△）  218,590 13,712

その他負債の増減額（減少△）  △348,834 254,217

その他  － 59,129

小計  1,524,916 2,089,620

利息及び配当金の受取額  3,775 2,361

利息の支払額  △200,709 △180,247

法人税等の支払額  △383,244 △410,664

営業活動によるキャッシュ・フロー  944,737 1,501,070
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前連結会計年度

（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

当連結会計年度
（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（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  △16,374 △25,702

定期預金の払戻による収入  119,109 －

有形固定資産の取得による支出  △2,168,540 △1,944,942

有形固定資産の売却による収入  － 930,132

無形固定資産の取得による支出  － △3,790

貸付金による支出  － △25,000

貸付金回収による支出  － 1,000

関係会社株式の取得による支出  △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  － －

その他投資の増減額（増加△）  △349,856 7,787

投資活動によるキャッシュ・フロー  △2,421,394 △1,060,515

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△）  486,715 △2,508,850

長期借入れによる収入  600,000 2,000,000

長期借入金の返済による支出  △757,050 △852,888

社債発行による収入  500,000 1,500,000

社債の償還による支出  △40,000 △358,000

株式の発行による収入  1,079,101 －

割賦債務の返済による支出  － △15,822

自己新株予約権の取得による支出  － △19,023

配当金の支払額  △136,597 △142,463

財務活動によるキャッシュ・フロー  1,732,169 △397,047

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  2,233 △44,725

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額
　（減少△）

 257,746 △1,217

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  360,946 618,692

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 ※ 618,692 617,475
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

(1)当該事象又は状況が存在する旨及びその内容

当社グループは当連結会計年度において604百万円の経常損失および2,342百万円の当期純損失を計上しました。この主

たる要因は、第3四半期以降の急激な為替相場の変動（円高傾向）による影響を受けたものであります。

具体的には、

①海外子会社の当社に対する円建債務の換算による損失等の為替差損839百万円

②海外子会社からの米ドル建輸入取引に係る円ベースの決済金額の安定化を図る目的で締結したクーポンスワップ取引

の期末時価評価損1,654百万円の計上となっております。

その結果、当連結会計年度の末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額が、平成16年12月期および平成19年12月

期連結会計年度の末日における連結貸借対照表の資本（純資産）の部の金額の75％を下回ることとなり、金融機関と締

結しているシンジケート・ローン契約（平成20年12月31日現在残高2,080百万円）の財務制限条項に抵触する事実が生

じました。

（2）継続企業の前提に関する重要な疑義の存在の有無

当該状況により、当社グループは継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しています。

(3)当該事象又は状況を解消又は大幅に改善するための経営者の対応及び経営計画

上記損失はいずれも昨年発生した世界的な金融危機に端を発する経済環境の変化によるものと認識しており、主たる営

業活動より生み出される営業利益ならびに営業キャッシュ・フローはそれぞれ、409百万円ならびに1,501百万円の黒字

を確保しており、赤字の主因となったデリバティブ評価損及び為替差損は現金支出を伴う損失ではなく、グループ全体

の資金繰りに支障をきたすものではないものと認識しております。

ただし、結果としてかような財務状況の変化が招来したことの反省を踏まえ、当該状況を解消するべく、決済金額の安

定化のみならず為替変動リスクにも対処可能な方策を採用することで、早期に財務基盤の回復を図ることを計画してお

ります。

さらに、外部経済環境の急速な変化がもたらす経営リスクに迅速に対応する管理体制を構築し、以下の経営改善策を実

行してまいります。

①部品の内製化など製造原価低減の徹底

②グループ全体の間接経費削減の徹底

③主力製品ならびに新製品の製造への経営資源の集中

(4)当該重要な疑義の影響の連結財務諸表への反映の有無

財務制限条項に抵触したシンジケート・ローンについては、エージェントである株式会社横浜銀行を中心とする取引金

融機関の皆様に対し、期限の利益喪失による一括返済という事態を回避する方向での承諾を依頼しているところであり

ます。これを受けて、主要行からは基本的な支援姿勢は確認できており、当社の事業継続に懸念はないものと判断して

おります。

よって、連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、上記の重要な疑義の影響を反映しておりません。
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度

（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年１月１日
至　平成20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

同　左

 

 

   

 (2)　非連結子会社の名称

 Think Tech Korea Co.,Ltd.

