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1.  22年12月期の連結業績（平成22年1月1日～平成22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 ％

22年12月期 14,090 50.7 1,666 ― 405 ― 207 ―
21年12月期 9,349 △21.2 69 △85.9 △347 ― △196 ―

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 ％ ％ ％

22年12月期 3,467.16 3,454.85 7.5 3.1 11.8
21年12月期 △3,408.77 ― △8.3 △2.7 0.7
（参考） 持分法投資損益 22年12月期  ―百万円 21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

22年12月期 13,110 3,289 24.9 48,816.63
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  3,270百万円 21年12月期  2,272百万円

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

22年12月期 2,001 △1,397 97 594
21年12月期 1,165 △1,037 △92 358

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

21年12月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 0 ― ―
22年12月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 0 ― ―
23年12月期 

（予想）
― ― ― ― ― ―

3.  23年12月期の連結業績予想（平成23年1月1日～平成23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

6,800 5.6 600 12.4 50 523.6 250 ― 3,731.34

通期 15,500 10.0 1,400 △16.0 400 △1.2 650 ― 9,701.49

               



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） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、36ページ「１株当たり情報」をご覧下さい。 

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） 22年12月期 67,000株 21年12月期 57,740株
② 期末自己株式数 22年12月期  ―株 21年12月期  ―株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年12月期の個別業績（平成22年1月1日～平成22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 ％

22年12月期 13,783 47.6 1,342 ― 498 ― 445 ―
21年12月期 9,337 △17.5 △207 ― △680 ― △177 ―

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

22年12月期 7,428.58 7,402.21
21年12月期 △3,071.48 ―

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 13,760 3,981 28.8 59,140.55
21年12月期 13,185 2,437 18.4 41,984.07
（参考） 自己資本 22年12月期  3,962百万円 21年12月期  2,424百万円

2.  23年12月期の個別業績予想（平成23年1月1日～平成23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、その他特記事項 
 本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、本業績予想作成時点において入手可能な情報に基づき当社が合理的と判断した予想であ
り、潜在的なリスクや不確実性が含まれているため、実際の成果や業績は記載の予想と異なる可能性があります。 
 なお、上記予想に関する事項は、3～4ページ「１．経営成績（１）経営成績に関する分析」をご覧ください。 

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

6,700 6.4 350 △26.8 0 ― 200 ― 2,985.07

通期 15,300 11.0 1,200 △10.6 300 △39.8 590 32.5 8,805.97

               



（1）経営成績に関する分析 

①当期の経営成績  

    当連結会計年度におけるわが国経済は、年初より新興国中心に外需主導による緩やかな回復傾向を見せたものの、

  夏場以降の急速な円高進行等により企業収益の改善ペースは減速し、雇用情勢についても依然厳しい状況が続くな 

 ど、不透明な状況から脱することがないまま年度末を迎えることとなりました。 

  このように、全体的には厳しい景況感が続く環境下でありますが、当社の主たる業務の電子部品市場におきまして

 は、スマートフォンの順調な拡大効果等により回復傾向が鮮明となり、製品需要についても堅調に推移している状況

 であります。 

  こうした中、当社グループの連結売上高につきましては、第1四半期は生産拠点である中国の春節の季節要因等か 

 ら生産量が減少したものの、第2四半期以降は主力製品であるオートフォーカス用リニアモータの堅調な受注が続  

 き、安定的な生産量を確保することができました。この結果、販売単価の下落および円高による外貨建て売上高の目

 減り等のマイナス要因を吸収し、連結売上高としては140億90百万円（前期比50.7％増）と当初計画を大きく上回る 

 実績を計上いたしました。     

  生産拠点である中国の人件費上昇等の原価増加要素に対しましては、部品内製化率の向上、歩留りの向上、材料費

 の見直し等の対策を積極的に推進するなど、積極的なコストダウン施策の実施等により、当期の売上原価率は74.1％

 と前期比5.7％引き下げることができました。この結果、売上総利益につきましては、36億42百万円と前期比93.6％ 

 増加いたしました。販売費及び一般管理費は、売上規模の拡大に伴い、給料手当および研究開発費等を中心に１億63

 百万円増加し、19億75百万円を計上いたしましたが、粗利益額増加で吸収して、営業利益は16億66百万円となりまし

 た（前期は69百万円）。営業外損益につきましては、期中の円高進行に伴うデリバティブ取引実現損等を要因とする

 為替差損10億77百万円並びに支払利息１億80百万円の発生がありましたが、営業利益の大幅増加が寄与して、４億５

 百万円の経常利益を計上することができました（前期は３億47百万円の経常損失）。特別損益につきましては、期中

 の円高進行に伴うデリバティブ契約の時価評価損金額増加の結果生じたデリバティブ評価損２億86百万円を主因に３

 億92百万円の特別損失を計上いたしましたが、税金等調整前当期純利益は37百万円となりました（前期は１億47百万

 円の税金等調整前当期純損失）。また、繰延税金資産計上による法人税等調整額２億29百万円等により、当期純利益

 ２億７百万円を計上する結果となりました（前期は１億96百万円の当期純損失を計上）。 

  

［市場別の販売状況］ 

 ① 携帯電話およびスマートフォン市場 

  携帯電話およびスマートフォン市場におきましては、スマートフォンが牽引役となり順調に市場規模が拡大して

 いることから、当社主力製品であるオートフォーカス用リニアモータの販売が好調に推移しております。すなわ 

 ち、年初は春節の季節要因により生産が一時的に減少しましたが、その後は受注が増加する形で安定した出荷状況

 が続いております。円高の進行や販売先からの値引き要求等粗利益率に影響を与える要因に対しましては、生産工

 程の見直しや部品内製化の推進等によるコストダウンを積極的に進めて対応しております。振動モータにつきまし

 ては、小型化・省電力化を推進し差別化による受注増加を目指しました。  

 ② その他市場 

  その他市場につきましては、機種毎の利益面を再検討し利益確保を 優先で取り組んでまいりました。 

  

②次期の見通し   

  主力市場である携帯電話およびスマートフォン向け小型モータ応用部品につきましては、当社のオートフォーカス

 リニアモータを搭載するスマートフォン市場を中心に引き続き堅調に推移するものと考えておりますが、一方で、販

 売先からの値下げ要請や同業他社とのシェア競争がさらに加速するものと認識しております。こうしたことから、市

 場環境は良好ではあるものの収益環境は一段と厳しさを増してくるものと予想しております。こうした状況の下で、

 当社は一層の製品技術・性能の差別化による競争力強化に努めるとともに、半自動化工程の積極投入による労務費の

 削減を柱に、部品内製化率の向上、歩留りの向上、材料購入価格の抑制等の製造原価削減策を徹底し、十分な利益を

 確保できる体制を推進します。 振動モータにつきましては、小型・省電力による差別化浸透により新規販売先の開 

 拓による販路の拡大等を図ることにより、安定した利益を確保する方針であります。 

  その他市場向け応用電子部品につきましては、主たる販売先市場の動向が不透明な状況であるため、販売台数・販

 売金額とも前年比並みの見通しとしております。 

  かねてより研究・開発を続けてきた光学三倍ズームの応用商品につきましては、フルハイビジョン動画撮影機能お

 よびさらなる小型化に対応できる製品へと展開しております。本分野の商品につきましては、今期から市場への投入

 を計画し、当期中に将来に向けての基盤作りを推進する見通しであります。研究開発が同時進行しているこのほかの

 新製品につきましても、早期の商品化実現に向け全社を挙げて注力していく所存であります。 

１．経営成績

               



  以上のとおり、今年度の市場環境、市場動向および当社の業績に影響を与える為替市場の動向等を勘案し、当社の

 業績予想といたしましては、売上高155億円、営業利益14億円、経常利益4億円、当期純利益6億50百万円を見込んで 

 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。 

    

（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４億61百万円増加し131億10百万円となりました。流動資産は前期末比10 

