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(注) １．平成23年８月31日付で１株を500株に分割しております。平成22年12月期の１株当たり当期純利益について 

         は、当該株式分割調整前の内容を記載しております。 

     ２．平成22年12月期における潜在株式調整後１株当たり当期純利益については新株予約権の残高はありますが、

        当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握できませんので記載しておりません。 

 

 

 
(注) 平成23年８月31日付で１株を500株に分割しております。平成22年12月期の１株当たり純資産については、 

当該株式分割調整前の内容を記載しております。 
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１．平成23年12月期の連結業績（平成23年１月１日～平成23年12月31日）
（１）連結経営成績 (％表示は対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年12月期 3,382 100.6 1,309 526.3 1,232 886.8 1,205 372.5
22年12月期 1,686 35.5 209 173.9 124 104.0 255 7,137.9

(注) 包括利益 23年12月期 992百万円( ―％) 22年12月期 ―百万円(  ―％)

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 ％ ％ ％

 23年12月期 94. 61 91. 75 24.5 19.2 38.7
 22年12月期 10,534. 64 ― 13.3 4.2 12.4

(参考) 持分法投資損益 23年12月期 ―百万円 22年12月期 ―百万円

（２）連結財政状態
総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

 23年12月期 8,454 7,139 84.4 503. 76
  22年12月期 4,373 2,689 61.5 106,159. 60

(参考) 自己資本 23年12月期 7,139百万円 22年12月期 2,689百万円

（３）連結キャッシュ・フローの状況

営業活動による 
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

 23年12月期 1,104 △755 3,149 4,961

 22年12月期 635 △2,108 2,509 1,544

２．配当の状況

年間配当金 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 ％ ％

23年12月期 ― 0 00 ― 0 00 0 00 0 ― ―

22年12月期 ― 0 00 ― 0 00 0 00 0 ― ―

24年12月期(予想) ― 0 00 ― 0 00 0 00 ―

３．平成24年12月期の連結業績予想（平成24年１月１日～平成24年12月31日）
(％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第２四半期(累計) 1,748 － 487 － 461 － 459 － 32. 38

通 期 5,617 66.0 2,079 58.8 2,058 67.0 2,003 66.2 141. 33



(注） 平成23年12月16日付「東京証券取引所マザーズへの上場に伴う当社決算情報等のお知らせ」にて参考として発

表した金額を修正しております。 

 

 

 

 

 
  

 
(注) １．平成23年８月31日付で１株を500株に分割しております。平成22年12月期の１株当たり当期純利益について 

 は、当該株式分割調整前の内容を記載しております。 

２．平成22年12月期における潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、１株当たり当期純損失であり、

また、新株予約権の残高はありますが、当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握できませんので記載

しておりません。 

３．平成23年12月期における潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、１株当たり当期純損失であるた

め記載しておりません。 

（２）個別財政状態 

 

 
(注) 平成23年８月31日付で１株を500株に分割しております。平成22年12月期の１株当たり純資産については、当該

株式分割調整前の内容を記載しております。 

  

・この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点におい
て、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続は終了していません。 

  

・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的
であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性が
あります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付
資料２ページ「経営成績に関する分析」をご覧ください。 

・当社は、平成24年２月13日に機関投資家及びアナリスト向けの決算説明会を開催する予定です。 
・当社は、平成23年８月31日付で株式１株につき500株の株式分割を行っております。 

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) ： 有

  新規  1社 (社名)W-SCOPE HONGKONG CO.,LIMITED、除外  ―社 (社名)

（２）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 ： 有

 ② ①以外の変更 ： 有

（３）発行済株式数（普通株式）
① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年12月期 14,171,600株 22年12月期 25,337株

② 期末自己株式数 23年12月期 ―株 22年12月期 ―株

③ 期中平均株式数 23年12月期 12,738,507株 22年12月期 24,215株

(参考) 個別業績の概要
１．平成23年12月期の個別業績（平成23年１月１日～平成23年12月31日）
（１）個別経営成績 (％表示は対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

 23年12月期 31 △73.1 △180 ― △209 ― △211 ―
 22年12月期 116 △27.2 △116 ― △119 ― △120 ―

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

 23年12月期 △16. 57 ―

 22年12月期 △4,968. 51 ―

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

 23年12月期 7,585 7,445 98.2 525. 39

 22年12月期 4,216 4,199 99.6 165,756. 87

(参考) 自己資本 23年12月期 7,445百万円 22年12月期 4,199百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当連結会計年度末の世界経済は、欧州の財政危機や中国の輸出伸び悩みなどを受けて、期後半は景気

後退が顕著となりました。 

 このような状況の中、当社グループの主力事業であるリチウムイオン二次電池セパレータ事業におき

ましては、リチウムイオン二次電池に対する市場が活発拡大している事から、リチウムイオン二次電池

の主要部材であるセパレータにつきましても市場の拡大傾向は堅調に推移しました。これは小型リチウ

ムイオン二電池ではスマートフォンを始めとする電子機器類に加え、大型リチウムイオン二次電池では

EV(電気自動車)・HEV（ハイブリッドカー）など輸送機器、ESS(エナジーストレージシステム)等の用途

拡大により新たな市場が創造された事によるものであります。 

 当期の平均為替レートにつきましては、米ドルが79.84円、1,000韓国ウォンが71.9円となりました。

 当社は、積極的な設備投資を進め当社顧客に供給責任を果たす事を経営上の施策として取り組んでま

いりました。平成23年2月に稼働開始をしました第2号生産ラインの生産寄与と拡販努力により年後半の

景気後退の影響は受けたものの売上高は前年比100.6％増の3,382,872千円を達成しました。また売上原

価においては、原価逓減努力と増産による稼働率向上による原価改善、韓国ウォン安によるコスト低減

により、販売費及び一般管理費においては、効率的な業務遂行を徹底した事により、営業利益は前年比

526.3％増の1,309,147千円、売上高営業利益率は前年比26.3％増の38.7％と大幅に改善しました。営業

外費用においては上場関連費用15,556千円などがありましたが、結果として、税金等調整前当期純利益

は1,232,620千円、当期純利益は1,205,229千円となりました。 

当社グループの主力事業であるリチウムイオン二次電池用セパレータ事業におきましては、引き続き

リチウムイオン二次電池市場が拡大していることから、リチウムイオン二次電池の主要部材であるセパ

レータにつきましても旺盛な需要が見込まれております。また、中長期的にも、各国におけるクリーン

エネルギーの普及政策や、EV(電気自動車)・HEV（ハイブリッドカー）など輸送機器の普及によりまし

て、リチウムイオン二次電池及びリチウムイオン二次電池用セパレータの市場はその成長を継続すると

考えられております。 

 そのような状況下、当社では第３号生産ラインの稼働を第２四半期に予定するなど引き続き積極的な

設備投資拡大計画を進め当社顧客に供給責任を果たす事を取り組んで参ります。第１四半期について

は、一部の主要顧客の生産調整及び生産設備立上げの遅れ等により受注に遅れが生じる見通しでありま

すが、第2四半期以降は当社主要顧客の増産計画も本格化してくることが見込まれており、安定的な販

売量の拡大を目指してまいります。これにより平成24年12月期の売上高は5,617百万円（前年比66.0％

増）、営業利益2,079百万円（前年比58.8％増）、経常利益2,058百万円（前年比67.0％）、当期純利益

2,003百万円（前年比66.2％増）となる見通しです。したがって、平成23年12月16日に参考情報として

発表した計画値を修正しておりますが、引き続き前年比増収増益となる事を見込んでおります。尚、売

上は1ドル＝75円で見込んでおります。 

１．経営成績

（１）経営成績に関する分析

（当期の経営成績）

（次期の見通し）



  
  