 蕪湖思考電子有限公司

 （連結の範囲から除いた理由）

 非連結子会社は、小規模であり、

総資産、売上高、当期純損益（持分

に見合う額）及び利益剰余金（持分

に見合う額）等は、いずれも連結財

務諸表に重要な影響を及ぼしていな

いためであります。

(2)　非連結子会社の名称

 同　左

尚、Think Tech Korea Co.,Ltd.

は平成20年11月28日付で解散決議を

行い、清算手続きを開始しています。

 

 

 

 

   

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.
 Shanghai Lufa Shicoh Science ＆ 

echnology Co.,Ltd. 

 蕪湖思考電子有限公司

　持分法を適用しない非連結子会

社及び関連会社は、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

同　左

　尚、Think Tech Korea Co.,Ltd.

は平成20年11月28日付で解散決議を行

い、清算手続きを開始しています。

 

 

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19年１月１日
至　平成19年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年１月１日
至　平成20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

税金等調整前当期純利益は、それぞれ、

15,523千円減少しておりま

す。

 

 

 

 

 

 

  

 

 

　（追加情報）

　当社は、法人税法の改正にともない、平

成19年3月31日以前に取得した資産について

は、改正前の法人税法に基づく減価償却の

方法の適用により取得価額の5％に到達した

連結会計年度の翌連結会計年度より、取得

価額の5％相当額と備忘価額との差額を5年

間にわたり均等償却し、減価償却費に含め

て計上しております。

　これにより営業利益が5,883千円減少し、

経常損失及び税金等調整前当期純損失がそ

れぞれ5,883千円増加しております。

 

 

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

 

②　社債発行費

　　支出時に全額費用処理しております。
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項目
前連結会計年度

（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日）

 (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

   

 ②　賞与引当金

   当社は、従業員に対する賞与の支給

に備えるため、支給見込額のうち当連

結会計年度の負担に属する部分を計上

しております。

②　賞与引当金

   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。　

 

 (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

  

 (6) 重要なヘッジ会計の方法

イ　ヘッジ会計の方法

　　繰延ヘッジ処理

ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

　　ヘッジ手段　…　直物為替先渡取引

　　ヘッジ対象　…　製品輸入による外貨

建予定取引

ハ　ヘッジ方針

　　　為替リスクの低減のため、対　

　　象予定取引の範囲内でヘッジを　

　　行っております。

 

ニ　ヘッジの有効性評価の方法

　ヘッジ開始時から有効性判定時点ま

での期間において、ヘッジ対象とヘッ

ジ手段の相場変動の累計を比較し、両

者の変動額等を基礎にして判断してお

ります。

 

(6) 重要なヘッジ会計の方法

　──────

 

 

 

　

　

 

 

　

　　

　

 

 

 

 (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
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項目
前連結会計年度

（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日）

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．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19年１月１日
至　平成19年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日）

１．有形固定資産の減価償却の

方法
　──────

 

 

 

 

 

 

 

　──────

 

 

 

 

 

 

 

 

 

追加情報

前連結会計年度
（自　平成19年 1月 1日
至　平成19年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年 1月 1日
至　平成20年12月31日）

────── ──────
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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19年12月31日）

当連結会計年度
（平成20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。

　その他（出資金）　　　　　　　　　  14,302千円

　 

　その他（出資金）　　　　　　　　　    11,226千円

　 

※2 期末日満期手形 ※2　──────

　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　　　　　　　　　　　　 　  11,267千円　
　　

※3 受取手形割引高                      28,412千円

 
3 　　　　　　　

 

3 

 　　　　　　　

<財務制限条項>

 当社借入金のうち、1,560,000千円については、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。

（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。

<財務制限条項>

 当社借入金のうち、1,080,000千円については、以下(1),

(2)の財務制限条項がついており、1,000,000千円について

は以下(1),(3)の財務制限条項がついております。各連結会

計年度末日において、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。

（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

 