億40百万円増加し57億21百万円となりました。これは現金及び預金が２億59百万円、棚卸資産が４億95百万円、繰延

税金資産が３億15百万円増加したことが主な要因であります。固定資産は、機械装置の減少などにより有形固定資産

が４億53百万円、無形固定資産が４百万円、投資その他の資産が１億21百万円減少したことにより、５億78百万円の

減少となりました。 

 負債合計は、前期末比５億42百万円減少し98億20百万円となりました。有利子負債は長期借入金の減少等により８

億89百万円減少し65億88百万円となりました。純資産は、前期末比10億３百万円増加し32億89百万円となりました。

以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度に対して6.9％上昇し、24.9％となりました。 

②キャッシュ・フローの状況 

 当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ２億35百万

円増加し、５億94百万円となりました。 

 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） 

 営業活動により、資金は20億１百万円の増加となりました。これは主に、棚卸資産の増加６億５百万円などによる

資金の減少に対し、減価償却費13億20百万円、為替差損４億59百万、仕入債務の増加５億87百万円などにより資金が

増加したことによるものです。 

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動により、資金は13億97百万円の減少となりました。これは、主に設備投資等に関わる有形固定資産の取得 

による支出13億68百万円によるものです。 

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動により資金は97百万円の増加となりました。これは、株式の発行による収入11億10百万円、短期借入金の 

増加７億23百万円、長期借入金による収入５億70百万円などにより資金が増加したのに対し、長期借入金の返済によ 

る支出14億27百万円、ファイナンスリース債務の返済による支出１億84百万円、社債の償還による返済５億98百万円 

などにより資金が減少したことによるものであります。 

  

 （参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

自己資本比率（％）：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 

  

  平成20年12月期 平成21年12月期 平成22年12月期 

自己資本比率（％）  18.7  18.0  24.9

時価ベースの自己資本比率（％）  14.6  12.8  77.9

キャッシュ・フロー対有利子負債比率

（年） 
 4.7  6.2  3.3

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）  8.3  5.7  10.6

               



 （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。当年度はわが国経済を取り巻く不透明な環境のなか、 優先すべき課題は財務基盤の安定及び

  内部留保の充実との経営判断に至り、誠に遺憾ではございますが平成22年12月期の期末配当につきましては無配とさ

  せていただきたく存じます。 

   また、当社は着実な経営計画の実践により生み出される利益の 大化に努め、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の成長に合わせ、今年度は設備投資に向けた

  内部留保も相応に必要なことから、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りたいと存じます。まずは早期の復配に向けて全社一丸となって業績伸長に邁進してまいる所存

  であります。 

  

 （4）事業等のリスク  

   当社グループのリスク管理に関しては、「リスク管理規程」を制定し、「リスク管理委員会」を設置して、リスク

  の識別・評価・管理・モニタリングを実施しております。 

   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以下に記載し

  ております。なお、以下の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（以下、「中国」）の生産拠点に生産のすべてを依存していることによる影響について 

    当社が販売している製品は、ほぼ全品を中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。そのため、子会社工場における想定外のトラブルの発生等により製品の製造が

   困難になった場合並びに中国政府による外国企業に対する各種規制の強制適用、政策変更および会計基準、税制大

   綱の大幅な変更等が生じた場合には、当社グループの事業、業績及び財政状態が影響を受ける可能性があります。

  

   ②携帯電話およびスマートフォン市場向け製品に事業の大半を集中していることによる影響について 

    当社グループの売上は、携帯電話およびスマートフォン市場向けモータ応用電子部品の売上が高い比率を占めて

   おります。そのため当社グループの業績は、市場全体および主要販売先の動向等の影響を受ける可能性がありま 

   す。またモータ応用電子部品は完成品メーカーの値下げ要求が強い傾向があることから、販売先の動向並びに販売

   先の方針変化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。 

  

   ③為替変動が及ぼす影響について 

    当社の売上に占める外貨建て構成比が年々向上しております。従って、為替相場の変動（特にドル円の変動）は

   利益率に影響を与える可能性があります。加えて、上海連結子会社における製造原価および販売費及び一般管理費

   の大半は、人民元建取引となっているため、人民元相場の変動が当社グループの業績に影響を与える可能性があり

   ます。 

    また、本社が金融機関との間で2007年度～2008年度に締結した通貨デリバティブ取引は、ドル買いの適用レート

   が実質的に固定されているため、スポットレートと契約上のレートの差異が当社グループの損益に影響を与えるこ

   とになります。 

  

   ④製造物責任・瑕疵担保責任が及ぼす影響について 

    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。 

  

   ⑤資金調達に占める間接金融の比率が高いことによる影響について 

    当社グループは、経常運転資金および設備投資資金の多くを金融機関からの借入れや社債の発行等により調達し

   ております。そのため、一部金融機関との契約に含まれる財務制限条項への抵触等により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。 

  

               



   ⑥知的財産権に係る影響について 

    当社グループにとって、特許権及びその他知的財産権は製品差別化並びに競争力維持のために非常に重要であ 

   り、かつ製品以上に価値のある無形資産として捉えております。そのため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、商品内製化に役立て、それを国内外において特許権、意匠権、実用新案権、商標及びその他の

   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．第三者により知的財産権の侵害を主張され、その係争解決のために多くの時間とコストを費やし、 悪の場合

     第三者による侵害の主張が認められ、製品差止めや損害賠償金等の損害が発生する場合 

   ｂ．第三者により知的財産権の侵害を受け、そのため当社製品売上が低下し、又その係争解決のために多くの時間

     とコストを費やす場合 

  

       ⑦財務制限条項について 

        当社が借入しているシンジケート・ローン2件のうち1件について、過去の赤字業績等の関係から、「財務制限 

    条項」に記載されている一定以上の純資産残高の維持基準を充足できていない状況でありますが、本件につきま 

       しては、今後の業績見通し等から早期に解消が実現する見込であります。なお、残りの1件につきましては、平成

       22年12月期決算におきまして基準を達成した状況であります。該当する借入につきましても、エージェント行お 

       よび参加金融機関から確実に期限の利益の喪失請求は行わない旨の「同意書」を受領する見通しであることか 

       ら、当社といたしましては、実質的なリスクは存在していないものと考えております。 

  

  (5)その他、会社の経営上の重要な事項 

  該当事項はありません。 

  

               



  事業系統図 

  

 
  

２．企業集団の状況

               



(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 

 当社グループはスマートフォン市場拡大に伴う受注増加への対応として生産能力の拡大、具体的には増産に向けた

中国子会社での生産人員の確保、製造設備の増強並びにそのための資金の確保が現在の 大の課題であります。次に

利益確保のための原価削減並びに管理水準の向上が課題として上げられます。これらに対して、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 生産能力の拡大 

受注数量の急速な増加に対応するため、上海にて生産人員として数千人の増加が必要でありそのための募集を進め

ております。紹介会社の活用、上海内での広範な募集広告の実施、紹介者へのインセンティブ付与、従業員の中国の

旧正月での帰省時の入社勧誘等あらゆる施策を実施し、必要人員を確保し生産に結びつけ売上確保につなげてゆきま

す。製造設備への投資は中期的な稼働率、減価償却費等の固定費の負担、資金負担の増大等の経営判断が必要であり

アウトソーシング、設備の賃借も含めて 善の策を検討し実施してまいります。また、設備投資並びに増加運転資金

が必要でありあらゆる手段を実施して資金の確保を進めてゆきます。 

  

② 販売単価下落に負けない低コスト生産体制の確立 

 生産数量の増加に伴い携帯電話機メーカーからの販売単価の引き下げ要請も強まってまいります。スケールメリッ

トによるコストダウン以外に能動的にコストダウンを進め利益確保を進めてまいります。具体的には上海工場で中国

の通常の技術水準を上回る高精度・高品質の部品内製化を更に徹底するとともに歩留まり向上、設計改良や生産改善

による生産効率の向上を行い。低コスト生産体制の一層の定着を図ってまいります。 

  

③高付加価値商品の販売比率引き上げ 

他社にない高付加価値商品の実現に向けて、差別化を進め価格競争に巻き込まれない商品の技術開発に注力し利益

率の向上を目指します。 

  

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 管理水準の向上 

当社グループにおいても、内部管理体制の強化は経営の重要課題の一つとして位置付けております。管理レベルの

向上に向けてさらに強化を行って参ります。 

  

