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１．平成20年12月期第３四半期の連結業績（平成20年１月１日　～　平成20年９月30日）

(1）連結経営成績 （％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（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年12月期第３四半期 9,513 32.9 537 △19.9 221 △59.2 271 136.1

19年12月期第３四半期 7,156 70.1 671 － 543 － 114 －

19年12月期 10,645 62.8 1,041 209.1 936 112.3 533 －

１株当たり四半期
（当期）純利益

潜在株式調整後
１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭 円 銭

20年12月期第３四半期 4,703 17 4,693 58

19年12月期第３四半期 2,019 11 2,014 76

19年12月期 9,339 44 9,320 99

(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

20年12月期第３四半期 14,937 5,556 37.1 95,899 26

19年12月期第３四半期 16,169 4,984 30.8 87,509 42

19年12月期 14,678 5,222 35.3 89,842 80

(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

20年12月期第３四半期 1,270 △910 49 1,009

19年12月期第３四半期 △28 △2,067 2,119 440

19年12月期 944 △2,421 1,732 618

２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

19年12月期 －  0 00 －  2,500 00 2,500 00

20年12月期 －  0 00 －  －  

20年12月期（予想） －  －  －  2,500 00 2,500 00

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

 （％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 13,000 22.1 1,150 10.4 1,000 6.7 500 △6.2 8,659 51
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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

新規 －社  除外 －社  

 

(2）四半期連結財務諸表の作成基準　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　中間連結財務諸表作成基準

(3）最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無　　　　　　　　　　　　：　無

 

(4）会計監査人の関与　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　有

　四半期財務諸表については、東京証券取引所の「有価証券上場規程施行規則」の別添に定められている「四半期財

務諸表等に対する意見表明に係る基準」に基づく意見表明のための手続きを受けております。

５．個別業績の概要（平成20年１月１日　～　平成20年９月30日）

(1）個別経営成績 （％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（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年12月期第３四半期 9,141 32.5 541 △54.7 296 △70.5 177 △67.9

19年12月期第３四半期 6,900 78.9 1,195 568.9 1,004 735.6 553 618.2

19年12月期 10,321 85.2 843 39.1 605 △40.6 376 △12.1

１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭

20年12月期第３四半期 3,081 34

19年12月期第３四半期 9,722 76

19年12月期 6,602 78

(2）個別財政状態  

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

20年12月期第３四半期 18,275 6,591 36.0 113,819 80

19年12月期第３四半期 17,163 6,840 39.9 120,097 20

19年12月期 17,192 6,658 38.5 114,719 90

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

 （％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 13,000 26.0 500 △40.7 350 △42.2 150 △60.2 2,597 85

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含ん

でおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合がありますので、この業績予想に

全面的に依拠して投資等の判断を行うことは差し控えてください。
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【定性的情報・財務諸表等】

１．連結経営成績に関する定性的情報

　当第3四半期（9か月）のわが国経済は、エネルギー・原材料価格の高騰や円高・ドル安の進行など、企業収益を圧迫

する数々の要因が顕在化したことから、雇用環境の悪化、設備投資の鈍化や個人消費の不振など景気の減速傾向が一段

と鮮明になりました。一方、米国に目を転ずると、サブプライムローン問題から不透明感を増していた米国経済は、9月

のリーマン・ブラザースの経営破綻に伴い金融不安が一挙に表面化し、景気低迷の長期化・深刻化が強く懸念される状

況になりました。

　このような厳しい世界経済の環境下、携帯電話市場におきましては、引き続き新興国市場における市場拡大が続いて

いるものの、その一方で、金融危機に端を発した米国実体経済の低迷から欧米を中心に販売数量は鈍化し、結果として

携帯電話市場全体の成長にもマイナスの影響が避けられない状況となりました。

　世界の携帯電話機大手各社は、販売台数の成長トレンドの失速および販売価格の低迷をカバーするために利益率の高

い高級機種の積極投入に注力しているものの数量的には十分ではなく、景気減速の影響により急成長を続けてきた業績

に急ブレーキがかかる事態となりました。

 こうした情勢下における当社の業績につきましては、主力製品である携帯電話市場向けモータ応用電子部品における市

場悪化の影響を受け、振動モータの販売数量は減少しましたが、その一方、カメラ付き携帯電話向けオートフォーカス

用リニアモータにつきましては、大手メーカーからの受注数量が好調に推移し需要動向も堅調な状況が続いていること

から、振動モータの落ち込みをカバーし売上高全体の底上げに貢献しました。

　その結果、当第3四半期の売上高は95億13百万円と前年同期比＋ 32.9％の増収となりました。一方、売上原価は、原

材料費の高騰や生産拠点を置く中国における人件費上昇等の影響で75億28百万円（前年同期比＋45.6％）となり、原価

率は前年同期比＋6.9％上昇しました。販売費及び一般管理費におきましては、内部統制体制構築に伴う人件費増等によ

り14億47百万円（前年同期比＋10.0％）となりました。その結果、営業利益は5億37百万円と前年同期比△19.9％の減益

となりました。経常利益につきましては、業容拡大に伴う金融費用の負担増並びに夏場からの急激な円高進行による為

替評価損の発生等により営業外費用が増加したことから、2億21百万円（前年同期比△59.2％）と前年同期比大幅に減少

する結果となりました。当期純利益は、法人税額の調整等により2億71百万円（前年同期比＋136.1％）となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第3四半期末の総資産は、前期末比2億58百万円増加し149億37百万円となりました。流動資産は1億28百万円の増加