（3）連結貸借対照表純資産の部の金額を、平成19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19年１月１日
至　平成19年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年１月１日
至　平成20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 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

運賃    168,304千円

給与・賞与   373,655

退職給付費用 　377

減価償却費        

375,594

研究開発費        

295,247

貸倒引当金繰入額      20,240

※2 一般管理費に含まれる研究開発費 　  197,865千円
※2 一般管理費に含まれる研究開発費     295,247千円

 

            

ｼｺｰ㈱平成 20 年 12 月期連結決算短信

－ 23 －



前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日）

 ※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。

 

 

 

 

 

※4 固定資産売却益の内容は次の通りであります。  

　 工具器具及び備品                 30,265千円

 

※5 固定資産売却損の内容は次の通りであります。  

　　機械装置及び運搬具　　　　　      　80千円　

　

※6 固定資産除却損の内容は次の通りであります。  

　　建設仮勘定　　　　　　　 　　   14,745千円

　　機械装置及び運搬具　　      　　15,380千円　

　

    　　合　計　　　　　　　  　　　30,125千円
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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

（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20年3月21日

定時株主総会
普通株式 144,350 2,500 平成19年12月31日 平成20年3月24日
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当連結会計年度（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

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 57,740 － － 57,740

合計 57,740 － － 57,740

 

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 7,920 － 7,920 － 0

ストックオプションとしての

新株予約権　
－ 14,048

合計  7,920 － 7,920 － 14,048

 （注）平成18年新株予約権の連結会計年度減少は、新株予約権の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20年3月21日

定時株主総会
普通株式 144,350 2,500 平成19年12月31日 平成20年3月24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

該当ありません。

ｼｺｰ㈱平成 20 年 12 月期連結決算短信

－ 26 －



（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19年１月１日
至　平成19年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年１月１日
至　平成20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19年12月31日現在）

 

（千円）

（平成20年12月31日現在）

　　

   現金及び預金勘定                        618,692

（千円）

　現金及び預金勘定                        643,178

　預入期間が3ヶ月を超える定期預金　      △25,702

現金及び現金同等物 618,692 現金及び現金同等物 617,475
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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19年12月31日）

当連結会計年度
（平成20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 － －

 その他出資金 14,302 11,226

 合計 14,302 11,226

(２）その他有価証券   

 非上場株式 482,225 228,396

 合計 482,225 228,396

 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19年1月1日　至平成19年12月31日）

当連結会計年度
（自平成20年1月1日　至平成20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）

2,344 － 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19年１月１日
至　平成19年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年１月１日
至　平成20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）取引の内容

　利用しているデリバティブ取引は通貨関連ではクー

ポンスワップ取引、通貨オプション取引を行っており

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

 同　左

(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。

 

　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

　　　クーポンスワップ取引、通貨オプション取引は為替

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

　　　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

前連結会計年度（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。

当連結会計年度（自　平成20年1月1日　至　平成20年12月31日）

区分 種類

当連結会計年度（平成20年12月31日）

契約額等
（千円）

契約額等のうち１年超
（千円）

時価
（千円）

評価損益
（千円）

市場取引以外の取引

　通貨スワップ取引     

　買建     

　ＵＳＤ 8,460,142 6,439,732 △1,048,949 △1,048,949

     

オプション取引     

　買建     

　ＵＳＤ 4,754,291 3,647,759 △605,258 △605,258

合計 13,214,433 10,087,491 △1,654,208 △1,654,208

（注）１　時価の算定方法

　　　　　取引先金融機関から提示された価格によっております。

　　　２　評価損益の△は損失を示しております。

 

（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

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19年12月31日）
当連結会計年度

（平成20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19年１月１日
至　平成19年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日）

退職給付費用（千円） 216 －

勤務費用（千円） 540 －

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

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簡便法によ

り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（6,438千円）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。        
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（ストック・オプション等関係）

前連結会計年度（自平成19年1月1日　至平成19年12月31日）

１．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 174 99 98

権利確定 － － －

権利行使 21 － －

失効 18 17 14

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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当連結会計年度（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 当社取締役　　　5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　  　 50株

付与日 平成16年4月19日 平成18年3月20日 平成18年3月24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。