３．経営方針

               



(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。 

  

               



４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成21年12月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 406,045 665,197

受取手形及び売掛金 2,651,727 2,482,964

商品及び製品 336,319 677,392

仕掛品 258,273 337,763

原材料及び貯蔵品 574,454 649,658

未収還付消費税等 103,466 180,866

繰延税金資産 189,812 505,108

その他 220,253 297,370

貸倒引当金 △58,681 △74,546

流動資産合計 4,681,672 5,721,777

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,890,701 1,956,584

減価償却累計額 △480,214 △545,243

建物及び構築物（純額） 1,410,486 1,411,340

機械装置及び運搬具 7,318,373 7,411,684

減価償却累計額 △2,166,407 △2,598,891

機械装置及び運搬具（純額） 5,151,965 4,812,793

工具、器具及び備品 2,239,285 2,444,161

減価償却累計額 △1,771,992 △2,058,357

工具、器具及び備品（純額） 467,292 385,804

土地 186,723 186,723

建設仮勘定 166,979 133,701

有形固定資産合計 7,383,448 6,930,363

無形固定資産   

その他 37,896 33,692

無形固定資産合計 37,896 33,692

投資その他の資産   

投資有価証券 247,747 225,293

長期貸付金 3,500  

繰延税金資産 95,542 27,730

その他 202,800 173,134

貸倒引当金 △3,485 △1,716

投資その他の資産合計 546,104 424,441

固定資産合計 7,967,449 7,388,497

資産合計 12,649,122 13,110,275

               



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成21年12月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 641,943 728,229

短期借入金 2,409,359 3,182,500

1年内返済予定の長期借入金 1,357,248 1,323,428

1年内償還予定の社債 598,000 432,000

リース債務 211,513 39,595

未払金 488,988 392,591

未払法人税等 9,713 65,669

デリバティブ負債 1,140,378 1,426,733

賞与引当金 13,000 12,430

その他 294,611 458,109

流動負債合計 7,164,755 8,061,287

固定負債   

社債 632,000 200,000

長期借入金 2,284,530 1,410,882

リース債務 24,792 －

繰延税金負債 79,315 75,859

その他 177,498 72,615

固定負債合計 3,198,136 1,759,356

負債合計 10,362,891 9,820,644

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,212,089 2,769,737

資本剰余金 2,647,888 3,205,531

利益剰余金 △2,506,103 △2,298,210

株主資本合計 2,353,875 3,677,058

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △109,118 △131,572

為替換算調整勘定 28,185 △274,771

評価・換算差額等合計 △80,933 △406,343

新株予約権 13,288 18,916

純資産合計 2,286,231 3,289,631

負債純資産合計 12,649,122 13,110,275

               



（２）連結損益計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 

 至 平成21年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年１月１日 

 至 平成22年12月31日) 

売上高 9,349,582 14,090,093

売上原価 7,468,180 10,447,708

売上総利益 1,881,402 3,642,385

販売費及び一般管理費 1,811,961 1,975,881

営業利益 69,440 1,666,503

営業外収益   

受取利息 1,669 776

受取配当金 6 6

スクラップ売却益 － 9,282

還付加算金 23,709 205

その他 58,465 37,125

営業外収益合計 83,849 47,396

営業外費用   

支払利息 185,704 180,102

シンジケートローン手数料 7,163 8,721

為替差損 271,807 1,077,974

その他 36,490 41,859

営業外費用合計 501,164 1,308,658

経常利益又は経常損失（△） △347,874 405,241

特別利益   

固定資産売却益 36,605 301

新株予約権戻入益 759 1,139

デリバティブ評価益 513,829 －

債務勘定整理益 54,733 4,488

貸倒引当金戻入額 12,412 6,000

賞与引当金戻入額 － 13,000

特別利益合計 618,340 24,929

特別損失   

固定資産売却損 17,761 144

固定資産除却損 207,806 11,512

関係会社出資金評価損 6,644 4,581

特別退職金 68,516 1,003

デリバティブ評価損 － 286,355

訴訟和解金 － 84,500

前期損益修正損 116,995 4,705

特別損失合計 417,725 392,803

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

△147,258 37,367

法人税、住民税及び事業税 2,290 58,642

法人税等還付税額 △4,627 －

法人税等調整額 51,900 △229,167

法人税等合計 49,563 △170,525

当期純利益又は当期純損失（△） △196,822 207,892

               



（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 

 至 平成21年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年１月１日 

 至 平成22年12月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 2,212,089 2,212,089

当期変動額   

新株の発行 － 557,647

当期変動額合計 － 557,647

当期末残高 2,212,089 2,769,737

資本剰余金   

前期末残高 2,647,888 2,647,888

当期変動額   

新株の発行 － 557,642

当期変動額合計 － 557,642

当期末残高 2,647,888 3,205,531

利益剰余金   

前期末残高 △2,309,280 △2,506,103

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △196,822 207,892

当期変動額合計 △196,822 207,892

当期末残高 △2,506,103 △2,298,210

株主資本合計   

前期末残高 2,550,697 2,353,875

当期変動額   

新株の発行 － 1,115,290

当期純利益又は当期純損失（△） △196,822 207,892

当期変動額合計 △196,822 1,323,182

当期末残高 2,353,875 3,677,058

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △128,469 △109,118

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 19,351 △22,454

当期変動額合計 19,351 △22,454

当期末残高 △109,118 △131,572

為替換算調整勘定   

前期末残高 70,588 28,185

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △42,403 △302,956

当期変動額合計 △42,403 △302,956

当期末残高 28,185 △274,771

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △57,880 △80,933

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △23,052 △325,410

当期変動額合計 △23,052 △325,410

当期末残高 △80,933 △406,343

               



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 

 至 平成21年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年１月１日 

 至 平成22年12月31日) 

新株予約権   

前期末残高 14,048 13,288

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △759 5,627

当期変動額合計 △759 5,627

当期末残高 13,288 18,916

純資産合計   

前期末残高 2,506,865 2,286,231

当期変動額   

新株の発行 － 1,115,290

当期純利益又は当期純損失（△） △196,822 207,892

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △23,811 △319,782

当期変動額合計 △220,633 1,003,399

当期末残高 2,286,231 3,289,631

               



（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 

 至 平成21年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年１月１日 

 至 平成22年12月31日) 

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又は税金等調整前当期純
損失（△）

△147,258 37,367

減価償却費 1,229,764 1,320,653

固定資産除却損 207,806 11,512

有形固定資産売却益 △36,605 △301

有形固定資産売却損 17,761 144

関係会社出資金評価損 6,644 4,581

デリバティブ評価損益（△は益） △513,829 286,355

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,184 17,565

賞与引当金の増減額（△は減少） 13,000 △570

受取利息及び受取配当金 △1,675 △782

支払利息 185,704 180,102

為替差損益（△は益） 295,969 459,279

訴訟和解金 － 84,500

売上債権の増減額（△は増加） △195,179 △115,893

たな卸資産の増減額（△は増加） 218,027 △605,878

未収消費税等の増減額（△は増加） △2,463 △82,157

その他の資産の増減額（△は増加） 26,787 △106,219

仕入債務の増減額（△は減少） △456,729 587,133

その他の負債の増減額（△は減少） 309,212 139,730

その他 15,520 15,831

小計 1,170,273 2,232,954

利息及び配当金の受取額 1,675 782

利息の支払額 △202,840 △188,563

法人税等の支払額 △4,364 △2,724

法人税等の還付額 200,331 －

訴訟和解金の支払額 － △41,275

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,165,074 2,001,173

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 △22,073 △81,127

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 △1,055,966 △1,368,764

有形固定資産の売却による収入 37,893 2,592

無形固定資産の取得による支出 △5,452 △19,593

貸付金の回収による収入 8,500 12,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,037,100 △1,397,108

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） 1,011,209 723,140

長期借入れによる収入 1,050,000 570,000

長期借入金の返済による支出 △1,264,719 △1,427,468

割賦債務の返済による支出 △102,983 △107,952

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △182,983 △184,188

株式の発行による収入 － 1,110,225

新株予約権の発行による収入 － 11,831

社債の償還による支出 △602,000 △598,000

配当金の支払額 △804 △132

財務活動によるキャッシュ・フロー △92,281 97,456

現金及び現金同等物に係る換算差額 △294,899 △465,712

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △259,206 235,809

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期末残高 358,269 594,078

               



 該当事項はありません。 

  

継続企業の前提に関する注記

               



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21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年１月１日 

至 平成22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。 

 尚、Think Tech Korea Co.,Ltdは 

平成20年11月28日付で解散決議を行 

い、清算手続き中であり、Shanghai 

Lufa Shicoh Science & Technology 

 Co.,Ltd.は平成22年８月20日付で解

散決議を行い、清算手続を開始して 

おります。  

２．持分法の適用に関する事項 (1) 持分法適用の非連結子会社の数 

 持分法適用の非連結子会社はあり

ません。 

(1) 持分法適用の非連結子会社の数 

              同 左 

  (2) 持分法を適用しない非連結子会社

及び関連会社 

Think Tech Korea Co.,Ltd. 
 Shanghai Lufa Shicoh Science ＆

Technology Co.,Ltd.  