当連結会計年度末における総資産につきましては8,454,484千円となり、前連結会計年度末に比べ

4,081,051千円増加しました。主な要因は以下のとおりであります。 

流動資産につきましては5,749,390千円となり、前連結会計年度末に比べ3,813,483千円の増加とな

りました。これは主として、受取手形及び売掛金の増加202,458千円、商品及び製品の増加180,223千

円、現金及び預金の増加3,417,142千円があったことによるものであります。固定資産につきまして

は2,705,093千円となり、前連結会計年度末に比べ267,569千円の増加となりました。これは主とし

て、機械装置及び運搬具の増加1,342,483千円、建設仮勘定の減少1,249,717千円によるものでありま

す。 

負債につきましては1,315,305千円となり、前連結会計年度末に比べ368,361千円の減少となりまし

た。流動負債につきましては704,183千円となり、前連結会計年度末に比べ19,314千円の減少となり

ました。これは主として、1年内返済予定の長期借入金の増加181,475千円があった一方で、短期借入

金の減少150,600千円によるものであります。固定負債につきましては611,121千円となり、前連結会

計年度末に比べ349,046千円の減少となりました。これは主として、長期借入金の減少350,221千円に

よるものであります。 

純資産につきましては7,139,178千円となり、前連結会計年度末に比べ4,449,412千円の増加となり

ました。これは主として、新株発行による増加3,457,130千円、当期純利益の計上1,205,229千円によ

るものであります。 

  

当連結会年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の期末残高は、前連結会計年度

末に比べ3,417,142千円増加し、4,961,468千円となりました。主な要因は以下のとおりであります。 

営業活動によるキャッシュ・フローは1,104,560千円の収入となりました。これは主として、税金

等調整前当期純利益の計上1,232,620千円、減価償却費の計上350,735千円があった一方で、未払金の

減少136,159千円、たな卸資産の増加218,852千円、売上債権の増加223,778千円があったことによる

ものであります。 

投資活動によるキャッシュ・フローは755,724千円の支出となりました。これは主として、有形固

定資産の取得による支出733,867千円によるものであります。 

財務活動によるキャッシュ・フローは3,149,789千円の収入となりました。これは短期借入金の純

減少額151,650千円、長期借入金の返済による支出150,990千円があった一方で、株式の発行による収

入3,452,430千円があったことによるものであります。 

  

（２）財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況

（資産）

（負債）

（純資産）

②キャッシュ・フローの状況の分析

（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）



  
(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:有利子負債/キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ:キャッシュ・フロー/利払い 

(注１)いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

(注２)株式時価総額は発行済株式数をベースに計算しております。 

(注３)キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

(注４)有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っているすべての負債を対象としていま

す。 

(注５)平成22年12月期の時価ベースの自己資本比率については、当社株式は非上場であるため、記載しておりませ

ん。 

  

利益配分につきましては、企業価値の極大化を念頭に、収益状況に応じた利益還元を行う事を基本方針

としております。 

 当社は、創業して間もないことから設立以来、配当を実施しておらず、配当可能な状況にありません。

また、当社は、製品製造を開始してから日も浅く、今後も必要な内部留保を確保しつつ、継続して設備投

資を実施して行く必要があると判断した結果、当期は、無配当とさせていただきます。 

 次期の配当につきましては、株主に対する利益の還元を経営の 重要課題として認識しており、経営成

績及び財政状態を勘案しつつ、株主への利益還元を検討していく所存でありますが、現時点では未定であ

ります。 

平成22年12月期 平成23年12月期

自己資本比率(%) 61.5 84.4

時価ベースの自己資本比率(%) ― 300.2

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率(年)

216.9 95.9

インタレスト・カバレッジ・
レシオ(倍)

1,721.0 2,009.5

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当



  

当社グループの経営成績、財政状態及び株価等に影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなも

のがあります。  

なお、文中の将来に関する事項は当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものでありま

す。 

当社グループは、リチウムイオン二次電池用セパレータの製造・販売に特化しており、当連結会計年

度において、その売上高は当社グループの売上高の全額を占めています。今後につきましてもリチウム

イオン二次電池用セパレータの売上が引き続き第一の収益源になると予測しています。 

 当社グループが開発、製造、販売しているリチウムイオン二次電池用セパレータは国内外の携帯電

話、ノート・パソコン、電気自動車、電動工具など多様な分野で使用されているリチウムイオン二次電

池に利用されております。そのため、経済状況の悪化等を原因としたポータブル機器や電気自動車など

の需要が縮小した場合には、当社グループの事業、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があり

ます。 

当社グループは、リチウムイオン二次電池用セパレータの製造・販売を事業としている企業と競 合

関係にあります。この業界は、大手企業が市場シェアの大半を占めているため、当社グループは後発企

業として、それらの大手企業と競合することになると認識しております。既存競合各社は、概して当社

グループより大きな顧客基盤を持ち、当社グループより豊富な財源、技術的資源及び人的資源を有して

います。これらの当社グループに対する優位性により、競合他社が技術革新を進め、高性能な新製品を

開発・販売した場合、または当社グループの製品よりも安価な製品を提供し、さらに自社製品をより効

率的に販売促進した場合などにおいて、当社グループが十分な競争力を発揮できない事態となれば、当

社グループの事業、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

当社グループは、先端の生産技術を駆使した製品を販売しておりますが、近年、リチウムイオン二次

電池産業全体の技術革新が加速化しており、リチウムイオン二次電池部材全体の性能改善が強く求めら

れる傾向があります。当社グループは、今後もリチウムイオン二次電池用セパレータの微細加工技術・

研究開発を強化する方針であります。 

 しかしながら、当社グループの予測よりも早く技術革新が起こった場合、新製品の販売開始時期が遅

れ、また、既存製品が陳腐化することが想定され、その結果、市場での競争力を失い当社グループの事

業、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。  

当社グループでは、高品質の製品を安定して供給する努力を継続しておりますが、設備等の不良や顧

客要求の厳格化等により計画通りの品質や稼働率を達成できず、結果として販売単価や生産数量が下落

する可能性があります。また、当社グループではISO/TS16949に基づいて厳格な品質管理を実施し、出

荷製品につきましては細心の注意を払っております。しかし出荷製品の不具合により、製品回収や損害

賠償、取引の停止等が発生する可能性があります。このような事態が生じた場合、当社グループの事

業、経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。 

（４）事業等のリスク

①リチウムイオン二次電池用セパレータへの収益の依存について

②競合他社について

③技術革新とライフサイクルの短期化について

④製品の品質にかかるリスク



  