 取締役を退任した翌日から

10日を経過するまでの間に

権利を行使すること。

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18年4月1日から平成38

年4月30日まで

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　　47名

ストック・オプション数 普通株式　　 100株

付与日 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。

対象勤務期間
 対象勤務期間の定めはあり

ません。

権利行使期間
 平成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

平成18年
ストック・オプション

権利確定後　　　（株） 135 82 50 84

前連結会計年度末     

権利確定     

権利行使
－

 

－

 

－

 

－

 

失効 6 8 － 10

未行使残 129 74 50 74

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

平成18年
ストック・オプショ

ン

権利行使価格　　　　（円） 166,667 531,720 1 404,740

行使時平均株価　　　（円） － － － －

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

　平成18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19年１月１日
至　平成19年12月31日）

当連結会計年度
（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

 （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

 （千円）

（繰延税金資産）  

棚卸資産評価損 16,018

貸倒引当金繰入超過額 876,199

一括償却資産償却超過額 11,843

投資有価証券評価損 48,553

その他有価証券評価差額 52,556

未実現利益消去 36,346

繰越欠損金 767,424

その他 7,436

繰延税金資産小計 1,816,378

評価引当額 △1,547,752

繰延税金資産計 268,626

（繰延税金負債）  

未収事業税 10,140

繰延税金負債計 10,140

繰延税金資産の純額 258,485

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）  

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

 

　　　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については、税金等調整

前当期純損失を計上しているため記載しており

ません。
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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。

当連結会計年度（自平成20年1月1日　至平成20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

当連結会計年度（自平成20年1月1日　至平成20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 10,541,758 1,325,368 11,867,127 － 11,867,127

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高
777,008 10,768,768 11,545,777 (11,545,777) －

計 11,318,767 12,094,386 23,412,904 (11,545,777) 11,867,127

営業費用 10,581,444 11,865,182 22,446,627 (11,073,007) 11,373,619

営業利益又は営業損失（△） 737,323 228,954 966,277 △472,769 493,508

Ⅱ．資産 13,828,832 10,388,804 24,217,637 (10,787,649) 13,429,988

　（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

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費の金額は472,769千円であり、その主なものは

基礎的試験研究費、広告に要した費用および当社の管理部門にかかる費用であります。 

４．資産のうち、消去又は全社に含めた全社資産は、377,652千円であり、その主なものは当社での余資運用資金

（現金及び預金、出資金）、繰延税金資産であります。
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ｃ．海外売上高

前連結会計年度（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

（５）　その他…ニュージーランド

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20年1月1日　至平成20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）
5,555,868 30,549 280,364 3,159 1,316 5,871,256

Ⅱ　連結売上高

（千円）
－ － － － － 11,867,127

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上

高の割合（％）
46.8 0.3 2.4 0.0 0.0 49.5

　（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

（５）　その他…ニュージーランド

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。

ｼｺｰ㈱平成 20 年 12 月期連結決算短信

－ 37 －



（関連当事者との取引）

前連結会計年度（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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当連結会計年度（自平成20年1月1日　至平成20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
2,587 売掛金 101

販売代行手

数料の支払
31,106  －  

　

 　　　(2)　役員及び主要株主等

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
(千円)

科目
期末残高
(千円)役員の兼

任等
事業上の
関係

 

役員及びそ

の近親者が

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

 

160,267
売掛金　 36,822

　販売代

行手数料

の支払

9,200 －  

 （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

①ThinkTech 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。
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

当連結会計年度
（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       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

 

１株当たり純資産額        43,137.14円

１株当たり当期純損失金額     40,573.17円

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純損失金額は

希薄化効果はありますが、当期

ため記載しておりません。

純損失を計上している

 

　（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19年１月１日
至　平成19年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日)

1株当たり当期純利益金額   

当期純利益（損失△）（千円） 533,151 △2,342,694

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） 533,151 △2,342,694

期中平均株式数（株） 57,086 57,740

   

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） － －

　普通株式増加数（株） 113 50

 （うち新株予約権） (113) (50)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１

株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在

株式の概要

新株予約権3種類

新株予約権の数　      8,086個

新株予約権3種類

新株予約権の数          277個

（重要な後発事象）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日

至　平成19年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年１月１日
至　平成20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19年12月31日）
当事業年度