 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。 

尚、Think Tech Korea Co.,Ltdは平

成20年11月28日付で解散決議を行

い、清算手続中であり、

Shanghai Lufa Shicoh Science ＆

Technology Co.,Ltd.は平成22年８月20日付

で解散決議を行い、清算手続を開始してお

ります。 

３．連結子会社の事業年度等に関

する事項 

すべての連結子会社の事業年度の末 

 日は連結決算日と一致しております。 

同 左 

               



項目 
前連結会計年度 

（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年１月１日 

至 平成22年12月31日） 

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 

 その他の有価証券 

  時価のないもの 

   移動平均法による原価法  

  

  
 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（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）によっておりま 

 す。  

  

  

（会計処理の変更）  

 通常の販売目的で保有するたな卸資

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、当連結会計年度より「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

変更により、従来の方法によった場合

と比べ当連結会計期間の売上原価が、

116,636千円増加し、税金等調整前当

期純損失は116,636千円増加しており

ます。なお、セグメント情報に与える

影響は、当該箇所に記載しておりま

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 

 当社は定額法を採用しております。

（会計処理の変更） 

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、当連結会計年度より在

外子会社が採用している定額法に変更

いたしました。 

 この変更は主に、期間損益計算を実

態に合わせて適正化を図ることと当社

グループの会計処理の統一を目的に実

施するものであります。当社グループ

は部品等の内製化を推進し金型投資等

を重点的に行なっております。これら

は保守・修繕費等の維持費が安定的に

発生するものであることから毎年度の

償却額が一定になる定額法の方が期間

損益をより正しく反映すると判断した

ものであります。 

(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 

――――――― 

               



  

  

項目  

  

前連結会計年度 
（自 平成21年１月１日 

  至 平成21年12月31日）  

当連結会計年度 
（自 平成22年１月１日 

  至 平成22年12月31日）  

  

  会計処理の統一につきましては当

 社グループの生産拠点は100％海外に

 あり、かつ製品の消費先も主力は海 

 外であります。必然的に当社グルー 

 プの固定資産の海外比率は今後も高 

 まることが予想され、グループ全体 

 の中で製造機能を持たず固定資産の 

 比重の小さい当社が在外連結子会社 

 に合わせることがグループ管理に資

 すると判断したものであります。こ 

 の変更により、従来の方法によった 

 場合に比べ当連結会計期間の減価償 

 却費が、331,640円減少し、営業利益

 が331,640千円増加し、経常損失、税

 金等調整前当期純損失は、それぞれ 

 331,640千円減少しております。な 

 お、セグメント情報に与える影響 

 は、当該箇所に記載しております。

  

               



項目 
前連結会計年度 

（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年１月１日 

至 平成22年12月31日） 

  （追加情報）   

  当社は、法人税法の改正に伴い、機

械装置及び運搬具の耐用年数を変更し

ております。これによる損益に与える

影響は軽微であります。 

 ――――――― 

  

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。

(3) 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 

同 左 

  (4) 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 

(4) 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 

  (5) その他連結財務諸表作成のための重

要な事項 

(5) その他連結財務諸表作成のための重

要な事項 

  イ 消費税等の会計処理 

  税抜方式によっております。 

イ 消費税等の会計処理 

同 左 

５．連結子会社の資産及び負債の

評価に関する事項 

    連結子会社の資産及び負債の評価に 

  ついては、全面時価評価法を採用して 

  おります。 

同 左 

６．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 

               



  

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

前連結会計年度 
（自 平成21年１月１日 

至 平成21年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年１月１日 

至 平成22年12月31日） 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 

たな卸資産 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、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、当連結会計年度より「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。この変更により、従来の方

法によった場合と比べ当連結会計期間の売上原価が、 

116,636千円増加し、税金等調整前当期純損失は116,636千

円増加しております。なお、セグメント情報に与える影響

は、当該箇所に記載しております。 

  

(2)「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に

関する当面の取扱い」の適用 

 当連結会計年度より、「連結財務諸表作成における在外

子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告

第18号平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修

正を行なっております。 

 なお、この変更による営業損失、経常損失、税金等調整

前当期純利益に与える影響はありません。 

  

――――――― 

表示方法の変更

前連結会計年度 
（自 平成21年１月１日 

至 平成21年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年１月１日 

至 平成22年12月31日） 

（連結貸借対照表） 

「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の

一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内閣府令 

第50号）が適用になることに伴い、前連結会計年度におい

て「たな卸資産」として掲記されていたものは、当連結会

計年度から「商品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵

品」に区分掲記しております。  

 なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれる「商

品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」はそれぞれ

565,158千円、221,585千円、583,641千円であります。 

  

  

  

（連結貸借対照表） 

――――――― 

  

  

  

  

  

  

  

  

（連結損益計算書） 

 営業外収益の「スクラップ売却益」は、前連結会計年度

は営業外収益の「その他」に含めて表示しておりました

が、当連結会計年度において営業外収益の総額100分の10

を超えたため区分掲記しました。  

 なお、前連結会計年度における「スクラップ売却益」の 

金額は1,051千円であります。 

  

               



  

注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成21年12月31日） 

当連結会計年度 
（平成22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.        ――――――― 

  

出資金 千円4,581   

上記出資金は、投資その他の資産の「その他」に含まれて

おります。 
  

※２． 

  <財務制限条項> 

当社借入金のうち、720,000千円については、以下(1),(2)

の財務制限条項がついており、800,000千円については以

下(1),(3)の財務制限条項がついており、300,000千円につ

いては(4),(5)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。  

※２． 

  <財務制限条項> 

当社借入金のうち、 千円については、以下(1),(2)

の財務制限条項がついており、 千円については以

下(1),(3)の財務制限条項がついており、 千円につ

いては(4),(5)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。  

360,000

600,000

250,050

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

（2）連結貸借対照表純資産の部の金額を、平成16年12月

末の連結貸借対照表純資産の部の金額の75%以上に維持

すること。  

（2）連結貸借対照表純資産の部の金額を、平成16年12月

末の連結貸借対照表純資産の部の金額の %以上に維持

すること。  

75

（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。   

（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 %以上に維持

すること。   

75

（4）貸借対照表純資産の部の金額を、2,000,000千円以上

に維持すること。 

（5）事前承認無しに第三者（代表取締役、子会社を含

む）に対し、264,670千円を超える貸付、出資、保証を

行わないこと。  

（4）貸借対照表純資産の部の金額を、 千円以上

に維持すること。 

（5）事前承認無しに第三者（代表取締役、子会社を含

む）に対し、 千円を超える貸付、出資、保証を

行わないこと。  

2,000,000

264,670

※３.受取手形割引高 千円22,628 ※３.受取手形割引高 千円27,813

  

※４.当社は、運転資金の効率的な調達を行なうため、取

引先と当座貸越契約を締結しております。 

  

 当座貸越極度額  千円2,000,000

 借入実行残高  千円1,400,000

 差引残高  千円600,000

               



  