となりました。固定資産は、設備投資により有形固定資産が2億38百万円増加する一方、投資その他の資産が1億11百万

円減少したことにより、全体では2億58百万円の増加となりました。

　負債合計は、前期末比75百万円減少し93億80百万円となりました。有利子負債は設備投資に伴う長期借入金の増加等

により1億93百万円増加し75億円となりました。純資産は、前期末比3億34百万円増加し55億56百万円となり、当第3四半

期末の自己資本比率は37.1％となりました。

（キャッシュ・フローの状況）

　当第3四半期連結会計期間における現金及び現金同等物残高は10億9百万円となり、前期末比3億90百万円増加いたしま

した。

　＜営業活動によるキャッシュ・フロー＞

　営業活動によるキャッシュ・フローは、12億70百万円の収入となりました。これは、税金等調整前四半期純利益2億21

百万円に加え、減価償却費6億76百万円やその他資産の減少、その他負債の増加等がプラス面に寄与し、法人税の支払い

等を吸収したためであります。

　＜投資活動によるキャッシュ・フロー＞

　投資活動によるキャッシュ・フローは、9億10百万円の支出となりました。これは、設備投資等に関わる有形固定資産

の取得による支出9億14百万円が主な内容であります。

　＜財務活動によるキャッシュ・フロー＞

　財務活動によるキャッシュ・フローは、49百万円の増加となりました。これは、短期借入金の減少20億54百万円等は

あったものの、新たな設備資金の借入や社債の発行等を実施したことにより全体では微増の結果となりました。なお、

配当金の支払いは1億44百万円行っております。

 

３．業績予想に関する定性的情報

　当第3四半期の連結売上高は、世界の携帯電話出荷台数が減速するなか、カメラ付携帯電話向けオートフォーカス用リ

ニアモータが前年比好調に推移し売上全体の増加に寄与しましたが、一方、原価に目を転ずると、原材料価格の高騰や

中国における人件費の上昇等の要因により生産コストは増加する方向にあり、結果として利益率が低下する傾向を強め

ております。さらに米国発金融不安の台頭がもたらした急速な円高・ドル安の進行など当社の経営をめぐる環境は予断

を許さない状況にあります。

　こうした状況下、当社は主力製品であるオートフォーカス用リニアモータおよび振動モータにおいて他社との差別化

を図るとともに、全社的なコストダウンを強力に推進することにより収益力の一層の強化を図ってまいります。また、

既存事業に加え、次代を担う新規事業として、光学3倍ズームの早期製品化に向け研究開発を重ねております。
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　こうした戦略を着実に、かつスピード感をもって実行していくことにより業容の拡大を図っていくものであります。

　平成20年12月期の通期業績予想につきましては、第4四半期における携帯電話出荷台数の推移および為替動向等変動要

素の見通しを注視していく必要があるため、現時点での見直しは行わず、平成20年8月13日に開示しました通期業績予想

数値を据え置くことと致します。

＜業績予想の前提条件＞

上海子会社の親会社に対する債務（円建て）につきましては、事業計画策定時１元＝15.5円にて業績予想値を算出して

おりますが、為替レートが15.5円よりも円高人民元安となった場合には、債務の評価による為替差損が生じる可能性が

あります。 

 

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）

 該当事項はございません。
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５．四半期連結財務諸表

(1）四半期連結貸借対照表

  
前第3四半期連結会計期間末

（平成19年9月30日）
当第3四半期連結会計期間末

（平成20年9月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年12月31日）

区分

注記

番号
金額（千円）

構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

１．現金及び預金  559,995  1,026,934  618,692  

２．受取手形及び売掛金 ※2 3,353,068  2,637,359  3,102,420  

３．たな卸資産  1,703,856  1,523,679  1,530,196  

４．未収還付消費税等  104,384  99,590  137,520  

５．未収法人税等  －  86,380  －  

６．繰延税金資産  350,356  316,406  188,616  

７．その他  181,406  210,478  211,034  

貸倒引当金  △26,906  △27,476  △43,401  

流動資産合計  6,226,161 38.5 5,873,351 39.3 5,745,079 39.1

Ⅱ　固定資産        

１．有形固定資産        

(1）建物及び構築物 ※1 1,639,290  1,606,565  1,631,573  

(2）機械装置及び運搬具 ※1 4,232,726  4,249,298  4,244,483  

(3）工具器具及び備品 ※1 344,428  362,721  314,614  

(4）土地  186,723  186,723  186,723  

(5）建設仮勘定  1,152,816  1,349,821  1,139,388  

有形固定資産合計  7,555,984 46.7 7,755,130 51.9 7,516,783 51.2

２．無形固定資産        

その他の無形固定資産  189,423  202,203  198,653  

無形固定資産合計  189,423 1.2 202,203 1.4 198,653 1.4

３．投資その他の資産        

(1）投資有価証券  498,637  338,122  482,225  

(2）繰延税金資産  4,978  101,496  31,811  

(3）差入保証金  332,300  330,000  332,300  

(4）その他  1,362,511  345,403  371,966  

貸倒引当金  －  △8,281  －  

投資その他の資産合計  2,198,427 13.6 1,106,741 7.4 1,218,304 8.3

固定資産合計  9,943,835 61.5 9,064,075 60.7 8,933,741 60.9

資産合計  16,169,996 100.0 14,937,426 100.0 14,678,820 100.0
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前第3四半期連結会計期間末