（平成20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   442,858   489,514  

２．受取手形 ※2,5  70,064   4,766  

３．売掛金 ※1  3,083,172   1,544,935  

４．製品   370,769   237,512  

５．原材料   43,680   15,904  

６．前払費用   42,208   41,149  

７．繰延税金資産   60,620   136,708  

８．未収還付消費税等   103,977   101,003  

９．未収還付法人税等   －   191,207  

10．関係会社短期貸付金   91,709   －  

11．その他   11,789   19,534  

貸倒引当金   △20,407   △37,479  

流動資産合計   4,300,443 25.0  2,744,755 19.4

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  41,865 138,513  46,702 133,676  

２．構築物  57,752   57,752   

減価償却累計額  36,531 21,220  38,848 18,904  

３．機械及び装置  164,558   1,313,972   

減価償却累計額  77,400 87,157  138,533 1,175,438  

４．車両運搬具  8,666   8,666   

減価償却累計額  4,856 3,809  6,392 2,273  

５．工具器具及び備品  1,186,001   1,400,020   

減価償却累計額  1,004,344 181,656  1,214,342 185,678  

６．土地   186,723   186,723  

７．建設仮勘定   198,920   －  

有形固定資産合計   818,002 4.8  1,702,694 12.1
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前事業年度

（平成19年12月31日）
当事業年度

（平成20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   20,674   17,785  

無形固定資産合計   21,089 0.1  18,200 0.1

(3）投資その他の資産        

１．投資有価証券   482,225   228,396  

２．出資金   85,736   85,931  

３．関係会社出資金   4,207,169   4,262,159  

４．長期貸付金   －   18,500  

５．破産更生債権等   －   114  

６．長期前払費用   72,953   42,815  

７．長期未収入金 ※1  6,821,579   7,074,166  

８．繰延税金資産   12,035   8,931  

９．保険積立金   39,189   42,878  

10．差入保証金   332,300   －  

11．その他   －   5,690  

    貸倒引当金   －   △2,105,250  

投資その他の資産合計   12,053,189 70.1  9,664,334 68.4

固定資産合計   12,892,281 75.0  11,385,229 80.6

資産合計   17,192,725 100.0  14,129,985 100.0

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１．買掛金 ※1  2,767,077   2,173,017  

２．短期借入金   3,907,000   1,398,150  

３．一年内返済予定長期借入金   888,988   1,260,349  

４．一年内償還予定社債   274,000   602,000  

５．未払金   96,986   217,999  

６．未払費用   35,871   49,244  

７．未払法人税等   216,910   6,248  

８．前受金   31,299   11,468  

９．預り金   40,398   3,510  

10．賞与引当金   31,998   －  

11. デリバティブ負債   －   1,654,208  

12．その他   333   575  

流動負債合計   8,290,863 48.2  7,376,771 52.2
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前事業年度

（平成19年12月31日）
当事業年度

（平成20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   416,000   1,230,000  

２．長期借入金   1,820,397   2,596,148  

３．長期未払金　   6,834   330,861  

固定負債合計   2,243,231 13.1  4,157,009 29.4

負債合計   10,534,095 61.3  11,533,781 81.6

        

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１．資本金   2,212,089 12.9  2,212,089 15.7

２．資本剰余金        

(1）資本準備金  2,647,888   2,647,888   

資本剰余金合計   2,647,888 15.4  2,647,888 18.7

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  1,753,139   △2,156,203   

利益剰余金合計   1,759,989 10.2  △2,149,353 △15.2

株主資本合計   6,619,967 38.5  2,710,625 19.2

Ⅱ　評価・換算差額等        

１．その他有価証券評価差額金  3,959   △128,469   

評価・換算差額等合計   3,959 0.0  △128,469 △0.9

Ⅲ　新株予約権   34,703 0.2  14,048 0.1

純資産合計   6,658,630 38.7  2,596,204 18.4

負債純資産合計   17,192,725 100.0  14,129,985 100.0
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(2）損益計算書