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成21年１月１日 

至 平成21年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年１月１日 

至 平成22年12月31日） 

※１．期末棚卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額

  であり、次の棚卸資産評価損が売上原価に含まれてお

ります。              千円  

※２．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。 

116,636

※１．期末棚卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額

  であり、次の棚卸資産評価損が売上原価に含まれてお

ります。              千円  

※２．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。 

15,907

運賃 千円 102,306

給与・賞与   319,937

減価償却費   468,211

研究開発費   240,971

賞与引当金繰入額   13,000

運賃 千円 138,938

給与・賞与   365,544

減価償却費   432,553

研究開発費   290,755

貸倒引当金繰入額   22,085

賞与引当金繰入額   5,949

※３.一般管理費に含まれる研究開発費 千円240,971 ※３.一般管理費に含まれる研究開発費 千円290,755

 ※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 千円 36,605

     計 千円 36,605

 ※４.固定資産売却益の内容は次の通りであります。  

機械装置及び運搬具 千円 51

工具、器具及び備品 千円 250

     計 千円 301

※５．固定資産売却損の内容は次の通りであります。 

工具、器具及び備品 千円 17,761

     計 千円 17,761

※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 千円 144

     計 千円 144

 ※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 千円 87,469

機械装置及び運搬具 千円 120,337

     計 千円 207,806

 ※６.固定資産除却損の内容は次の通りであります。 

  

機械装置及び運搬具 千円 11,512

     計 千円 11,512

 ※７.前期損益修正損の内容は次の通りであります。 

過年度買掛金等修正 千円 50,459

過年度減価償却費 千円 66,536

     計 千円 116,995

 ※７.前期損益修正損の内容は次の通りであります。 

  

過年度経費支出等 千円 4,750

     計 千円 4,750

               



前連結会計年度（自平成21年1月1日 至平成21年12月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数 

  

２．新株予約権 

  

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

       該当事項はありません。  

       

(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 

  該当事項はありません。 

  

当連結会計年度（自平成22年1月1日 至平成22年12月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数 

  

２．新株予約権 

    （注）平成22年新株予約権の当連結会計年度増加は新株予約権の発行によるものであり、当連結会計年度減少は 

             新株予約権の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 

       該当事項はありません。  

       

(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 

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
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

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) 

ストックオプションとしての

新株予約権 
－  －  －  －  －  13,288

合計    －  －  －  －  13,288

  
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  9,260  －  67,000

合計  57,740  9,260  －  67,000

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22年度新株予約権（注） 普通株式  －  11,120  4,760  6,360  6,767

ストックオプションとしての新

株予約権 
－  －  －  －  －  12,149

合計    －  －  －  －  18,916

               



  該当事項はありません。 

               



  

  

  

（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21年１月１日 

至 平成21年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年１月１日 

至 平成22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21年12月31日現在） （平成22年12月31日現在） 

（千円） （千円） 

  

現金及び預金勘定 

預入期間が3ヶ月を超える定期預金 

 

 

406,045

△47,776

現金及び現金同等物  358,269

現金及び預金勘定 

預入期間が3ヶ月を超える定期預金 

 

 

665,197

△71,119

現金及び現金同等物  594,078

（リース取引関係）

前連結会計年度 
（自 平成21年１月１日 

至 平成21年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年１月１日 

至 平成22年12月31日） 

ファイナンス・リース取引（借主側） 

所有権移転ファイナンス・リース取引 

①リース資産の内容 

 有形固定資産 

  各種モータ応用電子部品の製造設備（機械装置）で 

 あります。 

②リース資産の減価償却の方法 

  連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項  

 「４．会計処理基準に関する事項 (2)重要な減価償却 

 資産の減価償却方法」に記載のとおりであります。  

ファイナンス・リース取引（借主側） 

所有権移転ファイナンス・リース取引 

①リース資産の内容 

同 左 

   

  

②リース資産の減価償却の方法 

同 左  

  

  

  

               



有価証券 

１．時価のない主な有価証券の内容 

 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 

       該当事項はありません。  

（有価証券関係）

  

前連結会計年度 
（平成21年12月31日） 

当連結会計年度 
（平成22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  4,581  －

 合計  4,581  －

(２）その他有価証券            

 非上場株式  247,747  225,293

 合計  247,747  225,293

               



１．取引の状況に関する事項 

  

 ２．取引の時価等に関する事項 

（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。 

  

 該当事項はありません。 

  

（デリバティブ取引関係）

前連結会計年度 
（自 平成21年１月１日 

至 平成21年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年１月１日 

至 平成22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。 

(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、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。 

(3）取引の利用目的 

同 左 

(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。 

(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

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 

区分 種類 前連結会計年度（平成21年12月31日） 当連結会計年度（平成22年12月31日）

    
契約額等 
（千円） 

契約額のう
ち1年超 
（千円） 

時価
（千円） 

評価損益
（千円） 

契約額等
（千円） 

契約額のう
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 ＵＳ＄ 
 6,439,732 4,419,322 △720,917 328,032 4,419,322  2,398,912  △904,335 △183,418

 通貨オプション取引 

買建  米ドル コール 
 3,647,759 2,541,227 △529,147 181,568 2,541,227  1,434,695  △537,020 △7,873

売建 米ドル プット  3,647,759 2,541,227 109,686 4,228 2,541,227  1,434,695  14,622 △95,063

 通貨オプション合計  7,295,518 5,082,454 △419,461 185,797 5,082,454  2,869,390  △522,397 △102,936

合計  13,735,251 9,501,777 △1,140,378 513,829 9,501,777  5,268,303  △1,426,733 △286,355

（退職給付関係）

               



前連結会計年度（自平成21年1月1日 至平成21年12月31日） 

１．ストック・オプションに係る当連結会計年度における費用計上額及び科目名 

   該当事項はありません。 

２．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 

（ストック・オプション等関係）

  
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  4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 

② 単価情報 

３．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 

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。  

４.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。  

  

  
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 

権利確定前      （株）                        

 前連結会計年度末  －  －  －  －

 付与  －  －  －  －

 失効  －  －  －  －

 権利確定  －  －  －  －

 未確定残  －  －  －  －

権利確定後       (株)         

前連結会計年度末  129  74  50  74

権利確定  －  －  －  －

権利行使  －  －  －  －

失効  3  1  10  4

未行使残  126  73  40  70

  
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

  
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％ 

               



当連結会計年度（自平成22年1月1日 至平成22年12月31日） 

１．ストック・オプションに係る当連結会計年度における費用計上額及び科目名 

   該当事項はありません。 

２．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  4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 

 権利行使時において、当社

の取締役、監査役又は従業

員の地位を保有しているこ

と。 

 新株予約権行使日の前日の

東京証券取引所における当

社普通株式の終値が１株当

たりの払込価額の1.5倍以

上であること。  

 権利行使時において、当社

の取締役、監査役又は従業

員の地位を保有しているこ

と。 

 新株予約権行使日の前日の

東京証券取引所における当

社普通株式の終値が１株当

たりの払込価額の1.5倍以

上であること。  

 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 

 権利行使時において、当社

の取締役、監査役又は従業

員の地位を保有しているこ

と。 

 新株予約権行使日の前日の

東京証券取引所における当

社普通株式の終値が１株当

たりの払込価額の1.5倍以

上であること。 

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 

② 単価情報 

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。   

  
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 

権利確定前      （株）                        

 前連結会計年度末  －  －  －  －

 付与  －  －  －  －

 失効  －  －  －  －

 権利確定  －  －  －  －

 未確定残  －  －  －  －

権利確定後       (株)         

前連結会計年度末  126  73  40  70

権利確定  －  －  －  －

権利行使  －  －  －  －

失効  6  6  －  6

未行使残  120  67  40  64

  
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  404,700

行使時平均株価     （円）  －  －  －  －

公正な評価単価（付与日）（円）  －  －  －  189,841

               



前連結会計年度（自平成21年1月1日 至平成21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22年1月1日 至平成22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。 

  

前連結会計年度（自平成21年1月1日 至平成21年12月31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の金額は381,652千円であり、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、434,557千円であり、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。 

５. (棚卸資産の評価に関する会計基準) 

  「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」4.(1)に記載のとおり、当連結会計年度より「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日公表分）を適用しております。この 