（平成19年9月30日）
当第3四半期連結会計期間末

（平成20年9月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年12月31日）

区分

注記

番号
金額（千円）

構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１．買掛金  2,187,758  905,742  1,362,533  

２．短期借入金  4,142,100  1,852,450  3,907,000  

３．１年内返済予定長期借入金  908,188  1,110,868  888,988  

４．１年内償還予定社債  274,000  602,000  274,000  

５．未払金  616,825  444,227  145,101  

６．未払法人税等  432,387  －  249,330  

７．賞与引当金  50,629  57,125  90,265  

８．その他  108,188  58,882  245,964  

流動負債合計  8,720,076 53.9 5,031,295 33.7 7,163,183 48.8

Ⅱ　固定負債        

１．社債  416,000  1,230,000  416,000  

２．長期借入金  1,988,244  2,705,036  1,820,397  

３．その他  61,576  414,633  57,013  

固定負債合計  2,465,820 15.3 4,349,669 29.1 2,293,410 15.6

負債合計  11,185,897 69.2 9,380,964 62.8 9,456,593 64.4

        

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１．資本金  2,211,339 13.7 2,212,089 14.8 2,212,089 15.1

２．資本剰余金  2,647,138 16.3 2,647,888 17.7 2,647,888 18.0

３．利益剰余金  △240,388 △1.5 304,975 2.1 177,764 1.2

株主資本合計  4,618,089 28.5 5,164,953 34.6 5,037,742 34.3

Ⅱ　評価・換算差額等        

１．その他有価証券評価差額金  13,691 0.1 △81,579 △0.5 3,959 0.0

２．為替換算調整勘定  321,174 2.0 453,848 3.0 145,821 1.0

評価・換算差額等合計  334,865 2.1 372,269 2.5 149,780 1.0

Ⅲ　新株予約権  31,143 0.2 19,238 0.1 34,703 0.3

純資産合計  4,984,099 30.8 5,556,462 37.2 5,222,226 35.6

負債純資産合計  16,169,996 100.0 14,937,426 100.0 14,678,820 100.0
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(2）四半期連結損益計算書

  
前第3四半期連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年９月30日）

当第3四半期連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   7,156,251 100.0  9,513,161 100.0  10,645,676 100.0

Ⅱ　売上原価   5,169,510 72.2  7,527,971 79.1  7,736,648 72.7

売上総利益   1,986,740 27.8  1,985,189 20.9  2,909,027 27.3

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1  1,315,696 18.4  1,447,831 15.2  1,867,523 17.5

営業利益   671,044 9.4  537,358 5.7  1,041,504 9.8

Ⅳ　営業外収益           

１．受取利息  2,826   3,300   3,775   

２．受取配当金  6   6   6   

３．為替差益  85,797   －   92,322   

４．その他  19,405 108,035 1.5 59,228 62,534 0.6 20,358 116,461 1.1

Ⅴ　営業外費用           

１．支払利息  120,407   177,910   153,452   

２．シンジケートローン
手数料

 8,278   28,296   8,703   

３. デリバティブ損失  33,092   －   18,832   

４．株式交付費  3,951   －   5,666   

５．為替差損  －   37,253   －   

６．その他  69,788 235,518 3.3 134,826 378,286 4.0 34,431 221,086 2.1

経常利益（損失△）   543,561 7.6  221,606 2.3  936,880 8.8

Ⅵ　特別利益           

１．固定資産売却益  43,197   －   －   

２．前期損益修正益  23,299 66,497 0.9 － － － 26,981 26,981 0.2

Ⅶ　特別損失           

１．投資有価証券売却損  －   －   2,656   

２．その他の特別損失 ※2 258,788 258,788 3.6 － － － 257,755 260,411 2.4

税金等調整前四半期
（当期）純利益（損
失△）

  351,270 4.9  221,606 2.3  703,450 6.6

法人税、住民税及び
事業税

 542,106   88,691   339,526   

法人税等調整額  △305,834 236,271 3.3 △138,645 △49,954 △0.5 △169,227 170,299 1.6

四半期（当期）純利
益（損失△）

  114,998 1.6  271,561 2.8  533,151 5.0
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(3）四半期連結株主資本等変動計算書

前第3四半期連結会計期間（自　平成19年1月1日　至　平成19年9月30日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成18年12月31日　残高（千円） 1,693,569 2,129,368 △218,789 3,604,147

連結会計年度中の変動額

新株の発行 517,770 517,770  1,035,541

剰余金の配当   △136,597 △136,597

当期純利益   114,998 114,998

株主資本以外の項目の連結会計年度
中の変動額（純額）

    

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

517,770 517,770 △21,599 1,013,941

平成19年9月30日　残高（千円） 2,211,339 2,647,138 △240,388 4,618,089

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
その他有価証券評
価差額金

為替換算調整勘定
評価・換算差額等
合計

平成18年12月31日　残高（千円） 21,192 231,524 252,717 27,863 3,884,729

連結会計年度中の変動額

新株の発行     1,035,541

剰余金の配当     △136,597

当期純利益     114,998

株主資本以外の項目の連結会計年度中
の変動額（純額）

△7,501 89,648 82,147 3,280 85,428

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

△7,501 89,648 82,147 3,280 1,099,369

平成19年9月30日　残高（千円） 13,691 321,173 334,865 31,143 4,984,099

－ 8 －



当第3四半期連結会計期間（自　平成20年1月1日　至　平成20年9月30日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