  
前事業年度

（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

当事業年度
（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（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 ※1  10,321,016 100.0  11,318,767 100.0

Ⅱ　売上原価   8,077,491 21.7  1,838,829 16.2

売上総利益   2,243,525 21.7  1,838,829 16.2

Ⅲ　販売費及び一般管理費        

１．運賃  55,711   40,059   

２．支払手数料  84,456   102,538   

３．役員報酬  50,300   81,410   

４．給与・賞与  293,416   289,229   

５．賞与引当金繰入額  2,743   －   

６．福利厚生費  1,171   975   

７．旅費交通費  59,813   67,439   

８．減価償却費  241,192   292,182   

９．消耗品費  45,800   34,671   

10．開発研究費 ※2 197,865   295,247   

11．関連会社支援費  21,682   －   

12．貸倒引当金繰入額  2,886   20,240   

13．業務委託費  27,209   6,980   

14．その他  315,394 1,399,644 13.6 361,419 1,592,394 14.0

営業利益   843,880 8.1  246,434 2.2

Ⅳ　営業外収益        

１．受取利息  3,139   2,826   

２．受取配当金  6   6   

３．その他  463 3,608 0.0 2,099 4,932 0.0

Ⅴ　営業外費用        

１．支払利息  132,785   148,350   

２．社債利息  4,396   11,316   

３．社債発行費  4,250   28,608   

４．売上割引  －   28,438   

５．シンジケートローン手数料  8,703   30,220   

６．株式交付費  5,666   －   

７．デリバティブ損失  18,832   －   

８．為替差損  37,506   11,315   

９．貸倒引当金繰入額  －   12,000   

10．その他  29,922 242,063 2.3 8,629 278,879 2.5

経常利益又は損失（△）   605,426 5.8  △27,511 △0.2
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前事業年度

（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

当事業年度
（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（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅵ　特別利益        

１．固定資産売却益 ※1,3 72,420   48,657   

２．新株予約権戻入益  －   1,631   

３．前期損益修正益  26,981 99,402 1.0 － 50,288 0.4

Ⅶ　特別損失        

１．固定資産売却損 ※1,4 1,010   80   

２．固定資産除却損  －   3,257   

３．投資有価証券売却損  2,656   －   

４．投資有価証券評価損  －   118,683   

５．デリバティブ評価損  －   1,654,208   

６．貸倒引当金繰入額  －   2,096,000   

７．前期損益修正損  － 3,666 0.0 5,995 3,878,224 34.3

税引前当期純利益又は純損
失（△）

  701,161 6.8  △3,855,447 △34.1

法人税、住民税及び事業税  339,526   2,290   

法人税等還付額  －   △22,478   

法人税等調整額  △15,291 324,235 3.1 △70,266 △90,455 △0.8

当期純利益又は純損失（△）   376,926 3.7  △3,764,992 △33.3
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(3）株主資本等変動計算書

前事業年度（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）(注）     △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）(注）    △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

（注）平成19年3月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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当事業年度（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