当社グループは、リチウムイオン二次電池用セパレータ製造技術に関する特許を保有しており、今後

も更なる研究開発を進め、必要に応じて特許を出願する方針であります。しかしながら、当社グループ

が現在出願している特許及び将来出願する特許の全てが登録されるとは限らず、当社グループの技術や

ノウハウを必ずしも適切に保護できるとは限りません。 

 また、当社グループは、第三者の知的財産権を侵害しないように常に留意し、必要に応じて外部の弁

護士・弁理士等を通じて調査をしておりますが、万一、当社グループが第三者の知的財産権を侵害した

場合には、当該第三者より損害賠償などを請求される可能性があります。その場合、当社グループの経

営陣が多大な時間と労力の投入を強いられ、弁護士費用等の費用が増加し、当社グループの評判が低下

することにより、当社グループの事業、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

当社グループのリチウムイオン二次電池用セパレータの主材料であるポリオレフィンの価格は安定し

ておりますが、当社グループの生産活動においては、多くの原材料を使用するため、これらについて供

給の逼迫や遅延、価格の高騰等が生じた場合、当社グループの事業、経営成績及び財政状態に影響を及

ぼす可能性があります。 

当社グループがリチウムイオン二次電池用セパレータの製造において購入する資材等には、仕入先や

供給品の代替が困難なものや、少数特定の仕入先からしか調達できないものがあります。当社グループ

で使用する資材、部品、その他の機械・装置等が、現在十分確保されていると認識しておりますが、今

後、特定の仕入先における経営悪化や天災等の事情により、供給の遅延・中断や供給不足が生じる可能

性があります。当社では、代替調達先を用意する努力を継続しておりますが、その場合にも安定供給が

可能であるという保証はありません。また、原油価格高騰等の原因により資材価格の値上りが再燃し、

資材の調達に多額の費用が必要となる可能性があります。こうした事態が生じた場合、当社グループの

事業、経営成績及び財政状態に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。 

当社グループの売上高は、一部特定の企業によって占められており、当連結会計年度における売上高

は上位３社に対し合計で全体の77.3％を占めております。今後も売上の多くを限られた数の顧客に依存

することになると予測しております。かかる顧客が当社グループからの製品の購入を大幅に減らさない

という保証はなく、また当社グループからの製品の購入を中止しないという保証もありません。そのた

め、かかる顧客による当社グループの製品の購入が減少した場合や、中止された場合には、当社グルー

プの事業、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

⑤知的財産権について

⑥原材料及び燃料の価格変動に関するリスク

⑦特定仕入先への依存に関するリスク

⑧顧客の集中に関するリスク



  

当社グループ製品の100％は韓国の子会社によって生産されております。また当社グループの海外売

上高は、前連結会計年度において1,679,159千円(海外売上高の割合99.6％）、当連結会計年度において

3,380,073千円(海外売上高の割合99.9％)であり、その全てが中国・韓国等のアジア地域及び米国向け

であります。連結子会社W-SCOPE KOREA CO.,LTD.は、販売先の現地におけるサービスを行うために、現

在香港に子会社を設立し、中国に駐在員事務所を設立しております。当社グループは今後も国内、韓

国、中国、台湾、米国のみならず、その他海外向けの販売を強化する計画であるため、地域展開と共に

海外の子会社が増える可能性があります。したがって、顧客及び当社グループ子会社が存在する国また

は地域の政治的、経済的情勢及び政府当局が課す法的な規制の影響またはテロ、戦争、感染症、自然災

害その他の要因による社会的混乱により当社グループの事業、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可

能性があります。 

また、当社の連結子会社であるW-SCOPE KOREA Co., LTD.は、平成19年８月に韓国財政経済部(現、企

画財政部)より、リチウムイオン電池用隔離膜製造事業が韓国における租税特例制限法上の高度技術随

伴事業に該当し、同法施行令第116条の2の規定による租税減免の基準を満たしたという判断を受けて租

税減免決定を受けております。これによりW-SCOPE KOREA Co., LTD．は、利益を初めて計上した平成21

年12月期から５年間に渡り法人税の100%の減免を受け、その後平成26年12月期から２年間に渡り法人税

の50%の減免を受ける優遇税制の適用を受けています。但し、租税特例制限法の規定によりますと大韓

民国国民等が外国法人または外国企業の議決権のある株式または出資持分を直接または間接に10％以上

を所有し、その外国法人または外国企業が 租税減免を受けられる外国人投資を行う場合、大韓民国国

民等のその外国法人または外国企業に対する株式所有比率に対しては、租税減免対象になりません。 

 当連結会計年度末現在の韓国の法人税率は、２億ウォン以下分については10％、２億ウォン超過分に

ついては22%が適用されており、当連結会計年度末現在においてはW-SCOPO KOREA Co., LTD.は減免率に

よる減免を享受することになっています。しかし、租税特例制限法上の減免税額の追徴事由が発生した

場合、かかる優遇税制の適用期間の満了により当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可

能性があります。 

  

近２連結会計年度の販売地域別の売上高の内訳 

 
  

⑨カントリーリスクについて

台湾 韓国 中国 米国 日本 計

平成22年12月期(千円) 28,243 311,341 1,158,427 181,147 7,024 1,686,183

(構成比)(％) (1.7%) (18.5％) (68.7％) (10.7％) (0.4％) (100.0％)

平成23年12月期(千円) － 175,631 2,340,659 863,781 2,799 3,382,872

(構成比)(％) － (5.2％) (69.2) (25.5％) (0.1％) (100.0％)



  

当社グループはアジア及び米国等の諸外国において主に事業展開しております。海外の国・地域にお

いては商習慣の違いにより取引先との関係構築においても予想し得ないリスク等、予測不可能な事態が

生じる可能性があります。当社グループでは、与信管理規程等各種規程を厳格に運用し、与信審査を十

分に行い、特に中国市場におきましては、一部は商社を経由して販売し、また一部は前受金決済でのビ

ジネスにより、売上債権等の未回収リスクの低減を図っております。しかし、予期しない事態により、

取引先が不測の債務不履行等に陥り、当社グループが有する債権の回収が困難となる場合には、当社グ

ループの業績等が悪影響を受ける可能性があります。 

当社グループ製品は、連結子会社W-SCOPE KOREA CO.,LTD.で生産され、世界各国で販売活動に取り組

んでいることから、当社グループが事業活動を行う地域の市場為替レートの変動に関するリスクを有し

ております。また子会社の外貨建ての利益、費用、資産及び負債の評価は為替レートの変動により影響

を受けております。 

 事業活動において為替変動リスクを完全に排除することは困難でありますので、今後著しい為替変動

があった場合には、当社グループの事業、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

当社グループは、上場時に行った公募増資による調達資金の使途については、新規生産ラインへの投

資を計画しております。さらに今後も継続して設備投資を行い、ラインの増設を図って行く予定であり

ます。投資の決定に関しましては、慎重に顧客の製品需要、市場動向や投資回収について検討して決定

しております。しかしながら、市場環境の急速な変化や、設備の立ち上げの遅延等により、投資決定時

に比べ投資回収期間が長期化することで当社グループの事業、経営成績及び財政状態に影響を与える可

能性があります。同様に、当社が予定通りの増産計画が達成できなかった場合には、顧客の供給量に関

する要求にこたえることができないなどの理由により、当社グループ製品の購入を減少させ又は中止さ

せることで、当社グループの事業、経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。 

当社グループは製品を開発、製造し、製品についての顧客サポート及びマーケティングを行うため、

これらの分野における経験を有する専門性の高い研究者及び装置の開発に熟知している技術者を中心に

採用及び確保しなければなりません。 

 また、連結子会社W-SCOPE KOREA CO.,LTD.においては製造ラインに多数の人員採用が必要であります

が、韓国においては、人材のソウルへの一極集中や、製造ラインに従事する人材が比較的高い離職率傾

向にあることにより、人材の安定採用に課題があります。 

 当社グループにおいても、主要な人材を採用及び確保できない場合、当社グループの事業運営が混乱

し、当社グループの事業、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

当社グループの取締役はそれぞれ、経営、技術開発、マーケティング、営業戦略、製造戦略等当社グ

ループの業務に関して専門的な知識・技術を有し重要な役割を果たしています。これらの者が当社を退

職した場合や、病気等の事情で業務遂行が困難となった場合、後任者の選任に関し深刻な問題に直面す

る可能性があり、当社グループの事業展開及び経営成績に重要な影響が生じる可能性があります。 

⑩販売先が海外に集中しており、与信管理や取引先管理が十分に行われないリスク

⑪為替変動の影響について

⑫設備投資にかかるリスク

⑬人材の確保と定着に関するリスク

⑭特定の人物への依存について



  

