
１．平成22年12月期第２四半期の連結業績（平成22年１月１日～平成22年６月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無 

平成22年12月期の配当予想は未定であります。 

  

３．平成22年12月期の連結業績予想（平成22年１月１日～平成22年12月31日） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無 

  

        

平成22年12月期  第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

        平成22年8月12日

上場会社名 シコー株式会社 上場取引所  東 

コード番号 6667 ＵＲＬ  http://shicoh.com/ 

代表者          （役職名） 代表取締役社長  （氏名）白木 学 

問合せ先責任者  （役職名） 取締役 （氏名）田中 彰 （ＴＥＬ）  046（278）3570 

四半期報告書提出予定日 平成22年８月13日 配当支払開始予定日 － 

四半期決算補足説明資料作成の有無：無     

四半期決算説明会開催の有無      ：無     

  （百万円未満切捨て）

（１）連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

  売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

22年12月期第２四半期  6,439  118.1  533  －  8  －  △214  －

21年12月期第２四半期  2,952  △52.6  △581  －  △605  －  △131  －

  
１株当たり 
四半期純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり 
四半期純利益 

  円 銭 円 銭 

22年12月期第２四半期  △3,718  71 ―   

21年12月期第２四半期  △2,278  95 ―   

  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 

22年12月期第２四半期  13,379  1,921  14.3  33,052  89

21年12月期  12,649  2,286  18.0  39,365  13

（参考）自己資本 22年12月期第２四半期 1,908百万円 21年12月期 2,272百万円

  
年間配当金

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計 

  円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 

21年12月期 ―           0 00 ―   0 00  0  00

22年12月期 ―           0  00 

22年12月期（予想） 
―   ― 

 

― 

  （％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 
１株当たり 
当期純利益 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭 

通期  12,600 34.7  850  －  450  － 113  － 1,957 05 

               



４．その他 

  （１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

新規       ― 社 （社名）                       除外       ― 社  （社名） 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：有 

（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更：無 

②  ①以外の変更              ：無 

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作

成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

 この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続きは実施中であ 

ります。 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

予想数字につきましては、現時点で得られた情報に基づいて算定しておりますが、多分に不確定な要素を含んでおり

ます。従いまして実際の業績等は、状況の変化などにより、予想とは異なる場合があることをご承知おきください。

業績予想の前提となる条件等については、２ページからの【定性的情報・財務諸表等】「（３）連結業績予想に関す

る定性的情報」をご覧下さい。 

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年12月期２Ｑ 57,740株 21年12月期 57,740株

②  期末自己株式数 22年12月期２Ｑ －株 21年12月期 －株

③  期中平均株式数（四半期累計） 22年12月期２Ｑ 57,740株 21年12月期２Ｑ 57,740株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、好調なアジア経済に後押しされる形で一部の業種において回

復傾向が顕著になる一方、欧州の財政危機問題や米国の雇用環境の悪化等を受けた為替相場における円高の進行に

より輸出型企業を中心とした製造業の業績動向に不透明感が残るなど、未だ予断を許さない状況にあります。 

 このような状況のもと、当社グループの主要市場である携帯電話市場においてはスマートフォンをはじめ堅調に

需要が拡大しており、スマートフォン・携帯電話に搭載されている当社主力製品のAFL（オートフォーカスリニ 

ア）モータについても順調に受注の積上げを図ることができました。 

 その結果、当第２四半期連結累計期間における連結売上高は64億39百万円（前年同期比118.1％増）となりまし 

た。 

 一方、損益面では歩留りの向上に注力し原価の低減に努めたことが功を奏し、原価率が75.8％（前年同期比17.6

ポイント減）に低下したことを受け、営業利益は５億33百万円（前年同期は５億81百万円の損失）と大きく改善い

たしました。しかしながら、対ドル相場の円高進行に伴い外貨建資産の邦貨換算に伴う為替差損４億51百万円を計

上した結果、経常利益は８百万円（前年同期は６億５百万円の損失）となり、また、デリバティブ評価損52百万 

円、訴訟和解金83百万円、繰延税金資産の取崩しによる法人税等調整額83百万円の計上により、四半期純損失２億

14百万円（前年同期は１億31百万円の損失）を計上する結果となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ７億30百万円増加し、133億79百万円となり 