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

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当   △144,350 △144,350

当期純利益   271,561 271,561

株主資本以外の項目の連結会計年度
中の変動額（純額）

    

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

－ － 127,211 127,211

平成20年9月30日　残高（千円） 2,212,089 2,647,888 304,975 5,164,953

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
その他有価証券評
価差額金

為替換算調整勘定
評価・換算差額等
合計

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

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当     △144,350

当期純利益     271,561

株主資本以外の項目の連結会計年度中
の変動額（純額）

△85,538 308,027 222,488 △15,464 207,024

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

△85,538 308,027 222,488 △15,464 334,235

平成20年9月30日　残高（千円） △81,579 453,848 372,269 19,238 5,556,462
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前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自　平成19年1月1日　至　平成19年12月31日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成18年12月31日　残高（千円） 1,693,569 2,129,368 △218,789 3,604,147

連結会計年度中の変動額

新株の発行 518,520 518,520  1,037,041

剰余金の配当   △136,597 △136,597

当期純利益   533,151 533,151

株主資本以外の項目の連結会計年度
中の変動額（純額）

    

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

518,520 518,520 396,553 1,433,594

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

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
その他有価証券評
価差額金

為替換算調整勘定
評価・換算差額等
合計

平成18年12月31日　残高（千円） 21,192 231,524 252,717 27,863 3,884,729

連結会計年度中の変動額

新株の発行     1,037,041

剰余金の配当     △136,597

当期純利益     533,151

株主資本以外の項目の連結会計年度中
の変動額（純額）

△17,233 △85,703 △102,936 6,839 △96,096

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

△17,233 △85,703 △102,936 6,839 1,337,497

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

－ 10 －



(4）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

  
前第3四半期連結会計期間

（自　平成19年１月１日

至　平成19年９月30日）

当第3四半期連結会計期間

（自　平成20年１月１日

至　平成20年９月30日）

前連結会計年度の要約連結

キャッシュ・フロー計算書

（自　平成19年１月１日

至　平成19年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー     

税金等調整前四半期（当期）純
利益

 351,270 221,606 703,450

減価償却費  420,928 676,926 830,090

貸倒引当金の増加額（減少△）  3,072 △7,643 19,567

賞与引当金の増加額（減少△）  2,048 △33,140 41,677

受取利息及び受取配当金  △1,075 △3,306 △3,775

支払利息  67,376 177,910 149,055

株式交付費  △30,037 － 30,037

デリバティブ評価損益（評価益
△）

 502,162 － 502,162

為替差損益（差益△）  △54,780 37,253 △92,322

投資有価証券売却損  － － 2,656

売上債権の増減額（増加△）  △1,236,919 447,275 △986,270

たな卸資産の増減額（増加△）  △727,555 6,517 △553,895

仕入債務の増減額（減少△）  1,216,630 △469,591 1,091,405

未収消費税等の増減額（増加△）  △45,543 37,930 △78,679

その他資産の増減額（増加△）  △45,192 203,914 218,590

その他負債の増減額（減少△）  49,751 469,663 △348,834

小計  472,130 1,765,316 1,524,916

利息及び配当金の受取額  1,075 1,728 3,775

利息の支払額  △98,949 △71,664 △200,709

法人税等の支払額  △402,767 △424,401 △383,244

営業活動によるキャッシュ・フロー  △28,511 1,270,978 944,737
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前第3四半期連結会計期間

（自　平成19年１月１日

至　平成19年９月30日）

当第3四半期連結会計期間

（自　平成20年１月１日

至　平成20年９月30日）

前連結会計年度の要約連結

キャッシュ・フロー計算書

（自　平成19年１月１日

至　平成19年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー     

定期預金の預入による支出  △16,374 △17,340 △16,374

定期預金の払戻による収入  － － 119,109

有形固定資産の取得による支出  △1,797,547 △1,010,380 △2,168,540

有形固定資産の売却による収入  30,037 96,062 －

関係会社株式の取得による支出  － － △8,076

関係会社株式の売却による収入  － － 2,343

その他投資の増減額（増加△）  △283,767 21,281 △349,856

投資活動によるキャッシュ・フロー  △2,067,651 △910,376 △2,421,394

     

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー     

短期借入金の増減額（減少△）  721,815 △2,054,550 486,715

長期借入金による収入  600,000 1,900,000 600,000

長期借入金の返済による支出  △570,003 △793,481 △757,050

社債の発行による収入  500,000 1,500,000 500,000

社債の償還による支出  △40,000 △358,000 △40,000

株式の発行による収入  1,044,005 － 1,079,101

配当金の支払額  △136,597 △144,350 △136,597

財務活動によるキャッシュ・フロー  2,119,220 49,619 1,732,169

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差
額

 56,882 △19,320 2,233

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額（△
減少）

 79,939 390,901 257,746

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  360,946 618,692 360,946

Ⅶ　現金及び現金同等物の四半期末（期
末）残高

※ 440,886 1,009,594 618,692
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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

項目

前第3四半期連結会計期間

（自　平成19年１月１日

至　平成19年９月30日）

当第3四半期連結会計期間

（自　平成20年１月１日

至　平成20年９月30日）

前連結会計年度

（自　平成19年１月１日

至　平成19年12月31日）

１．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

 

 

 

 (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.