当社グループが事業を行っている国及び地域では、投資に関する許認可や輸出入規制のほか、商取

引、独占禁止、製造物責任、環境、労務、特許、租税、為替等の各種関係法令の適用を受けています。

当社グループは、こうした法令及び規制を遵守し公正な企業活動に努めておりますが、万一当社グルー

プに適用される規制に反することにより、当社グループに制裁金が課されたり、一定の事業活動が強制

的に停止させられたりする場合や法令・規制違反を理由とする訴訟や法的手続きにおいて、当社グルー

プにとって不利な結果が生じた場合、当社グループの事業、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能

性があります。 

当社は当連結会計年度末現在、取締役５名、監査役１名、社外監査役２名、従業員５名の小規模組織

であり内部管理体制も現在の組織規模に応じたものとなっております。当社は、今後の事業の拡大に伴

い人員の増強、内部管理体制の一層の充実に努める方針でありますが、当社が必要な人員が確保できな

い場合や内部管理体制の充実に適切かつ充分な対応ができない場合、当社の業務遂行及び事業拡大に影

響を及ぼす可能性があります。 

当社グループが事業を行っている国及び地域では、地震、台風等の自然災害の影響を受ける可能性が

あります。同様に火災等の事故災害が発生した場合、当社グループの拠点の設備等に大きな被害を受

け、その一部または全部の操業が中断し、生産及び出荷が遅延する可能性があります。また、損害を被

った設備等の修復のために多額の費用が発生し、結果として、当社グループの事業、経営成績及び財政

状態に重大な影響を及ぼす可能性があります。 

 当社グループでは平成21年12月に連結子会社W-SCOPE KOREA CO.,LTD.の第１号生産ラインの火災発生

により、操業停止並びに製品焼失、原材料焼失による損害を被りました。 

 当社グループは、生産設備において生じうる一定の損失を補償するために、当社グループの財産に対

する損害及び製造の中断をカバーするための保険に加入していますが、かかる保険は生じうる全ての損

失や費用をカバーできない可能性があります。そのため自然災害、操業上の事故等により当社グループ

の制御できない事象により大きな損失を被った場合、当社グループの事業、経営成績及び財政状態に影

響を及ぼす可能性があります。 

当社は、創業して間もないことから設立以来、配当を実施しておらず、配当可能な状況にありませ

ん。また、当社は、製品製造を開始してから日も浅く、今後も継続して設備投資を実施して行く必要が

あることから、当面は必要な内部留保を確保しつつ、配当は実施せず、設備投資の継続に備えて資金の

確保を優先する方針であります。しかしながら、株主に対する利益の還元を経営の 重要課題として認

識しており、経営成績及び財政状態を勘案しつつ、株主への安定的な配当を検討する所存であります。

当連結会計年度末現在における投資事業会社、ベンチャーキャピタル等(以下、「VC等」という。)は

当社株式総数の32.2％を保有しております(潜在株式を含む)。一般的に、VC等による当社株式の所有目

的は、株式公開後に当社株式を売却してキャピタルゲインを得ることであることから、VC等は今後、所

有する株式の全部または一部を売却することが想定されます。 

 なお当該株式売却により、短期的に需給バランスの悪化が生じる可能性があり、当社株式の市場価格

に影響を及ぼす可能性があります。 

⑮法的規制等に関するリスク

⑯小規模組織に関するリスク

⑰自然災害、操業上の事故に関するリスク

⑱配当政策について

⑲ベンチャーキャピタルの持株比率について



当社は、新株予約権方式によるストック・オプション制度を採用しており、当連結会計年度末現在に

おける潜在株式数は762,500株で、発行済株式総数14,171,600株に対する割合は、5.4％となります。当

社は、当該制度が役員や従業員等の業績向上に対する意欲を持たせることを目的とした有効な制度であ

ると認識しており、今後もストック・オプションの発行を実施する可能性があります。従いまして、当

該新株予約権が行使された場合及び新たに発行・行使された場合には当社の株式価値は希薄化すること

になります。 

  

該当事項はありません。 

  

 当社及び当社の関係会社は、当社と連結子会社２社(W-SCOPE KOREA CO.,LTD.、W-SCOPE HONGKONG 

  CO.,LIMITED)の合計３社(以下、「当社グループ」)で構成されております。当社グループはリチウム 

  イオン二次電池用セパレータの製造・販売を主たる事業とし、日本、韓国、中国、台湾及び北米に 

  拠点を置く、リチウムイオン二次電池メーカーを主要な顧客としております。 

 当社グループの事業の系統図は、次のとおりであります。 

  

 

⑳ストック・オプションについて

（５）継続企業の前提に関する重要事象等

２．企業集団の状況



当社グループは、経営の基本方針として、世界 高の品質と性能を有するメンブレンフィルム(注）を

供給するメーカーとして認められることを掲げております。メンブレンフィルムは、用途によって常用な

物質の通路にもなり、また不純物を濾過してユーザーの望む物質のみを通過させたりもすることが可能な

製品です。当社グループの使命として、メンブレンフィルムのように世の中と疎通する通路を提供し、時

には自ら汚染されたものを濾過する機能を果たすことによって人類の発展に寄与し、地球環境を自然の状

態に維持することへの貢献が出来る企業となることを目指しております。 

（注）メンブレンフィルム：ポリエチレン。セルロース等を用いた高分子多孔質膜。セパレータはメンブレンフィル

ムの一種 

  

当社グループは、成長性と収益性を兼ね備えた事業を追求していく事を目標としております。具体的に

は営業利益率と、営業利益率の成長性であります。また、キャッシュ・フローを意識した経営を行い、本

業の営業活動より得たキャッシュ・フローを設備投資のみならず、技術的優位性を担保する研究開発等に

投下し、さらに将来のキャッシュ・フローにつなげることにより、企業価値増大を目指していきたいと考

えております。 

  

当社グループは、当社グループは、独立系セパレータメーカーとして、今後ますます増大するセパレー

タ需要に対しての供給責任を果たすべく、積極的な設備投資により高性能製品の安定供給体制の構築をお

こなうことで、新興バッテリーメーカーを含む幅広い顧客層の開拓を行ってまいります。また、事業環境

の変化にも即座に対応できるような強い企業体質をもつ組織、開発能力を構築し、厳しい環境の中でも事

業を拡大させていく企業となることを経営戦略としております。 

なお将来的にリチウムイオン二次電池用セパレータ市場で世界シェア1位を達成する事を中期的なビジ

ョンとして掲げております。 

３．経営方針

（１）会社の経営の基本方針

（２）目標とする経営指標

（３）中長期的な会社の経営戦略



  