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

事業年度中の変動額

新株の発行（千円）        

剰余金の配当（千円）(注）     △144,350 △144,350 △144,350

当期純利益（千円）     △3,764,992 △3,764,992 △3,764,992

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）

0 0 0 0 △3,909,342 △3,909,342 △3,909,342

平成20年12月31日　残高
（千円）

2,212,089 2,647,888 2,647,888 6,850 △2,156,203 △2,149,353 2,710,625

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
（千円）

3,959 3,959 34,703 6,658,630

事業年度中の変動額

新株の発行（千円）     

剰余金の配当（千円）(注）    △144,350

当期純利益（千円）    △3,764,992

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）
（千円）

△132,428 △132,428 △20,655 △153,083

事業年度中の変動額合計
（千円）

△132,428 △132,428 △20,655 △4,062,425

平成20年12月31日　残高
（千円）

△128,469 △128,469 14,048 2,596,204

（注）平成20年3月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

(1)当該事象又は状況が存在する旨及びその内容

当社は当事業年度において27百万円の経常損失および3,764百万円の当期純損失を計上しました。

これは主として、海外連結子会社向け債権の保守的評価を行ったことおよび第3四半期以降の急激な為替相場の変動（円

高傾向）による影響を受けたものであります。具体的には、

①急激な生産量の減少を踏まえ、連結子会社向け債権（長期未収入金）の回収可能性を保守的に見積もった結果による

貸倒引当金2,096百万円の計上

②海外子会社からの米ドル建輸入取引に係る円ベースの決済金額の安定化を図る目的で締結したクーポンスワップ取引

の期末時価評価損1,654百万円の計上

となっております。

その結果、当事業年度の末日における貸借対照表の純資産の部の金額が、平成16年12月期および平成19年12月期事業年

度の末日における貸借対照表の資本（純資産）の部の金額の75％を下回ることとなり、金融機関と締結しているシンジ

ケート・ローン契約（平成20年12月31日現在残高2,080百万円）の財務制限条項に抵触する事実が生じました。

(2)継続企業の前提に関する重要な疑義の存在の有無

当該状況により、当社には継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しています。

(3)当該事象又は状況を解消又は大幅に改善するための経営者の対応及び経営計画

上記の重要な損失計上の主たる要因はいずれも昨年発生した世界的な金融危機に端を発する経済環境の変化によるもの

と認識しており、主たる営業活動より生み出される営業利益は、246百万円の黒字を確保しており、貸倒引当金の繰入な

らびにデリバティブ評価損はともに現金支出を伴う損失ではなく、グループ全体の資金繰りに支障をきたすものではな

いと認識しております。ただし、結果としてかような財務状況の変化が招来したことの反省を踏まえ、当該状況を解消

するべく、連結子会社向け債権の早期回収を図るとともに、為替変動リスクにも対処可能な方策を採用することで、早

期に財務基盤の回復を図ることを計画しております。

さらに、外部経済環境の急速な変化がもたらす経営リスクに迅速に対応する管理体制を構築し、以下の経営改善策を実

行してまいります。

①部品の内製化など製造原価低減の徹底

②グループ全体の間接経費削減の徹底

③主力製品ならびに新製品の製造への経営資源の集中

(4)当該重要な疑義の影響の財務諸表への反映の有無

財務制限条項に抵触したシンジケート・ローンについては、エージェントである株式会社横浜銀行を中心とする取引金

融機関の皆様に対し、期限の利益喪失による一括返済という事態を回避する方向での承諾を依頼しているところであり

ます。これを受けて、主要行からは基本的な支援姿勢は確認できており、当社の事業継続に懸念はないものと判断して

おります。

よって、財務諸表は継続企業を前提として作成されており、上記の重要な疑義の内容を反映しておりません。
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

当事業年度
（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

(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

引前当期純利益は、それぞれ、15,523千円

減少しております。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　（追加情報）

　法人税法の改正にともない、平成19年3月

31日以前に取得した資産については、改正前

の法人税法に基づく減価償却の方法の適用に

より取得価額の5％に到達した連結会計年度

の翌連結会計年度より、取得価額の5％相当

額と備忘価額との差額を5年間にわたり均等

償却し、減価償却費に含めて計上しておりま

す。

　これにより営業利益が5,888千円減少し、

経常損失及び税引前当期純損失がそれぞれ

5,883千円増加しております。

 (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。

　──────

 

 (2)社債発行費

　 支出時に全額費用として処理しており

ます。

(2)社債発行費

　同　左
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項目
前事業年度

（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

当事業年度
（自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日）

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。

(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。　

         

 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。

 

（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

　重要な変更がありませんので記載を省略しております。

 

表示方法の変更

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

当事業年度
（自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日）

 （貸借対照表）

 前期まで投資その他の資産の「その他」に含めて表示

しておりました「差入保証金」は、当期において、資

産総額の100分の1を超えたため区分いたしました。

 尚、前期の「差入保証金」は、50,500千円であります。

 （貸借対照表）

　──────

　

 

 

 

 （損益計算書）

 前期まで営業外費用の「その他」に含めて表示してお

りました「売上割引」は当期において、営業外費用総

額の100分の10を超えたため区分掲記、いたしまし

た。

 なお、前期の「売上割引」は3,417千円であります。
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成19年12月31日）