  変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、営業利益がアジアで116,636千円減少しております。 

６. 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」4.(2)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、当連結会計年度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利

    益が331,640千円増加しております。  

  

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

ｂ．所在地別セグメント情報

  
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  8,695,421  654,161  9,349,582  －  9,349,582

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 642,244  9,295,927  9,938,171 (9,938,171)  －

計  9,337,666  9,950,088  19,287,754 (9,938,171)  9,349,582

営業費用  9,163,828  9,681,396  18,845,225 (9,565,083)  9,280,142

営業利益  173,837  268,691  442,529  (373,088)  69,440

Ⅱ．資産  12,884,685  8,859,054  21,743,740 (9,094,617)  12,649,122

               



当連結会計年度（自平成22年1月1日 至平成22年12月31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の金額は511,973千円であり、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の金額は、712,618千円であり、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。 

  

  
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  13,499,869  590,223  14,090,093  －  14,090,093

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 283,554  10,956,149  11,239,704 (11,239,704)  －

計  13,783,424  11,546,373  25,329,797 (11,239,704)  14,090,093

営業費用  11,928,617  11,216,612  23,145,230 (10,721,640)  12,423,589

営業利益  1,854,806  329,760  2,184,567  (518,063)  1,666,503

Ⅱ．資産  13,067,721  8,627,236  21,694,957 (8,584,681)  13,110,275

               



前連結会計年度（自平成21年1月1日 至平成21年12月31日） 

 （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、ベトナム、シンガポール、 

        香港、タイ 

（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 

（３） 南米…ブラジル 

（４） 北米…アメリカ、メキシコ 

（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22年1月1日 至平成22年12月31日） 

 （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、タイ、中華民国、ベトナム、 

    香港、シンガポール、オーストラリア 

（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…アメリカ、メキシコ 

（４） 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。 

  

ｃ．海外売上高

  アジア 欧州 南米 北米 その他 計 

Ⅰ 海外売上高 

（千円） 
 6,266,828  39,253  34,526  4,496  1,240  6,346,345

Ⅱ 連結売上高 

（千円） 
 －  －  －  －  －  9,349,582

Ⅲ 連結売上高に占める海外売

上高の割合（％） 
 67.0  0.4  0.3  0.0  0.0  67.8

  アジア 欧州 南米 北米 その他 計 

Ⅰ 海外売上高 

（千円） 
 11,213,337  148,501  －  1,845  859  11,364,543

Ⅱ 連結売上高 

（千円） 
 －  －  －  －  －  14,090,093

Ⅲ 連結売上高に占める海外売

上高の割合（％） 
 79.6  1.1  －  0.0  0.0  80.7

               



 （注） １．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

           ２．１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。 

  

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成21年１月１日 

至 平成21年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年１月１日 

至 平成22年12月31日） 

１株当たり純資産額 円 39,365.13

１株当たり当期純損失金額 円 3,408.77

１株当たり純資産額 円 48,816.63

１株当たり当期純利益金額 円 3,467.16

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額は潜在

株式は存在するものの、当期純損失を計上しているため

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  
 円3,454.85

  
前連結会計年度 

(自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年１月１日 
至 平成22年12月31日) 

純資産の部の合計金額（千円）  2,286,231  3,289,631

純資産の部の合計額から控除する金額（千円）  13,288  18,916

（うち新株予約権）（千円）  13,288  18,916

普通株式に係る期末の純資産額（千円）  2,272,942  3,270,714

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の 

普通株式の数（株） 
 57,740  67,000

  
前連結会計年度 

(自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年１月１日 
至 平成22年12月31日) 

1株当たり当期純損失金額            

当期純利益（△損失）（千円）  △196,822  207,892

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）  △196,822  207,892

期中平均株式数（株）  57,740  59,960

             

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）  －  214

 （うち新株予約権）  －  (214)

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    個 

   

225

新株予約権３種類 

新株予約権の数    個 

   

171

               



  

（重要な後発事象）

前連結会計年度 
（自 平成21年１月１日 

至 平成21年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年１月１日 

至 平成22年12月31日） 

──────  （第７回新株予約権の権利行使） 

 当社が平成22年12月６日に発行した第７回新株予約権 
につき、平成23年１月５日から平成23年２月９日までの 
間に、以下のとおりその一部が行使されました。 
  

 １．新株予約権行使の概要 

 (1) 新株予約権の名称 
 シコー株式会社第７回新株予約権 

 (2) 行使期間 
 平成23年１月５日から平成23年２月９日 

 (3) 行使価額 
 １株あたり108,100円 

 (4) 行使新株予約権個数 
 197個 

 (5) 行使者 
 Oakキャピタル株式会社  

 (6) 交付株式数 
 3,940株（新株予約権１個当たり20株） 

 (7) 行使価額総額 
 425,914,000円 

  

 ２．当該新株予約権行使による発行済株式数及び資本金 

   の推移 

 (1) 増加する発行済株式数  
 3,940株 

 (2) 増加する資本金の額 
 215,053,080円 

  

（第三者割当による新株式発行） 

 当社は、平成22年11月18日開催の取締役会において、 
第三者割当による新株発行（現物出資）について下記の 
とおり決議し、平成23年１月14日に払込手続きが完了い 
たしました。 

  
 (1) 発行期日    

  平成23年１月14日 
 (2) 発行新株式数   

 普通株式 4,522株（うち現物出資分4,522株） 
 (3) 発行価額 

 115,000円 
 (4) 発行価額の総額 

 520,030,000円 
 (5) 増加する資本金の額及び資本準備金の額 

 資本金260,015,000円 資本準備金260,015,000円 
 (6) 割当方法 

 第三者割当の方法による 
（割当先）株式会社シンクテック・インベストメント
4,522株（うち現物出資分 4,522株）   

 (7) 現物出資財産の内容及び価額 
 現物出資財産の内容は、割当先である株式会社シン
クテック・インベストメントが有する下記会社に対す
る出資持分であります。 
 上海普容尼精密模具有限公司の持分100％ 
  （評価額 219,075,000円） 
 上海普容尼模塑有限公司の持分100％ 
 （評価額  115,000円） 

       上海敏動機電有限公司の持分100％    

       （評価額 300,840,000円） 

  

               



５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年12月31日) 

当事業年度 
(平成22年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 344,465 560,361

受取手形 16,313 4,586

売掛金 2,338,841 2,180,841

商品及び製品 96,495 319,871

原材料及び貯蔵品 8,709 93,512

前払費用 39,637 53,237

繰延税金資産 118,284 485,131

未収還付消費税等 75,863 130,016

未収還付法人税等 88 355

その他 12,000 16,333

貸倒引当金 △31,129 △31,271

流動資産合計 3,019,570 3,812,976

固定資産   

有形固定資産   

建物 180,613 180,613

減価償却累計額 △51,387 △56,084

建物（純額） 129,226 124,529

構築物 57,752 57,752

減価償却累計額 △41,450 △44,053

構築物（純額） 16,301 13,698

機械及び装置 1,567,793 1,430,753

減価償却累計額 △343,509 △528,238

機械及び装置（純額） 1,224,283 902,515

車両運搬具 8,666 5,107

減価償却累計額 △7,085 △4,961

車両運搬具（純額） 1,580 146

工具、器具及び備品 1,528,231 1,632,202

減価償却累計額 △1,334,563 △1,474,129

工具、器具及び備品（純額） 193,668 158,073

土地 186,723 186,723

有形固定資産合計 1,751,783 1,385,686

無形固定資産   

電話加入権 414 414

ソフトウエア 13,217 8,483

無形固定資産合計 13,632 8,897

               



（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年12月31日) 

当事業年度 
(平成22年12月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 247,747 225,293