ました。主な要因として受取手形及び売掛金が６億58百万円、たな卸資産が３億53百万円増加したことにより流動

資産が８億74百万円増加した一方で、有形固定資産が１億３百万円、投資その他の資産が41百万円減少したことに

よる固定資産の１億44百万円の減少があげられます。 

 負債合計は前連結会計年度末に比べ10億95百万円増加し、114億58百万円となりました。これは買掛金が３億94 

百万円、金融機関からの借入債務が５億26百万円増加したことが主な要因としてあげられます。  

 また、純資産については前連結会計年度末に比べ３億64百万円減少し19億21百万円となり、この結果、自己資本

比率は前連結会計年度に対して3.7ポイント減少し、14.3％となりました。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 通期の業績予想につきましては、平成22年６月25日公表の「特許に係る紛争の和解並びに特別損失の発生及び業

績予想の修正に関するお知らせ」に記載のとおりであり、当該業績予想の修正はありません。  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

               



（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。 

  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

１．一般債権の貸倒見積高の算定方法 

  前期に算定した基準を使用して一般の貸倒見積高を算定しております。 

２．連結会社相互間の債権・債務の相殺消去 

  合理的な範囲内で当該差異の調整を行わないで債権と債務を相殺消去しております。 

３．未実現損益の消去 

  棚卸資産に占める未実現損益率を合理的に見積り消去しております。 

  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 該当事項はありません。 

  

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 該当事項はありません。 

  

  

２．その他の情報

               



３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 280,737 406,045

受取手形及び売掛金 3,310,704 2,651,727

商品及び製品 573,828 336,319

仕掛品 354,924 258,273

原材料及び貯蔵品 593,868 574,454

その他 498,821 513,533

貸倒引当金 △56,295 △58,681

流動資産合計 5,556,589 4,681,672

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,528,018 1,410,486

機械装置及び運搬具（純額） 4,980,242 5,151,965

その他（純額） 771,189 820,995

有形固定資産合計 7,279,451 7,383,448

無形固定資産   

その他 39,261 37,896

無形固定資産合計 39,261 37,896

投資その他の資産   

投資有価証券 225,288 247,747

その他 280,883 301,842

貸倒引当金 △1,660 △3,485

投資その他の資産合計 504,511 546,104

固定資産合計 7,823,223 7,967,449

資産合計 13,379,813 12,649,122

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,035,960 641,943

短期借入金 3,548,360 2,409,359

1年内返済予定の長期借入金 1,427,560 1,357,248

1年内償還予定の社債 514,000 598,000

未払法人税等 7,926 9,713

デリバティブ債務 1,192,409 1,140,378

賞与引当金 16,770 13,000

その他 1,216,110 995,112

流動負債合計 8,959,097 7,164,755

固定負債   

社債 415,000 632,000

長期借入金 1,902,390 2,284,530

その他 181,943 281,606

固定負債合計 2,499,333 3,198,136

負債合計 11,458,430 10,362,891

               



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,212,089 2,212,089

資本剰余金 2,647,888 2,647,888

利益剰余金 △2,720,821 △2,506,103

株主資本合計 2,139,156 2,353,875

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △131,577 △109,118

為替換算調整勘定 △99,105 28,185

評価・換算差額等合計 △230,682 △80,933

新株予約権 12,909 13,288

純資産合計 1,921,383 2,286,231

負債純資産合計 13,379,813 12,649,122

               



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 2,952,617 6,439,360

売上原価 2,756,855 4,879,246

売上総利益 195,761 1,560,113

販売費及び一般管理費 777,232 1,026,225

営業利益又は営業損失（△） △581,470 533,888

営業外収益   

受取利息 998 499

受取配当金 6 6

為替差益 70,680 －

その他 26,438 33,155

営業外収益合計 98,123 33,661

営業外費用   

支払利息 97,417 90,315

為替差損 － 451,188

その他 24,428 18,028

営業外費用合計 121,845 559,531

経常利益又は経常損失（△） △605,192 8,018

特別利益   

固定資産売却益 12,181 301

貸倒引当金戻入額 1,250 3,000

デリバティブ評価益 710,435 －

その他 379 379

特別利益合計 724,246 3,681

特別損失   

固定資産除却損 111,194 362

特別退職金 － 1,036

デリバティブ評価損 － 52,031

訴訟和解金 － 83,571

前期損益修正損 － 4,900

特別損失合計 111,194 141,901

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

7,859 △130,202

法人税、住民税及び事業税 1,145 1,176

法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税
額

△4,627 －

法人税等調整額 142,928 83,339

法人税等合計 139,446 84,515

四半期純損失（△） △131,586 △214,718

               