 

 

 （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、第3四半期純損

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

 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）

同　左

 (2)　非連結子会社の名称

同　左

 

 

 （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．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

 (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、第3四半期純

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

 

 

 

 

同　左

(2)　持分法を適用しない非連結子会

社及び関連会社

 同　左

 

 

  

 

 

 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。

３．連結子会社の四半期決算

日（決算日）等に関する

事項

 すべての連結子会社の四半期連

結会計期間の末日は四半期連結決

算日と一致しております

 

 同　左  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
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項目

前第3四半期連結会計期間

（自　平成19年１月１日

至　平成19年９月30日）

当第3四半期連結会計期間

（自　平成20年１月１日

至　平成20年９月30日）

前連結会計年度

（自　平成19年１月１日

至　平成19年12月31日）

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

 　　　　移動平均による原価法

(1）重要な資産の評価基準　　　　

及び評価方法

①　有価証券

 　　その他有価証券

 　　　時価のないもの

 　　　同　左

(1）重要な資産の評価基準及び評価

方法

①　有価証券

 　　その他有価証券

　　　 時価のないもの

　　　 同　左

 ②　デリバティブ

 　　　時価法

 

 

②　デリバティブ

 　　　同　左

 

 

②　デリバティブ

 　　　同　左

 

 

 ③　たな卸資産

　　　製品、材料、仕掛品 

　　　総平均法による原価法

 

③　たな卸資産

　　　製品、材料、仕掛品 

　　　同　左

 

③　たな卸資産

　　　製品、材料、仕掛品 

　　　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（ただし、建

物（建物付属設備を除く）は定

額法）を採用し、在外連結子会

社は定額法を採用しておりま

す。

 

 （主な耐用年数）

 建物及び構築物　　　5年～38年

 機械装置及び運搬具　4年～11年

工具器具及び備品　　2年～11年

　（会計方針の変更）

 法人税法の改正に伴い、平成19年

4月1日以降に取得した有形固定資産

について、改正後の法人税法に基づ

く減価償却方法に変更しております。

　

 これにより、営業利益、経常利益

及び税金等調整前第3四半期純利益

は、それぞれ、7,887千円減少して

おります。　

(2）重要な減価償却資産の減価償却

の方法

①　有形固定資産

同　左

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

─────

 

 

(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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （会計方針の変更）

 法人税法の改正に伴い、平成19年

14月1日以降に取得した有形固定資

産について、改正後の法人税法に

基づく減価償却方法に変更してお

ります。

 これにより、営業利益、経常利益

及び税金等調整前中間純利益は、

それぞれ、15,523千円減少してお

ります。

 ②　無形固定資産

 定額法

 なお、主な耐用年数は次のと

おりであります。

自社利用のソフトウェア　5年

 土地使用権　　　　　　 50年

 

②　無形固定資産

同　左 

②　無形固定資産

同　左 

 （3）重要な繰延資産の処理方法

①株式交付費 

 支出時に全額費用として処理

しております。

（3）重要な繰延資産の処理方法

　　①株式交付費  

　　　─────

（3）重要な繰延資産の処理方法

　①株式交付費  

 同　左
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項目

前第3四半期連結会計期間

（自　平成19年１月１日

至　平成19年９月30日）

当第3四半期連結会計期間

（自　平成20年１月１日

至　平成20年９月30日）

前連結会計年度

（自　平成19年１月１日

至　平成19年12月31日）

 (4）重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金 

　債権の貸倒れによる損失に備え

るため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等の

特定の債権については個別に回収

可能性を検討し、回収不能見込額

を計上しております。 

 

(4）重要な引当金の計上基準

 ①貸倒引当金 

同　左 

(4）重要な引当金の計上基準

 ①貸倒引当金 

同　左  

②賞与引当金 

 当社は、従業員に対する賞与の

支給に備えるため、支給見込額の

うち当第3四半期連結会計期間の

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 

 

 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。

 (5）重要な外貨建の資産又は負債の

本邦通貨への換算の基準

 

 外貨建金銭債権債務は、四半期

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四半期

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。

 

(5）重要な外貨建の資産又は負債の

本邦通貨への換算の基準

 

 同　左

 

(5）重要な外貨建の資産又は負債の

本邦通貨への換算の基準

 

 外貨建金銭債権債務は、連結決

算日の直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損益として処

理しております。なお、在外子会

社の資産及び負債は連結決算日の

直物為替相場により円貨に換算し、

収益及び費用は期中平均相場によ

り円貨に換算し、換算差額につい

ては、純資産の部における為替換

算調整勘定に含めて計上しており

ます。
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項目

前第3四半期連結会計期間

（自　平成19年１月１日

至　平成19年９月30日）

当第3四半期連結会計期間

（自　平成20年１月１日

至　平成20年９月30日）

前連結会計年度

（自　平成19年１月１日

至　平成19年12月31日）

 (6）重要なヘッジ会計の方法

 

─────

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

(6）重要なヘッジ会計の方法

 

イ　ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理

 

 ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

 ヘッジ手段　…　直物為替先渡

取引

 ヘッジ対象　…　製品輸入によ

る外貨建予定

取引

 ハ　ヘッジ方針

 為替リスクの低減のため、対　

 象予定取引の範囲内でヘッジを

 行っております。

 

 ニ　ヘッジの有効性評価の方法

 ヘッジ開始時から有効性判定時

点までの期間において、ヘッジ

対象とヘッジ手段の相場変動の

累計を比較し、両者の変動額等

を基礎にして判断しております。

(6）重要なヘッジ会計の方法

 

イ　ヘッジ会計の方法

同　左

 

ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

 同　左

 

 

 

 

 ハ　ヘッジ方針

同　左

 

 

 

 ニ　ヘッジの有効性評価の方法

同　左

 (7）その他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

 

 イ　消費税等の会計処理

 税抜方式によっております。

 

(7）その他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

 

 イ　消費税等の会計処理

同　左

(7）その他連結財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項

 

 イ　消費税等の会計処理

 同　左

５．四半期連結キャッシュ・

フロー計算書（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

 

 

 同　左
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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の変更

項目
前第３四半期連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年９月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

１．有形固定資産の減価償却

の方法

─────

 

 

─────　 　平成19年度の法人税法の改正

（（所得税法等の一部を改正する法

律　平成19年3月30日　法律第6号）

及び（法人税法施行令の一部を改正

する政令　平成19年3月30日政令第

83号））に伴い、平成19年4月1日以

降に取得したものについては、改正

後の法人税法等に基づく方法に変更

しております。　　　
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(5）注記事項等

（四半期連結貸借対照表関係）

前第３四半期連結会計期間末
（平成19年9月30日）

当第３四半期連結会計期間末
（平成20年9月30日）

前連結会計年度
（平成19年12月31日）

※1.有形固定資産の減価償却累計額 

 建物及び構築物　　　　　264,412千円

 機械装置及び運搬具　　1,158,917千円

 工具器具及び備品　　　　808,015千円

 

※1.有形固定資産の減価償却累計額 

 建物及び構築物　　　　　411,730千円

 機械装置及び運搬具　　1,445,851千円

 工具器具及び備品　　　1,055,523千円

※1.有形固定資産の減価償却累計額 

 建物及び構築物　　　　　294,776千円

機械装置及び運搬具　　1,286,497千円

 工具器具及び備品　　　　875,797千円

   

※2.期末日満期手形 ※2.　　　　　────── ※2.期末日満期手形 

　期末日満期日手形の会計処理については、

手形交換日をもって決済処理をしておりま

す。なお、当第3四半期連結会計期間末日が

金融機関の休日であったため、次の期末日

満期手形が期末残高に含まれております。

　 　期末日満期日手形の会計処理については、

手形交換日をもって決済処理をしておりま

す。なお、当期末日が金融機関の休日であっ

たため、次の期末日満期手形が期末残高に

含まれております。 

  受取手形　　　　　 　  4,361千円  

 

受取手形　　　　　 　   11,267千円

<財務制限条項>

　当社借入金のうち、2,000,000千円につい

ては、以下の財務制限条項がついており、

各年度の決算期末日において、下記の条件

を充足することを確約しております。   

<財務制限条項>

　当社借入金のうち、1,120,000千円につい

ては、以下(1),(2)の財務制限条項がついて

おり、1,000,000千円については、以下(1),

(3)の財務制限条項がついております。各年

度の決算期末日において、下記の条件を充

足することを確約しております。   

<財務制限条項>

　当社借入金のうち、1,560,000千円につい

ては、以下の財務制限条項がついており、

各年度の決算期末日において、下記の条件

を充足することを確約しております。   

（1）経常損益で2期連続で損失計上しない

こと 

（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）連結貸借対照表資本の部の金額を、平

成16年12月末の連結貸借対照表資本の

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75%以上に維持するこ

と。   

（3）連結貸借対照表純資産の部の金額を、

平成19年12月末の連結貸借対照表純資

産の部の金額の75%以上に維持するこ

と。   

（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。  

   

（四半期連結損益計算書関係）

前第３四半期連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年９月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

※1.販売費及び一般管理費のうち主要な費目及

び金額は次のとおりであります。

※1.販売費及び一般管理費のうち主要な費目及

び金額は次のとおりであります。 

※1.販売費及び一般管理費のうち主要な費目及

び金額は次のとおりであります。 

   

運賃 151,408千円

給与・賞与 337,880

減価償却費 177,763

研究開発費 111,482

支払手数料 109,899

運賃 128,308千円

給与・賞与  351,057

減価償却費 247,080

研究開発費 224,050

支払手数料 152,418

運賃 199,839千円

給与・賞与 　419,690

退職給付費用 216

減価償却費 312,853

研究開発費 197,865

※2.その他の特別損失 　

 その他の特別損失は、取引先向けオート

フォーカス用リニアモータの生産立上までの

未操業部分の人件費・経費及び生産が正常な

状態となるまでの異常歩留りに関する損失で

あります。　

 

 