出資金 88,864 85,495

関係会社出資金 4,255,515 4,250,933

長期貸付金 3,500 －

破産更生債権等 1,735 1,716

長期前払費用 61,472 39,390

長期未収入金 3,693,632 3,900,585

繰延税金資産 5,059 5,853

保険積立金 40,505 44,756

その他 5,642 208

貸倒引当金 △3,485 △1,716

投資その他の資産合計 8,400,188 8,552,516

固定資産合計 10,165,603 9,947,100

資産合計 13,185,174 13,760,077

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,909,120 1,412,338

短期借入金 2,369,410 3,182,500

1年内返済予定の長期借入金 1,357,248 1,323,428

1年内償還予定の社債 598,000 432,000

未払金 201,237 225,398

未払費用 48,685 41,815

未払法人税等 9,713 13,697

前受金 4,530 23,482

預り金 2,211 1,244

賞与引当金 13,000 12,430

デリバティブ負債 1,140,378 1,426,733

その他 160 177

流動負債合計 7,653,696 8,095,246

固定負債   

社債 632,000 200,000

長期借入金 2,284,530 1,410,882

長期未払金 177,498 72,615

固定負債合計 3,094,028 1,683,497

負債合計 10,747,725 9,778,743

               



（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年12月31日) 

当事業年度 
(平成22年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,212,089 2,769,737

資本剰余金   

資本準備金 2,647,888 3,205,531

資本剰余金合計 2,647,888 3,205,531

利益剰余金   

利益準備金 6,850 6,850

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 △2,333,550 △1,888,129

利益剰余金合計 △2,326,700 △1,881,279

株主資本合計 2,533,278 4,093,989

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △109,118 △131,572

評価・換算差額等合計 △109,118 △131,572

新株予約権 13,288 18,916

純資産合計 2,437,449 3,981,333

負債純資産合計 13,185,174 13,760,077

               



（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年１月１日 

 至 平成21年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年１月１日 

 至 平成22年12月31日) 

売上高 9,337,666 13,783,424

売上原価   

製品期首たな卸高 253,416 105,204

当期製品仕入高 8,012,332 11,296,494

合計 8,265,748 11,401,698

製品期末たな卸高 105,204 413,383

製品売上原価 8,160,544 10,988,314

売上総利益 1,177,122 2,795,109

販売費及び一般管理費   

運賃 30,998 36,415

役員報酬 60,540 71,250

給料及び賞与 267,374 247,970

賞与引当金繰入額 13,000 5,949

福利厚生費 1,109 745

業務委託費 14,512 61,778

旅費及び交通費 56,290 45,887

減価償却費 350,173 364,459

消耗品費 33,438 18,032

開発研究費 240,971 290,755

貸倒引当金繰入額 － 5,748

支払手数料 85,011 89,762

その他 231,516 213,520

販売費及び一般管理費合計 1,384,937 1,452,276

営業利益又は営業損失（△） △207,815 1,342,832

営業外収益   

受取利息 1,325 572

受取配当金 6 6

スクラップ売却益 － 9,282

還付加算金 8,454 205

その他 10,822 3,496

営業外収益合計 20,608 13,562

営業外費用   

支払利息 125,375 151,951

社債利息 15,081 8,124

株式交付費 － 17,340

売上割引 8,095 1,883

シンジケートローン手数料 7,163 8,721

為替差損 314,626 657,953

その他 23,087 11,754

営業外費用合計 493,428 857,729

経常利益又は経常損失（△） △680,635 498,665

               



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年１月１日 

 至 平成21年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年１月１日 

 至 平成22年12月31日) 

特別利益   

固定資産売却益 53,349 369

新株予約権戻入益 759 1,139

デリバティブ評価益 513,829 －

債務勘定整理益 － 4,488

貸倒引当金戻入額 12,412 6,000

賞与引当金戻入額 － 13,000

特別利益合計 580,351 24,997

特別損失   

固定資産売却損 － 66,479

関係会社出資金評価損 6,644 4,581

デリバティブ評価損 － 286,355

訴訟和解金 － 84,500

前期損益修正損 50,459 －

特別損失合計 57,104 441,916

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △157,388 81,747

法人税、住民税及び事業税 2,290 3,968

法人税等還付税額 △4,627 －

法人税等調整額 22,295 △367,641

法人税等合計 19,958 △363,673

当期純利益又は当期純損失（△） △177,347 445,420

               



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年１月１日 

 至 平成21年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年１月１日 

 至 平成22年12月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 2,212,089 2,212,089

当期変動額   

新株の発行 － 557,647

当期変動額合計 － 557,647

当期末残高 2,212,089 2,769,737

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 2,647,888 2,647,888

当期変動額   

新株の発行 － 557,642

当期変動額合計 － 557,642

当期末残高 2,647,888 3,205,531

資本剰余金合計   

前期末残高 2,647,888 2,647,888

当期変動額   

新株の発行 － 557,642

当期変動額合計 － 557,642

当期末残高 2,647,888 3,205,531

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 6,850 6,850

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 6,850 6,850

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 △2,156,203 △2,333,550

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △177,347 445,420

当期変動額合計 △177,347 445,420

当期末残高 △2,333,550 △1,888,129

利益剰余金合計   

前期末残高 △2,149,353 △2,326,700

当期変動額   

当期純損失（△） △177,347 445,420

当期変動額合計 △177,347 445,420

当期末残高 △2,326,700 △1,881,279

株主資本合計   

前期末残高 2,710,625 2,533,278

当期変動額   

新株の発行 － 1,115,290

剰余金の配当 － －

当期純利益又は当期純損失（△） △177,347 445,420

当期変動額合計 △177,347 1,560,711

当期末残高 2,533,278 4,093,989

               



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年１月１日 

 至 平成21年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年１月１日 

 至 平成22年12月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △128,469 △109,118

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 19,351 △22,454

当期変動額合計 19,351 △22,454

当期末残高 △109,118 △131,572

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △128,469 △109,118

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 19,351 △22,454

当期変動額合計 19,351 △22,454

当期末残高 △109,118 △131,572

新株予約権   

前期末残高 14,048 13,288

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △759 5,627

当期変動額合計 △759 5,627

当期末残高 13,288 18,916

純資産合計   

前期末残高 2,596,204 2,437,449

当期変動額   

新株の発行 － 1,115,290

剰余金の配当 － －

当期純利益又は当期純損失（△） △177,347 445,420

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 18,591 △16,826

当期変動額合計 △158,755 1,543,885

当期末残高 2,437,449 3,981,333

               



  該当事項はありません。 

  

継続企業の前提に関する注記

               



重要な会計方針

項目 
前事業年度 

（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年１月１日 

至 平成22年12月31日） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

(1)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)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 

同 左  

 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（貸借対照表価 

額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方

法による算定） 

（会計処理の変更） 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産に

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、当事業年度

より「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

より、従来の方法によった場合と比べ当事

業年度の売上原価が、116,636千円増加

し、売上総利益が、116,636千円減少し、

営業損失、経常損失及び税引前当期純損失

がそれぞれ116,636千円増加しておりま

す。  

 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 

 定額法 

（会計処理の変更） 

 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、当事業年度より在外子会社が採用

している定額法に変更いたしました。この

変更は主に、期間損益計算を実態に合わせ

て適正化を図ることと当社グループの会計

処理の統一を目的に実施するものでありま

す。当社グループは部品等の内製化を推進

し金型投資等を重点的に行っております。

これらは保守・修繕費等の維持費が安定的

に発生するものであることから毎年度の償

却額が一定になる定額法の方が期間損益を

より正しく反映すると判断したものであり

ます。 

(1)有形固定資産 

同 左 

――――――― 

  

               



項目 
前事業年度 

（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年１月１日 

至 平成22年12月31日） 

   会計処理の統一につきましては当社グル

ープの生産拠点は100％海外にあり、かつ

製品の消費先も主力は海外であります。必

然的に当社グループの固定資産の海外比率

は今後も高まることが予想され、グループ

全体の中で製造機能を持たず固定資産の比

重の小さい当社が在外連結子会社に合わせ

ることがグループ管理に資すると判断した

ものであります。 

 この変更により、従来の方法によった場

合に比べ当事業年度の減価償却費が、

331,640千円減少し、営業損失、経常損失

及び税引前当期純損失は、それぞれ

331,640千円減少しております。   

  

 なお、主な耐用年数は次のとおりであり

ます。 

  

  

  

   建物             ５年～38年 

 機械及び装置     ５年～８年 

 工具器具及び備品 ２年～11年 

  