当社グループでは、当期までに販売実績をあげた顧客に対しての製品の安定供給化、製品の承認を頂い

ている顧客への販売量の確保、さらに市場からの高性能・高品質化の要求を受けて、新製品の開発を行っ

ていく必要性があり、今後当社グループでは、以下の点を重要課題として取り組んでまいります。 

当社グループは、リチウムイオン二次電池用セパレータ製造技術における幅広い専門知識と経験を有

する優秀な技術者を育成することが中長期的な視点に立った当社グループ戦略のために必要不可欠と考

えております。そのため、中途採用による即戦力の確保だけでなく、海外を含めた新卒者の採用にも積

極的に取り組んでおります。今後はストック・オプション制度等をはじめとするインセンティブ制度の

充実による社員のモチベーションの維持・向上及び研修制度の確立並びにOJTによる教育制度の強化に

取り組んでまいります。 

当社グループはリチウムイオン二次電池用セパレータを製造し、アジア及び米国を拠点としている顧

客を対象として販売活動を行っております。今後は、新規にリチウムイオン二次電池を製造している新

規顧客の拡大に努め、営業活動を強化してまいります。 

当社グループは、今後の製品需要の急激な増加を見込んでおり、製造設備投資、研究開発投資及び運

転資金の増大に対応した資金調達は重要な課題であると認識しており、今後も一層の財務基盤の充実強

化を図ってまいります。 

なお、資金調達の方針としましては、原則として製造設備投資、研究開発投資資金は株式市場からの

調達を中心とし、運転資金は金融機関からの長・短期借入を中心に調達してまいります。 

当社グループがリチウムイオン二次電池用セパレータを供給するリチウムイオン二次電池業界は先進

国を中心とするクリーンエネルギーへの政策誘導による電気自動車市場の立ち上り等により、リチウム

イオン二次電池の需要が増加しており、成長を持続するものと予測されます。 

 そのような需要の拡大に対して、従来に比べより自立性の高い経営を実現するため、多様な手段によ

り調達した資金によって、市場の拡大に合わせてタイムリーな設備投資を行い、生産能力の強化を図っ

ていく必要があります。 

具体的には、今後も生産拠点である韓国において、顧客の需要拡大にタイムリーに対応しながら生産

能力の拡大を図ってまいります。 

  

該当事項はありません。 

（４）会社の対処すべき課題

①人材確保及び社員教育

②新規顧客の拡大

③資金調達

④生産体制の強化

（５）その他、会社の経営上重要な事項



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22年12月31日)

当連結会計年度
(平成23年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,544,325 4,961,468

受取手形及び売掛金 176,205 378,663

商品及び製品 71,108 251,331

原材料及び貯蔵品 99,932 107,824

その他 44,336 50,102

流動資産合計 1,935,907 5,749,390

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 ※１ 566,324 ※１ 702,766

減価償却累計額 △75,302 △96,379

建物及び構築物（純額） ※１ 491,022 ※１ 606,387

機械装置及び運搬具 ※１ 1,122,868 ※１ 2,719,020

減価償却累計額 △573,276 △826,945

機械装置及び運搬具（純額） ※１ 549,591 ※１ 1,892,074

建設仮勘定 1,357,719 108,002

その他 51,884 71,993

減価償却累計額 △26,134 △31,528

その他（純額） 25,749 40,465

有形固定資産合計 2,424,083 2,646,929

無形固定資産

その他 8,335 18,505

無形固定資産合計 8,335 18,505

投資その他の資産

投資有価証券 716 673

繰延税金資産 － 28,381

その他 4,389 10,603

投資その他の資産合計 5,105 39,658

固定資産合計 2,437,524 2,705,093

資産合計 4,373,432 8,454,484



(単位：千円)

前連結会計年度
(平成22年12月31日)

当連結会計年度
(平成23年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 45,660 34,975

短期借入金 ※１ 250,600 100,000

1年内返済予定の長期借入金 ※１ 207,042 ※１ 388,517

未払法人税等 2,059 42,998

繰延税金負債 － 16,256

その他 218,136 121,436

流動負債合計 723,498 704,183

固定負債

長期借入金 ※１ 920,648 ※１ 570,426

退職給付引当金 12,546 5,892

繰延税金負債 － 378

その他 26,973 34,423

固定負債合計 960,168 611,121

負債合計 1,683,666 1,315,305

純資産の部

株主資本

資本金 2,390,880 4,119,445

資本剰余金 2,336,880 4,065,445

利益剰余金 △1,740,593 △535,363

株主資本合計 2,987,166 7,649,526

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定 △297,400 △510,347

その他の包括利益累計額合計 △297,400 △510,347

純資産合計 2,689,765 7,139,178

負債純資産合計 4,373,432 8,454,484



（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書

 連結損益計算書

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成22年１月１日
至 平成22年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年１月１日
至 平成23年12月31日)

売上高 1,686,183 3,382,872

売上原価 1,169,941 1,596,368

売上総利益 516,241 1,786,503

販売費及び一般管理費 307,197 477,356

営業利益 209,044 1,309,147

営業外収益

受取利息 18,855 14,286

作業くず売却益 4,898 14,181

債務償却益 － 4,593

その他 6,203 8,666

営業外収益合計 29,957 41,727

営業外費用

支払利息 37,854 55,819

為替差損 69,013 28,850

株式交付費 － 17,489

株式公開費用 － 15,556

その他 7,228 538

営業外費用合計 114,096 118,254

経常利益 124,905 1,232,620

特別利益

保険差益 23,400 －

受取損害賠償金 106,800 －

その他 940 －

特別利益合計 131,140 －

税金等調整前当期純利益 256,046 1,232,620

法人税、住民税及び事業税 950 41,345

法人税等調整額 － △13,955

法人税等合計 950 27,390

少数株主損益調整前当期純利益 － 1,205,229

当期純利益 255,096 1,205,229



 連結包括利益計算書

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成22年１月１日
至 平成22年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年１月１日
至 平成23年12月31日)

少数株主損益調整前当期純利益 － 1,205,229

その他の包括利益

為替換算調整勘定 － △212,946

その他の包括利益合計 － ※２ △212,946

包括利益 － ※１ 992,282

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 － 992,282

少数株主に係る包括利益 － －



（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22年１月１日
至 平成22年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年１月１日
至 平成23年12月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 1,691,492 2,390,880

当期変動額

新株の発行 699,387 1,728,565

当期変動額合計 699,387 1,728,565

当期末残高 2,390,880 4,119,445

資本剰余金

前期末残高 1,637,492 2,336,880

当期変動額

新株の発行 699,387 1,728,565

当期変動額合計 699,387 1,728,565

当期末残高 2,336,880 4,065,445

利益剰余金

前期末残高 △1,995,690 △1,740,593

当期変動額

当期純利益 255,096 1,205,229

当期変動額合計 255,096 1,205,229

当期末残高 △1,740,593 △535,363

株主資本合計

前期末残高 1,333,294 2,987,166

当期変動額

新株の発行 1,398,775 3,457,130

当期純利益 255,096 1,205,229

当期変動額合計 1,653,871 4,662,359

当期末残高 2,987,166 7,649,526

その他の包括利益累計額

繰延ヘッジ損益

前期末残高 △5,837 －

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

5,837 －

当期変動額合計 5,837 －

当期末残高 － －

為替換算調整勘定

前期末残高 △166,925 △297,400

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△130,474 △212,946

当期変動額合計 △130,474 △212,946

当期末残高 △297,400 △510,347



(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成22年１月１日
至 平成22年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年１月１日
至 平成23年12月31日)

その他の包括利益累計額合計

前期末残高 △172,762 △297,400

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△124,637 △212,946

当期変動額合計 △124,637 △212,946

当期末残高 △297,400 △510,347

純資産合計

前期末残高 1,160,531 2,689,765

当期変動額

新株の発行 1,398,775 3,457,130

当期純利益 255,096 1,205,229

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △124,637 △212,946

当期変動額合計 1,529,234 4,449,412

当期末残高 2,689,765 7,139,178



（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22年１月１日
至 平成22年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年１月１日
至 平成23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 256,046 1,232,620