（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 2,009,695 3,972,584

売上原価 1,616,059 2,859,659

売上総利益 393,636 1,112,925

販売費及び一般管理費 401,047 499,814

営業利益又は営業損失（△） △7,411 613,111

営業外収益   

受取利息 315 195

受取配当金 － 6

その他 17,219 16,824

営業外収益合計 17,535 17,025

営業外費用   

支払利息 50,419 45,799

為替差損 125,082 361,536

その他 10,308 6,823

営業外費用合計 185,810 414,160

経常利益又は経常損失（△） △175,686 215,976

特別利益   

固定資産売却益 5,973 －

貸倒引当金戻入額 － 625

賞与引当金戻入額 － 20,310

その他 379 379

特別利益合計 6,353 21,315

特別損失   

固定資産除却損 2,325 151

デリバティブ評価損 234,406 274,433

訴訟和解金 － 83,571

前期損益修正損 － 4,900

特別損失合計 236,732 363,056

税金等調整前四半期純損失（△） △406,065 △125,765

法人税、住民税及び事業税 572 582

法人税等調整額 57,052 88,281

法人税等合計 57,625 88,864

四半期純損失（△） △463,690 △214,629

               



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

7,859 △130,202

減価償却費 590,550 691,891

固定資産除却損 111,194 362

有形固定資産売却損益（△は益） △12,181 △301

デリバティブ評価損益（△は益） △710,435 52,031

貸倒引当金の増減額（△は減少） 6,490 △3,211

賞与引当金の増減額（△は減少） － 3,770

受取利息及び受取配当金 △1,004 △505

支払利息 97,417 90,315

為替差損益（△は益） 106,100 162,572

売上債権の増減額（△は増加） 499,407 △792,800

たな卸資産の増減額（△は増加） △405,018 △393,878

未収消費税等の増減額（△は増加） 72,136 2,212

その他の資産の増減額（△は増加） 13,433 △64,241

仕入債務の増減額（△は減少） △302,458 635,082

その他の負債の増減額（△は減少） 55,915 174,324

その他 △43,319 16,861

小計 86,087 444,282

利息及び配当金の受取額 929 505

利息の支払額 △102,420 △88,743

法人税等の支払額 － △2,101

法人税等の還付額 194,635 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 179,231 353,943

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 △11,854 △70,357

定期預金の払戻による収入 － 57,784

有形固定資産の取得による支出 △292,259 △719,424

有形固定資産の売却による収入 26,754 32,187

無形固定資産の取得による支出 △1,882 △13,753

貸付金の回収による収入 2,500 6,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △276,741 △707,564

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（△は減少） 864,250 1,089,001

長期借入れによる収入 300,000 420,000

長期借入金の返済による支出 △645,354 △681,828

割賦債務の返済による支出 △33,413 △53,976

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △93,585 △92,278

社債の償還による支出 △301,000 △301,000

配当金の支払額 △772 △126

財務活動によるキャッシュ・フロー 90,124 379,793

現金及び現金同等物に係る換算差額 △112,429 △164,053

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △119,815 △137,881

現金及び現金同等物の期首残高 617,475 358,269

現金及び現金同等物の四半期末残高 497,660 220,388

               



  該当事項はありません。 

（４）継続企業の前提に関する注記

               



  

［事業の種類別セグメント情報」  

 当社グループは、同一セグメントに属する各種モーター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。 

  

［所在地別セグメント情報］ 

前第２四半期連結累計期間 （自 平成21年１月１日 至 平成21年６月30日） 

（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．会計処理の方法の変更 

    （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

    「４．その他（３）四半期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」に記載さ

    れているとおり 、通常の販売目的で保有する棚卸資産については、従来、主として総平均法による原価 

    法によっておりましたが、第１四半期連結会計期間から「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計

    基準第９号平成18年７月５日）が適用されたことに伴い、主として総平均法による原価法（貸借対照表価

    額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。この変更に伴い、従来

    の方法によった場合に比べアジアで営業損失が62,874千円増加しております。 

    （有形固定資産の減価償却方法の変更） 

    「４．その他（３）四半期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」に記載さ

    れているとおり、従来当社の有形固定資産の減価償却方法は定率法（建物を除く。）によっておりました

    が、第１四半期連結会計期間より海外連結子会社が採用している定額法に変更いたしました。この変更に

    伴い、従来の方法によった場合に比べ日本で営業損失が146,924千円減少しております。 

  

当第２四半期連結累計期間 （自 平成22年１月１日 至 平成22年６月30日） 

（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用の金額は310,260千円であり、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。 

  