  

  （追加情報） 

 法人税法の改正にともない、機械及び装

置の耐用年数を変更しております。 

 これによる利益に与える影響は軽微であ

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．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．繰延資産の処理方法 (1)株式交付費 

  支出時に全額費用として処理しており 

 ます。 

(1)株式交付費 

 同 左 

  (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 

  ―――――――  

               



項目 
前事業年度 

（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年１月１日 

至 平成22年12月31日） 

７．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 

同 左  

  

 

  

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 

               



  

  

表示方法の変更

前事業年度 
（自 平成21年１月１日 

至 平成21年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年１月１日 

至 平成22年12月31日） 

（貸借対照表） （貸借対照表） 

 財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令（平成20年

8月7日内閣府令第50号）が適用となることに伴い、前事業

年度において、「製品」「原材料」として掲記されていた

ものは、当事業年度から「商品及び製品」「原材料及び貯

蔵品」に区分掲記しております。 

――――――― 

（損益計算書） 

――――――― 

（損益計算書） 

 営業外収益の「スクラップ売却益」は、前連結会計年度

は営業外収益の「その他」に含めて表示しておりました

が、当連結会計年度において営業外収益の総額100分の10

を超えたため区分掲記しました。 

 なお、前連結会計年度における「スクラップ売却益」の

金額は1,051千円であります。  

               



  

注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度 
（平成21年12月31日） 

当事業年度 
（平成22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 千円149,383

長期未収入金 千円3,693,632

買掛金 千円1,381,354

売掛金 千円100,555

長期未収入金 千円3,899,017

買掛金 千円1,046,769

２．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 
千円

 ( 千RMB)
255,586

18,862
リース債務 

２．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 
千円

 ( 千RMB)
39,595

3,216
リース債務 

３．財務制限条項 

 当社借入金のうち、720,000千円については、以下(1)、

(2)の財務制限条項がついており、800,000千円については

以下(1)、(3)の財務制限条項がついており、300,000千円

については(4)、（5）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。  

３．財務制限条項 

 当社借入金のうち、 千円については、以下(1)、

(2)の財務制限条項がついており、 千円については

以下(1)、(3)の財務制限条項がついており、 千円

については(4)、（5）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。  

360,000

600,000

250,050

（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 %以上に維持するこ

と。  

75

（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。  

（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 %以上に維持するこ

と。  

75

（4）貸借対照表純資産の部の金額を、 千円以上

に維持すること。 

2,000,000 （4）貸借対照表純資産の部の金額を、 千円以上

に維持すること。  

2,000,000

（5）事前承認無しに第三者（代表取締役、子会社を含

む）に対し、264,670千円を超える貸付、出資、保証を

行なわないこと。  

（5）事前承認無しに第三者（代表取締役、子会社を含

む）に対し、 千円を超える貸付、出資、保証を

行なわないこと。  

264,670

４．受取手形割引高 千円22,628 ４．受取手形割引高 千円27,813

  ５．当社は、運転資金の効率的な調達を行なうため、取引

銀行と当座貸越契約を締結しております。 

  

 当座貸越極度額  千円2,000,000

 借入金実行残高  千円1,400,000

 差引残高  千円600,000

               



  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

   前事業年度（自平成21年1月1日 至平成21年12月31日）及び当事業年度（自平成22年1月1日 至平成22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。 

  

（損益計算書関係）

前事業年度 
（自 平成21年１月１日 

至 平成21年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年１月１日 

至 平成22年12月31日） 

※１．関係会社との取引から発生した損益 

売上原価 千円7,603,147

固定資産売却益 千円17,486

※１．関係会社との取引から発生した損益 

売上原価 千円10,950,649

固定資産売却損 千円66,334

※２．研究開発費の総額 

一般管理費に含まれる研究開発費 千円240,971

※２．研究開発費の総額 

一般管理費に含まれる研究開発費 千円290,755

※３．固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 

機械装置 千円35

工具、器具及び備品 千円53,314

計 千円53,349

※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 千円105

工具、器具及び備品 千円264

計 千円369

※４．前期損益修正損の内訳 ※４．       ――――――― 

過年度買掛金等修正 千円50,459   

 ※５．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  千円66,334

車両運搬具  千円144

計  千円66,479

（株主資本等変動計算書関係）

（リース取引関係）

（有価証券関係）

               



 （注） １.１株当たり純資産額の算定上の基礎は以下のとおりであります。  

     ２.１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。 

  

（１株当たり情報）

前事業年度 
（自 平成21年１月１日 

至 平成21年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年１月１日 

至 平成22年12月31日） 

なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益は潜在株式は存

在するものの、当期純損失を計上している為記載しており

ません。  

１株当たり純資産額 円 41,984.07

１株当たり当期純損失金額 円 3,071.48

１株当たり純資産額 円 59,140.55

１株当たり当期純利益金額 円 7,428.58

潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額 
円 7,402.21

  
前事業年度 

(自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年１月１日 
至 平成22年12月31日) 

純資産の部の合計金額（千円）   2,437,449  3,981,333

純資産の部の合計額から控除する金額 

（千円） 
 13,288  18,916

（うち新株予約権）  13,288  18,916

普通株式に係る期末の純資産額（千円）  2,424,160  3,962,416

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末 

の普通株式の数（株） 
 57,740  67,000

  
前事業年度 

(自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年１月１日 
至 平成22年12月31日) 

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  
           

当期純利益又は当期純損失（△）（千円）  △177,347  445,420

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又は当期純損失

（△）（千円） 
 △177,347  445,420

期中平均株式数（株）  57,740  59,960

             

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）  －  214

 （うち新株予約権）（千円）         ( ) －         ( ) 214

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     個  225

新株予約権3種類 

新株予約権の数     個  
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（重要な後発事象）

前事業年度 
（自 平成21年１月１日 

至 平成21年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年１月１日 

至 平成22年12月31日） 

          ────── （第７回新株予約権の権利行使） 

 当社が平成22年12月６日に発行した第７回新株予約権
につき、平成23年１月５日から平成23年２月９日までの 
間に、以下のとおりその一部が行使されました。 
  

 １．新株予約権行使の概要 

 (1) 新株予約権の名称 
 シコー株式会社第７回新株予約権 

 (2) 行使期間 
 平成23年１月５日から平成23年２月９日 

 (3) 行使価額 
 １株あたり108,100円 

 (4) 行使新株予約権個数 
 197個 

 (5) 行使者 
 Oakキャピタル株式会社  

 (6) 交付株式数 
 3,940株（新株予約権１個当たり20株） 

 (7) 行使価額総額 
 425,914,000円 

  

 ２．当該新株予約権行使による発行済株式数及び資本金 

   の推移 

 (1) 増加する発行済株式数  
 3,940株 

 (2) 増加する資本金の額 
 215,053,080円 

  

（第三者割当による新株式発行） 

 当社は、平成22年11月18日開催の取締役会において、 
第三者割当による新株発行（現物出資）について下記の
とおり決議し、平成23年１月14日に払込手続きが完了い 
たしました。 

  
 (1) 発行期日    

  平成23年１月14日 
 (2) 発行新株式数   

 普通株式 4,522株（うち現物出資分4,522株） 
 (3) 発行価額 

 115,000円 
 (4) 発行価額の総額 

 520,030,000円 
 (5) 増加する資本金の額及び資本準備金の額 

 資本金260,015,000円 資本準備金260,015,000円 
 (6) 割当方法 

 第三者割当の方法による 
（割当先）株式会社シンクテック・インベストメント
4,522株（うち現物出資分 4,522株）   

 (7) 現物出資財産の内容及び価額 
 現物出資財産の内容は、割当先である株式会社シン
クテック・インベストメントが有する下記会社に対す
る出資持分であります。 
 上海普容尼精密模具有限公司の持分100％ 
 （評価額219,075,000円） 
 上海普容尼模塑有限公司の持分100％ 
 （評価額115,000円） 

   上海敏動機電有限公司の持分100％ 

    （評価額300,840,000円）  

               



(1)役員の異動  

 開示内容が定まった時点で開示いたします。 

（2）その他 

  該当事項はありません。 

  

６．その他
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