減価償却費 218,780 350,735

受取利息及び受取配当金 △18,855 △14,286

支払利息 37,854 55,819

株式交付費 － 17,489

保険差益 △23,400 －

受取損害賠償金 △106,800 －

為替差損益（△は益） 64,146 71,388

売上債権の増減額（△は増加） △54,811 △223,778

たな卸資産の増減額（△は増加） △64,244 △218,852

仕入債務の増減額（△は減少） 16,687 △18,393

未払金の増減額（△は減少） 179,809 △136,159

その他 16,724 31,069

小計 521,936 1,147,650

利息及び配当金の受取額 18,855 14,093

利息の支払額 △36,929 △54,965

法人税等の支払額 △950 △2,218

保険金の受取額 25,835 －

損害賠償金の受取額 106,800 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 635,548 1,104,560

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △2,107,056 △733,867

その他 △1,665 △21,856

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,108,722 △755,724

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） 228,300 △151,650

長期借入れによる収入 1,071,693 －

長期借入金の返済による支出 △182,640 △150,990

株式の発行による収入 1,392,480 3,452,430

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,509,834 3,149,789

現金及び現金同等物に係る換算差額 △58,056 △81,483

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 978,603 3,417,142

現金及び現金同等物の期首残高 565,722 1,544,325

現金及び現金同等物の期末残高 1,544,325 4,961,468



該当事項はありません。 

  

（５）継続企業の前提に関する注記

（６）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22年１月１日
至  平成22年12月31日)

当連結会計年度
(自  平成23年１月１日
至  平成23年12月31日)

１  連結の範囲に関する事項 全ての子会社を連結しております。 

 連結子会社の数  １社 

 連結子会社の名称 

 W-SCOPE KOREA CO.,LTD. 

 全ての子会社を連結しております。

  連結子会社の数    ２社

 連結子会社の名称  

  W-SCOPE KOREA CO.,LTD.

  W-SCOPE HONGKONG CO.,LIMITED

  当期より、新たに設立したW-SCOPE 

  HONGKONG CO.,LIMITEDを連結の範囲に 

  含めております。

２  持分法の適用に関する事

項

該当事項はありません。 

  

 

同左

３  連結子会社の事業年度等

に関する事項

連結子会社の決算日は、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を採用

しております。

①  有価証券

その他有価証券

時価のないもの

同左

②  たな卸資産

製品・原材料・貯蔵品

 在外連結子会社は、総平均法に

よる原価法(貸借対照表価額は収

益性の低下による簿価切下げの方

法により算定)を採用しておりま

す。

②  たな卸資産

製品・原材料・貯蔵品

同左

(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

当社は定率法を、また、在外連

結子会社は定額法を採用しており

ます。

なお、主な耐用年数は次のとお

りであります。

建物及び構築物      ５年～30年

機械装置及び運搬具  ５年～10年

①  有形固定資産

同左

②  無形固定資産

当社は、自社利用のソフトウェ

アについて、社内における利用可

能期間(５年)に基づく定額法を採

用しております。

在外連結子会社は、以下の耐用

年数に基づく定額法を採用してお

ります。

特許権          10年

商標権          ５年

ソフトウェア    ５年

②  無形固定資産

同左



  

 
  

項目
前連結会計年度

(自  平成22年１月１日
至  平成22年12月31日)

当連結会計年度
(自  平成23年１月１日
至  平成23年12月31日)

(3) 繰延資産の処理方法 株式交付費 

 支出時に全額費用として処理してお

ります。

株式交付費

同左

(4) 重要な引当金の計上基

準

①  貸倒引当金

在外連結子会社において、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  退職給付引当金

在外連結子会社において、従業員

の退職給付に備えるため、当連結会

計年度末における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づき計上して

おります。

②  退職給付引当金

同左

(5) 連結財務諸表の作成の

基礎となった連結会社

の財務諸表の作成に当

たって採用した重要な

外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算基

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、在外連結子会社等の資産及

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

算差額は純資産の部における為替換算

調整勘定に含めております。

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

内に満期日または償還日の到来する

短期投資からなっております。

(7) その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

 消費税及び地方消費税の会計処理 

税抜方式によっております。

消費税及び地方消費税の会計処理

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。 

 

―――――――――

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ヶ月以内に満期日

または償還日の到来する短期投資から

なっております。

―――――――――



  

 
  

 

  

（７）表示方法の変更

前連結会計年度
(自  平成22年１月１日
至  平成22年12月31日)

当連結会計年度
(自  平成23年１月１日
至  平成23年12月31日)

（連結損益計算書）

前連結会計年度において独立掲記しておりました「原

材料受贈益」(当連結会計年度1,756千円)は、金額が僅

少となったため、当連結会計年度においては営業外収益

の「その他」に含めて表示しております。

─────────

─────────

(連結損益計算書)

１ 当連結会計年度より、「連結財務諸表に関する会

計基準」（企業会計基準第22号  平成20年12月26

日）に基づき、財務諸表等規則等の一部を改正する

内閣府令（平成21年３月24日  内閣府令第５号）を

適用し、「少数株主損益調整前当期純利益」の科目

で表示しております。

２ 前連結会計年度において営業外費用の「その他」

に含めて表示しておりました株式交付費（前連結会

計年度6,294千円)は、営業外費用の総額の100分の

10を超えることとなったため、当連結会計年度にお

いては区分掲記することといたしました。

（８）追加情報

前連結会計年度
(自  平成21年４月１日
至  平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日)

――――――――― 当連結会計年度より、「包括利益の表示に関する会計

基準」(企業会計基準第25号  平成22年６月30日)を適用

しております。ただし、「その他の包括利益累計額」及

び「その他の包括利益累計額合計」の前連結会計年度の

金額は、「評価・換算差額等」及び「評価・換算差額等

合計」の金額を記載しております。

（９）連結財務諸表に関する注記事項

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度 
(平成22年12月31日)

当連結会計年度 
(平成23年12月31日)

 

※１ （担保資産）

担保に供している資産は次のとおりであります。

建物 435,498千円

機械装置 544,416千円

  計 979,914千円

※１ （担保資産）

担保に供している資産は次のとおりであります。

建物 537,130千円

機械装置 1,887,789千円

 計
2,424,919千円

担保付債務は次のとおりであります。

短期借入金 214,800千円

１年内返済予定の 
長期借入金

207,042千円

長期借入金 920,648千円

  計 1,342,491千円
 

担保付債務は次のとおりであります。

１年内返済予定の
長期借入金

388,517千円

長期借入金 570,426千円

 計 958,944千円



  

当連結会計年度(自  平成23年１月１日  至  平成23年12月31日) 

※１ 当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益 

 
※２ 当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益 

 
  

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

１  発行済株式に関する事項 

 
(注)  普通株式の発行済株式数の増加3,670株は、第三者割当による新株の発行による増加であります。 

  

２  自己株式に関する事項 

該当事項はありません。 

  

３  新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

  

４  配当に関する事項 

該当事項はありません。 

  

当連結会計年度(自  平成23年１月１日  至  平成23年12月31日） 

１  発行済株式に関する事項 

 
(注)  普通株式の発行済株式数の増加14,146,263株は、株式分割による増加12,643,163株、新株発行による増加

1,503,100株です。 

  

２  自己株式に関する事項 

該当事項はありません。 

  

３  新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

(連結包括利益計算書関係)