当事業年度
（平成20年12月31日）

※１．関係会社に対する資産及び負債 ※１．関係会社に対する資産及び負債

売掛金                   306,143千円

長期未収入金                6,821,579千円

買掛金                 2,246,143千円

売掛金                   145,028千円

長期未収入金             7,074,166千円

買掛金                 1,753,986千円

※２．期末日満期手形 ※２．　──────

　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　　　　　　　　　　          11,267千円  

　３．偶発債務

　次の関係会社について、リース会社との契約に対し債務

保証を行っております。

 

保証先 金額 内容

　上海思考電子

有限公司

　459,171千円

（34,472千RMB）
　リース債務

　３．　　　　　　　 ４．　

<財務制限条項＞　

<財務制限条項>

当社借入金のうち、1,560,000千円については、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。 

当社借入金のうち、1,080,000千円については、以下(1),

(2)の財務制限条項がついており、1,000,000千円について

は、以下(1),(3)の財務制限条項がついております。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。 

（3）貸借対照表純資産の部の金額を、平成19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。 

５．受取手形割引高　　　　　　　      28,412千円
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

当事業年度
（自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日）

※１．関係会社との取引から発生した損益

売上高         1,912,587千円

売上原価         7,473,245千円

固定資産売却益            72,420千円

固定資産売却損            1,010千円

※１．関係会社との取引から発生した損益

売上高           779,595千円

売上原価

販売費及び一般管理費

受取利息

 10,740,910千円

58,963千円

1,371千円　

固定資産売却益           18,392千円

※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

※２．研究開発費の総額

一般管理費に含まれる研究開発費　 295,247千円

※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

※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            45,319千円

その他            3,337千円

計         48,657千円

※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

※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                80千円

計                80千円

  

（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（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。

当事業年度（自平成20年1月1日　至平成20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19年1月1日　至平成19年12月31日）及び当事業年度（自平成20年1月1日　至平成20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19年１月１日
至　平成19年12月31日）

当事業年度
（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

賞与引当金超過額       13,002千円

一括償却資産償却超過額        9,029千円

その他        7,979千円

繰延税金資産計       74,263千円

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 1,608千円

繰延税金負債計 1,608千円

繰延税金資産の純額     72,655千円

平成20年12月31日現在

繰延税金資産  

棚卸資産評価損引当金      16,018千円

貸倒引当金繰入超過額      876,199千円

一括償却資産償却超過額       11,843千円

投資有価証券評価損       48,553千円

その他有価証券評価差額金       52,556千円

繰越欠損金     690,924千円

その他     7,436千円

繰延税金資産小計    1,703,532千円

評価性引当金 △1,547,752千円

繰延税金資産計 155,780千円

繰延税金負債  

未収事業税 10,140千円

繰延税金負債計 10,140千円

繰延税金資産の純額     145,639千円

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

　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との間の差異については、税引前当期純損失を

計上しているため記載しておりません。
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

当事業年度
（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      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

１株当たり純資産額  44,720.39円

１株当たり当期純損失金額       65,205.95円

なお、潜在株式調整後１株当た

効果はありますが、当期純損失

載しておりません。

り当期純損失は希薄化

を計上しているため記

  

　（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19年１月１日
至　平成19年12月31日)

当事業年度
(自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日)

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（損失△）（千円） 376,926 △3,764,992

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） 376,926 △3,764,992

期中平均株式数（株） 57,086 57,740

   

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） － －

　普通株式増加数（株） 113 50

　（うち新株予約権） (113) (50)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１

株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在

株式の概要

新株予約権3種類

新株予約権の数　　8,086個 　

　　　　　　

新株予約権3種類

新株予約権の数　　    277個 

　　　　　　　

（重要な後発事象）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

当事業年度
（自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日）

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

　当社は、平成21年3月25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21年3月25日付）

 取締役　野田　幹雄

　　　　 白木　学

　　　　 岸　　透

　　　　 田中　彰

　　　　 浅川　聰

　２．監査役候補者（平成21年3月25日付）

 監査役　鷹取　靖

 

 ３．監査役辞任

　　 監査役　笹岡　久（平成21年3月25日付）

　　 平成21年3月25日付辞任の報告を受けております。
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