（５）セグメント情報

  
日本 

（千円）  

アジア 

（千円） 
 計（千円）

消去又は会社 

（千円）  

連結 

（千円） 

 売上高 

（1）外部顧客に対する売上高  2,610,024  342,593  2,952,617  －  2,952,617

（2）セグメント間の内部売上高 

   又は振替高 
 257,028  2,642,833  2,899,861  (2,899,861)  －

 計  2,867,052  2,985,426  5,852,478  (2,899,861)  2,952,617

 営業利益又は営業損失（△）  △118,545  △324,390  △442,935  △138,535  △581,470

  
日本 

（千円）  

アジア 

（千円） 
 計（千円）

消去又は会社 

（千円）  

連結 

（千円） 

 売上高 

（1）外部顧客に対する売上高  6,241,285  198,075  6,439,360  －  6,439,360

（2）セグメント間の内部売上高 

   又は振替高 
 185,671  5,307,622  5,493,294 (5,493,294)  －

 計  6,426,957  5,505,698  11,932,655  (5,493,294)  6,439,360

 営業利益又は営業損失（△）  788,224  38,232  826,457  (292,568)  533,888

               



〔海外売上高〕 

前第２四半期連結累計期間 （自 平成21年１月１日 至 平成21年６月30日） 

（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．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、タイ、中華民国、イスラエル 

    （2）欧 州・・・ドイツ、フランス、スウェーデン 

    （3）南 米・・・ブラジル 

    （4）北 米・・・メキシコ、アメリカ 

    （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。 

  

当第２四半期連結累計期間（自平成22年１月１日 至平成22年６月30日） 

（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．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、タイ、台湾、ベトナム、 

             シンガポール、香港 

    （2）欧 州・・・ドイツ、フランス、スウェーデン、スイス、ハンガリー 

    （3）北 米・・・メキシコ、アメリカ 

   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。 

  

  該当事項はありません。 

  

（１）生産、受注及び販売の状況 

 当社グループは、モータ応用電子部品に関する単一の事業分野において事業活動を展開しており、単一事業部門

で組織されているため、それぞれ、用途市場別の分類で記載しております。  

①生産実績 

（注）１．金額は 販売価格によっております。 

  アジア 欧州  南米  北米  その他  計  

 Ⅰ 海外売上高 

     (千円)  
 1,513,183  7,583  12,474  △217  －  1,533,023

 Ⅱ 連結売上高 

   (千円)  
 －  －  －  －  －  2,009,695

 Ⅲ 連結売上高に占め 

  る海外売上高の割 

  合(％) 

 75.3  0.4  0.6  0.0  －  76.3

  アジア  欧州  南米  北米  その他  計  

 Ⅰ 海外売上高 

    （千円）  
 4,425,357  107,096  －  930  －  4,533,384

 Ⅱ 連結売上高 

    （千円）  
 －  －  －  －  －  6,439,360

 Ⅲ 連結売上高に占め 

    る海外売上高の割 

    合（％） 

 68.7  1.7  －  0.0  －  70.4

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

４．補足情報

 用途市場  

 当第２四半期連結会計期間 

（自 平成22年４月１日 

   至 平成22年６月30日）  

  

前年同四半期比（％）  

  

 携帯電話市場（千円）             4,099,121             214.7

 その他の市場（千円）              217,669             131.4

 合計（千円）             4,316,790             208.0

               



   ２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。  

②受注状況 

見込生産の比重が高いため、記載を省略しております。 

  

③販売実績  

    当第２四半期連結会計期間の販売実績を用途市場別に示すと、次のとおりであります。 

  （注）１．前第１四半期連結会計期間及び当第２四半期連結会計期間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。 

    ２．前第２四半期連結会計期間におけるフジノン株式会社、コニカミノルタオプト株式会社に対する販売実績 

      は、当該割合が100分の10未満のため記載しておりません。 

    ３．上記の金額には、消費税は含まれておりません。  

  

 用途市場 

当第２四半期連結会計期間 

（自 平成22年４月１日 

 至 平成22年６月30日）  

 前年同四半期比（％）  

 携帯電話市場     （千円）             3,721,657             197.0

 その他の市場     （千円）              250,927             207.4

 合計         （千円）             3,972,584             197.7

  

相手先  

前第２四半期連結会計期間 

（自 平成21年４月１日 

  至 平成21年６月30日） 

 当第２四半期連結会計期間 

（自 平成22年４月１日 

  至 平成22年６月30日）  

   金額（千円）  割合（％）  金額（千円）  割合（％）

 AMTAI INTERNATIONAL LIMITED   839,387   41.7   1,971,836   49.6

 フジノン株式会社   －   －   499,738   12.6

 コニカミノルタオプト株式会社   －   －   443,071   11.2
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