 ※2.その他の特別損失 

 その他の特別損失は、取引先向けオート

フォーカス用リニアモータの生産立上までの

未操業部分の人件費・経費及び生産が正常な

状態となるまでの異常歩留りに関する損失で

あります。
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（四半期連結株主資本等変動計算書関係）

前第3四半期連結会計期間（自　平成19年1月1日　至　平成19年9月30日）

１．発行済株式の種類及び総数

前連結会計年度末株
式数（株）

当第3四半期連結会計
期間増加株式数

（株）

当第3四半期連結会計
期間減少株式数

（株）

当第3四半期連結会計
期間末株式数

（株）

発行済株式

普通株式 54,639 3,092 － 57,731

合計 54,639 3,092 － 57,731

 （注）普通株式の株式数の増加3,092株の内訳は、新株予約権（第三者割当て）の行使によるものが3,080株、新株予約権

（ストックオプション）の行使によるものが12株です。

２．新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当第３四半
期連結会計
年度末残高
（千円）

前連結会計
年度末

当第３四半
期連結会計
年度増加

当第３四半
期連結会計
年度減少

当第３四半
期連結会計
年度末

 提出会社

（親会社）
平成18年新株予約権 普通株式 11,000 － 3,080 7,920 27,584

合計 － 11,000 － 3,080 7,920 27,584

 （注）上表の新株予約権はすべて権利行使可能なものであります。新株予約権の減少3,080株は、権利行使によるもので

あります。

当第3四半期連結会計期間（自　平成20年1月1日　至　平成20年9月30日）

１．発行済株式の種類及び総数

前連結会計年度末株
式数（株）

当第３四半期連結会
計期間増加株式数

（株）

当第３四半期連結会
計期間減少株式数

（株）

当第３四半期連結会
計期間末株式数

（株）

発行済株式

普通株式 57,740 － － 57,740

合計 57,740 － － 57,740

 

２．新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当第３四半
期連結会計
年度末残高
（千円）

前連結会計
年度末

当第３四半
期連結会計
年度増加

当第３四半
期連結会計
年度減少

当第３四半
期連結会計
年度末

 提出会社

（親会社）
平成18年新株予約権 普通株式 7,920 － 7,920 － －

合計 － 7,920 － 7,920 － －

 （注）新株予約権の減少7,920株は、消却によるものであります。
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前連結会計年度（自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日）

１．発行済株式の種類及び総数

前連結会計年度末株
式数（株）

当連結会計年度増加
株式数（株）

当連結会計年度減少
株式数（株）

当連結会計年度末株
式数（株）

発行済株式

普通株式 54,639 3,101 － 57,740

合計 54,639 3,101 － 57,740

 （注）普通株式の株式数の増加3,101株の内訳は、新株予約権（第三者割当て）の行使によるものが3,080株、新株予約権

（ストックオプション）の行使によるものが21株です。

２．新株予約権

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当連結会計
年度末残高
（千円）

前連結会計
年度末

当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計
年度末

提出会社

（親会社）
平成18年新株予約権 普通株式 11,000 － 3,080 7,920 34,703

合計 － 11,000 － 3,080 7,920 34,703

 （注）上表の新株予約権はすべて権利行使可能なものであります。新株予約権の減少3,080株は、権利行使によるもので

あります。 

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成19年3月23日

定時株主総会
普通株式 136,597 2,500 平成18年12月31日 平成19年3月26日 

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成20年3月21日

定時株主総会
普通株式 144,350 2,500 平成19年12月31日 平成20年3月24日 
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第３四半期連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年９月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

※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  

※現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関係 

 （平成19年9月30日現在）  （平成20年9月30日現在）  （平成19年12月31日現在）

  （千円）   （千円）  （千円）

現金及び預金勘定 559,995

預入期間が３ヵ月を超え

る定期預金 

△119,109

現金及び現金同等物 440,886

現金及び預金勘定 1,026,934

預入期間が３ヵ月を超え

る定期預金 

△17,340

現金及び現金同等物 1,009,594

現金及び預金勘定 618,692

預入期間が３ヵ月を超え

る定期預金 

－

現金及び現金同等物 618,692

   

（リース取引関係）

 

該当事項はありません。

（有価証券関係）

１．時価のない主な有価証券の内容

 
前第3四半期連結会計期間末 

 （平成19年9月30日）

 当第3四半期連結会計期間末

（平成20年9月30日） 

 前連結会計年度末

（平成19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） 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 11,226 11,226 14,302

 合計 11,226 11,226 14,302

(2）その他有価証券    

 非上場株式 498,637 338,122 482,225

 合計 498,637 338,122 482,225
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（デリバティブ取引関係）

 １．取引の状況に関する事項  

前第3四半期連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年９月30日）

当第3四半期連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

────── (1）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

引等であります。

(1）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。

(ヘッジ会計は行っておりませ

ん。）

(3）取引の利用目的

 デリバティブ取引は、通貨関連

では製品輸入による外貨建予定取

引の為替変動リスクを回避し、安

定的な利益の確保を図る目的で利

用しております。

  なお、デリバティブ取引を利用

してヘッジ会計を行っておりま

す。 

 

 

────── 

 

 ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっており

ます。

 ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段　…　直物為替先渡取

引

ヘッジ対象　…　製品輸入による

外貨建予定取引

ヘッジ方針

　為替リスクの低減のため、外貨

建予定取引の範囲内でヘッジを

行っております。

ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ開始時から有効性判定時

点までの期間において、ヘッジ対

象とヘッジ手段の相場変動の累計

を比較し、両者の変動額等を基礎

にして判断しております。 　
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前第3四半期連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年９月30日）