親会社株主に係る包括利益 130,459千円

少数株主に係る包括利益 - 千円

計 130,459千円

為替換算調整勘定 △130,474千円

繰延ヘッジ損益 5,837千円

計 △124,637千円

(連結株主資本等変動計算書関係)

株式の種類
前連結会計年度末 

(株)
増加(株) 減少(株)

当連結会計年度末
(株)

普通株式 21,667 3,670 ― 25,337

株式の種類
前連結会計年度末 

(株)
増加(株) 減少(株)

当連結会計年度末
(株)

普通株式 25,337 14,146,263 ―
14,171,600

 



  

４  配当に関する事項 

該当事項はありません。 

  

 
  

(税効果会計関係)

前連結会計年度 
(平成22年12月31日)

当連結会計年度 
(平成23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

（繰延税金資産）   

為替差損 32,772千円

減価償却超過額 68,453千円

繰越欠損金 241,661千円

繰越税額控除 185,285千円

その他 2,266千円

繰延税金資産小計 530,439千円

評価性引当額 △530,439千円

繰延税金資産合計 ―千円

 

 

１  繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

（繰延税金資産）   

為替差損 10,114千円

減価償却超過額 55,223千円

繰越欠損金 255,930千円

退職給付引当金 982千円

その他 5,273千円

繰延税金資産小計 327,523千円

評価性引当額 △299,142千円

繰延税金資産合計 28,381千円

（繰延税金負債）   

在外子会社の留保利益 △16,256千円

その他 △378千円

繰延税金負債合計 △16,635千円

 

２  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.6％

（調整）

交際費等永久に損金算入されない項目 0.7

繰越税額控除額の増減 53.1

住民税均等割等 0.4

評価性引当額の増減 △66.9

連結子会社の税率差異 △27.3

その他 △0.2

税効果会計適用後の法人税等の負担率 0.4％

   

  

 

  

 

―――――――――

 

２  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.6％

（調整）

交際費等永久に損金算入されない項目 0.1

繰越税額控除の増減 15.1

住民税均等割 0.1

評価性引当額の増減 △18.5

連結子会社の税率差異 △14.9

在外子会社の特別減税 △24.0

在外子会社の留保利益 1.3

税率変更による期末繰延税金資産の    
減額修正

2.9

その他 △0.6 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 2.2％

  

３．連結決算日後の法人税等の税率の変更
平成23年12月２日に「経済社会の構造の変化に対応

した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正
する法律」(平成23年法律第114号)及び「東日本大震
災からの復興のための施策を実施するために必要な財
源の確保に関する特別措置法」(平成23年法律第117号
が公布され、平成24年４月１日以降に開始する事業年
度から法人税率が変更されることとなりました。これ
に伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用
される法定実効税率は、一時差異等に係る解消時期に
応じて以下の通りとなります。

平成24年12月31日まで 40.6%

平成25年１月１日から平成27年12月31日 38.0%

平成28年１月１日以降 35.6%

なお、この変更による、繰延税金資産、法人税等に

与える影響はありません。



（セグメント情報等） 

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

当社及び連結子会社は、リチウムイオン二次電池用セパレータ事業の単一セグメントであります。

従いまして、開示対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。 

  

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

 
(注) １  国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２  本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

    アジア………韓国 

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はありません。 

４  資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は314,202千円であり、その内容は親会社での余

資運用資金等です。 

  

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

 
(注) １  国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２  本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

  (1) アジア………韓国、台湾、中国 

  (2) 北米…………アメリカ合衆国 

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。 

  

【事業の種類別セグメント情報】

【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  売上高及び営業損益

    売上高

  (1) 外部顧客に 
      対する売上高

116,783 1,569,400 1,686,183 ― 1,686,183

  (2) セグメント間の内部 
      売上高又は振替高

― 102,530 102,530 (102,530) ―

計 116,783 1,671,930 1,788,713 (102,530) 1,686,183

    営業費用 233,475 1,344,556 1,578,032 (100,892) 1,477,139

    営業利益 
    又は営業損失(△)

△116,692 327,373 210,681 (1,637) 209,044

Ⅱ  資産 358,549 4,029,780 4,388,330 (14,897) 4,373,432

【海外売上高】

アジア 北米 計

Ⅰ  海外売上高(千円) 1,498,011 181,147 1,679,159

Ⅱ  連結売上高(千円) ― ― 1,686,183

Ⅲ  連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％)

88.8 10.7 99.6



  

１ 報告セグメントの概要 

   ・ 前連結会計年度（自平成22年１月１日 至平成22年12月31日） 

当社及び連結子会社は、リチウムイオン二次電池用セパレータ事業の単一セグメントであります。

従いまして、開示対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。 

  

   ・ 当連結会計年度（自平成23年１月１日 至平成23年12月31日） 

当社及び連結子会社は、リチウムイオン二次電池用セパレータ事業の単一セグメントであります。

従いまして、開示対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。 

  

 当連結会計年度より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号  平成21年３
月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20号 平
成20年３月21日)を適用しております。 

  

  

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

１  製品及びサービスごとの情報 

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 

２  地域ごとの情報 

(1) 売上高 

 
  

(2) 有形固定資産 

 
  

３  主要な顧客ごとの情報 

 
  

【セグメント情報】

(追加情報)

【関連情報】

(単位：千円)

日本 アジア 北米 合計

7,024 1,498,011 181,147 1,686,183

(単位：千円)

日本 アジア 合計

3,136 2,420,946 2,424,083

(単位：千円)

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

SAMT Hong Kong  
Company Limited

1,075,422 リチウムイオン二次電池用セパレータ

A123 Systems, Inc. 181,147 リチウムイオン二次電池用セパレータ

KOKAM Co.,Ltd． 176,229 リチウムイオン二次電池用セパレータ



  
当連結会計年度(自  平成23年１月１日  至  平成23年12月31日) 

①  製品及びサービスごとの情報 

単一の製品、サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記

載を省略しております。 

② 地域ごとの情報 

(1) 売上高 

 
（注）売上高は顧客の所在地を基礎として国又は地域に分類しております。 

  

  

(2) 有形固定資産 

 
  

(単位：千円)

日本 アジア 北米 合計

2,799 2,516,291 863,781 3,382,872

(単位：千円)

日本 アジア 合計

3,148 2,643,781 2,646,929



  
３  主要な顧客ごとの情報 

 
  

    当連結会計年度（自平成23年１月１日 至平成23年12月31日） 

 該当事項はありません。 

  

   当連結会計年度（自平成23年１月１日 至平成23年12月31日） 

 該当事項はありません。 

  

   当連結会計年度（自平成23年１月１日 至平成23年12月31日） 

 該当事項はありません。 

  

(単位：千円)

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

 東莞市旭冉電子有限公司 1,476,334 リチウムイオン二次電池用セパレータ

A123 Systems, Inc. 788,657 リチウムイオン二次電池用セパレータ

良基佛業科技貿易有限公司 349,038 リチウムイオン二次電池用セパレータ

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】



  

 
(注)  算定上の基礎 

１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 

  

 
  

該当事項はありません。 

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成22年１月１日
至 平成22年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年１月１日
至 平成23年12月31日)

  １株当たり純資産額         106,159円60銭
 １株当たり当期純利益金額      10,534円64銭
 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について
は、新株予約権の残高がありますが、当社株式は非上場
であり、期中平均株価が把握できないため、記載してお
りません。  

１株当たり純資産額         503円76銭
１株当たり当期純利益金額       94円61銭
潜在株式調整後１株当たり当期純利益 91円75銭
当社は平成23年12月16日に東京証券取引所マザーズ市

場に上場しているため、当連結会計年度の潜在株式調整
後１株あたり当期純利益金額は、新規上場日から当連結
会計年度末までの平均株価を期中平均株価とみなして算
定しております。

当社は、平成23年８月31日付で株式１株につき500株の
割合をもって株式分割を行っております。
なお、当該株式分割が前期首に行われていたと仮定し

た場合の前連結会計年度における１株当たり情報につい
ては、以下の通りとなります。
１株当たり純資産額         212円31銭
１株当たり当期純利益金額       21円06銭

項目

前連結会計年度
(自 平成22年１月１日
至 平成22年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年１月１日
至 平成23年12月31日)

連結損益計算書上の当期純利益(千円) 255,096 1,205,229

普通株式に係る当期純利益(千円) 255,096 1,205,229

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式の期中平均株式数（株） 24,215 12,738,507

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定に用い
られた当期純利益調整額の主要な内訳（千円）

― ―

当期純利益調整額(千円) ― ―

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定に用い
られた普通株式増加数の主要な内訳（株）

  新株予約権 ― 397,152

普通株式増加数（株） ― 397,152

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
当期純利益金額の算定に含まれなかった潜在株式の概要

新株予約権３種類（新株
予約権の目的となる株式
の数1,000株）

―

(重要な後発事象)



５．個別財務諸表

(1) 貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(平成22年12月31日)

当事業年度
(平成23年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 314,202 3,684,584

売掛金 4,002 －

前払費用 3,614 5,144

立替金 166,096 157,058

その他 12,575 15,146

流動資産合計 500,491 3,861,934

固定資産

有形固定資産

建物 800 800

減価償却累計額 △179 △283

建物（純額） 620 516

工具、器具及び備品 6,910 7,510

減価償却累計額 △4,394 △4,878

工具、器具及び備品（純額） 2,516 2,631

有形固定資産合計 3,136 3,148

無形固定資産

ソフトウエア 1,124 4,296

無形固定資産合計 1,124 4,296

投資その他の資産

関係会社株式 3,543,724 3,543,724

関係会社長期貸付金 167,000 167,000

その他 1,000 4,928

投資その他の資産合計 3,711,724 3,715,652

固定資産合計 3,715,984 3,723,096

資産合計 4,216,476 7,585,031

負債の部

流動負債

買掛金 3,601 －

短期借入金 － 100,000

未払金 2,967 21,346

未払費用 5,489 10,132

未払法人税等 2,059 6,890

前受金 427 －

預り金 2,148 931

流動負債合計 16,694 139,301

負債合計 16,694 139,301



(単位：千円)

前事業年度
(平成22年12月31日)

当事業年度
(平成23年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 2,390,880 4,119,445

資本剰余金

資本準備金 2,336,880 4,065,445

資本剰余金合計 2,336,880 4,065,445

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 △527,977 △739,159

利益剰余金合計 △527,977 △739,159

株主資本合計 4,199,782 7,445,730

純資産合計 4,199,782 7,445,730

負債純資産合計 4,216,476 7,585,031



(2) 損益計算書

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成22年１月１日
至 平成22年12月31日)

当事業年度
(自 平成23年１月１日
至 平成23年12月31日)

売上高

商品売上高 116,783 31,396

売上高合計 116,783 31,396

売上原価

商品期首たな卸高 － －

当期商品仕入高 101,599 27,896

合計 101,599 27,896

商品期末たな卸高 － －

売上原価合計 101,599 27,896

売上総利益 15,184 3,499

販売費及び一般管理費

販売費及び一般管理費 131,876 184,401

営業損失（△） △116,692 △180,901

営業外収益

受取利息 5,136 5,072

その他 49 －

営業外収益合計 5,185 5,072

営業外費用

為替差損 1,561 925

株式交付費 6,294 17,489

株式公開費用 － 15,556

その他 － 176

営業外費用合計 7,856 34,146

経常損失（△） △119,362 △209,976

税引前当期純損失（△） △119,362 △209,976

法人税、住民税及び事業税 950 1,205

法人税等合計 950 1,205

当期純損失（△） △120,312 △211,181



当連結会計年度における生産実績は、次のとおりであります。 

 
(注) １  当社及び連結子会社は、リチウムイオン二次電池用セパレータ事業の単一セグメントであるため、生産実績

は、セグメント情報に関連付けた記載を省略しております。 

２  金額は、製造原価によっております。 

３  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当社の製品は、販売先からの受注による受注生産ですが、生産から納入までの期間が極めて短いた

め、現実的には販売先からの月次あるいは四半期の購入計画情報を基に、過去の実績、生産能力を勘案

した見込生産的な生産形態を採っており、受注高及び受注残高を算出することが困難でありますので、

その記載を省略しております。 

  

当連結会計年度における販売実績は、次のとおりであります。 

 
(注) １  当社及び連結子会社は、リチウムイオン二次電池用セパレータ事業の単一セグメントであるため、販売実績

は、セグメント情報に関連付けた記載を省略しております。 

２  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 
  

 
３  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

６．その他

（１）生産、受注及び販売の状況

① 生産実績

事業部門の名称

当連結会計年度
(自  平成23年１月１日
至  平成23年12月31日)

生産高(千円) 前年同期比(％)

リチウムイオン二次電池用セパレータ 1,834,151 149.7

合計 1,834,151 149.7

② 受注実績

③ 販売実績

事業部門の名称

当連結会計年度
(自  平成23年１月１日
至  平成23年12月31日)

販売高(千円) 前年同期比(％)

リチウムイオン二次電池用セパレータ 3,382,872 200.6

合計 3,382,872 200.6

相手先

前連結会計年度
(自  平成22年１月１日
至  平成22年12月31日)

当連結会計年度
(自  平成23年１月１日
至  平成23年12月31日)

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

 東莞市旭冉電子有限公司 ― ― 1,476,334 43.6

A123 Systems, Inc. 181,147 10.7 788,657 23.3

良基佛業科技貿易有限公司 ― ― 349,038 10.3

SAMT Hong Kong  
Company Limited

1,075,422 63.8 ― ―

KOKAM Co.,Ltd． 176,229 10.5 ― ―



４  前連結会計年度の東莞市旭冉电子有限公司及び良基佛業科技貿易有限公司については、当該割合が100分の

10未満であるため記載を省略しております。 

５  当連結会計年度のSAMT Hong Kong Company Limited及びKOKAM Co.,Ltd．については、当該割合が100分の10

未満であるため記載を省略しております。 

  

設備投資の予想値                       

  

 
(注) １  上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

２  当社の事業はリチウムイオン二次電池用セパレータ事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載

はしておりません。 

（２）設備投資の実績値及び予想値

会社名
事業所名 
(所在地)

設備の内容
セグメント
の名称

投資予定額

資金調達方法 着手年月
完了予定 
年月

完成後
の増加
能力総額

(千円)

既支
払額 
(千円)

W-SCOPE 
KOREA 

CO.,LTD．  

本社   

(大韓民国

忠清北道清

原郡)

第３号生産
ライン

 ― 2,100,000 112,551 
自己資金
及び借入金 

平成23年 
11月 

平成24年 
３月 

生産量
約50％
増

W-SCOPE 
KOREA 

CO.,LTD．  

本社   

(大韓民国

忠清北道清

原郡)

第４号生産
ライン及び
第５号生産
ライン

 ― 5,500,000 ― 
自己資金及び
増資資金 

平成24年 
４月 

平成25年 
４月 

生産量
約70％
増