当第3四半期連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

────── 　

　

 (4）取引に係るリスクの内容

　直物為替先渡取引は為替相場の

変動によるリスクを有しておりま

す。

　なお、取引相手先は高格付けを

有する金融機関に限定しているた

め信用リスクはほとんどないと認

識しております。　　　

 (4）取引に係るリスクの内容

　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　

 

２．取引の時価等に関する事項

 前第3四半期連結会計期間（自　平成19年1月1日　至　平成19年9月30日）

該当事項はありません。

 

 当第3四半期連結会計期間（自　平成20年1月1日　至　平成20年9月30日）

 該当事項はありません。

 

 　前連結会計年度（自　平成19年1月1日　至　平成19年12月31日）

 該当事項はありません。

 なお、直物為替先渡取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用いたしておりますので、注記の対象から除

いております。

 当連結会計年度においてヘッジ対象の予定取引の実行可能性を見直した結果、ヘッジ会計を終了しておりま

す。
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（ストック・オプション等関係）

前第３四半期連結会計期間（自　平成19年1月1日　至　平成19年9月30日）

 

該当事項はありません。 

当第３四半期連結会計期間（自　平成20年1月1日　至　平成20年9月30日）

 

該当事項はありません。 

前連結会計年度（自平成19年1月1日　至平成19年12月31日）

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

平成16年
ストック・オプション

平成17年
ストック・オプション

平成18年
ストック・オプション

付与対象者の区分及び数 当社従業員　　48名 当社従業員　　40名 当社従業員　　47名

ストック・オプション数 普通株式　　 300株 普通株式　　 100株 普通株式　　 100株

付与日 平成16年4月19日 平成18年3月20日 平成18年11月30日

権利確定条件
 権利確定条件は付されてお

りません。

 権利確定条件は付されてお

りません。

 権利確定条件は付されてお

りません。

対象勤務期間
 対象勤務期間の定めはあり

ません。

 対象勤務期間の定めはあり

ません。

 対象勤務期間の定めはあり

ません。

権利行使期間
 平成18年4月1日から平成23

年3月31日まで

 平成19年4月1日から平成24

年3月31日まで

 平成20年4月1日から平成25

年3月31日まで

権利行使価格　　　　　　

（円）
166,667 531,720 404,700

公正な評価単価（付与日）

（円）
－ － 189,841
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(6）セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

前第3四半期連結会計期間（自平成19年1月1日　至平成19年9月30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。

当第3四半期連結会計期間（自平成20年1月1日　至平成20年9月30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19年1月1日　至平成19年12月31日）

当社グループは、同一セグメントに属する各種モータ応用電子部品の開発、製造及び販売を専業としてお

ります。したがって、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。
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【所在地別セグメント情報】

前第3四半期連結会計期間（自　平成19年1月1日　至　平成19年9月30日）

 
日本

（千円）
アジア
（千円）

計（千円）
消去又は全社

（千円）
連結

（千円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 5,480,900 1,675,350 7,156,251 － 7,156,251

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
1,419,272 6,744,316 8,163,589 (8,163,589) －

計 6,900,173 8,419,666 15,319,840 (8,163,589) 7,156,251

営業費用 5,704,305 8,853,409 14,557,715 (8,072,508) 6,485,206

営業利益（又は営業損失） 1,195,867 △433,743 762,124 △91,080 671,044

　（注）１．国又は地域は、地理的近隣度により区分しております。

２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

 アジア…中華人民共和国

当第3四半期連結会計期間（自　平成20年1月1日　至　平成20年9月30日）

 
日本

（千円）
アジア
（千円）

計（千円）
消去又は全社

（千円）
連結

（千円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 8,470,498 1,042,662 9,513,161 － 9,513,161

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
670,744 8,801,973 9,472,718 (9,472,718) －

計 9,141,243 9,844,636 18,985,879 (9,472,718) 9,513,161

営業費用 8,599,883 9,737,820 18,337,704 (9,361,901) 8,975,802

営業利益（又は営業損失） 541,359 106,815 648,174 (110,816) 537,358

　（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

前連結会計年度（自平成19年1月1日　至平成19年12月31日）

 
日本

（千円）
アジア
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高      

(1)外部顧客に対する売上高 8,408,429 2,237,246 10,645,676 － 10,645,676

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高
1,912,587 9,972,867 11,885,454 (11,885,454) －

計 10,321,016 12,210,114 22,531,131 (11,885,454) 10,645,676

営業費用 9,477,136 12,699,470 22,176,607 (12,572,435) 9,604,172

営業利益又は営業損失（△） 843,880 △489,356 354,523 686,980 1,041,504

　（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
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【海外売上高】

前第3四半期連結会計期間（自　平成19年1月1日　至　平成19年9月30日）

 アジア 欧州 南米 北米 その他 計

Ⅰ　海外売上高

（千円）
4,110,212 35,368 257,500 67,723 － 4,470,804

Ⅱ　連結売上高

（千円）
－ － － － － 7,156,251

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上

高の割合（％）
57.4 0.5 3.6 1.0 0.0 62.5

　（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

 （１）　アジア…中華人民共和国、マレーシア、大韓民国、中華民国

 （２）　欧州…ドイツ、スウェーデン、フランス、フィンランド、スイス、ハンガリー、イギリス

 （３）　南米…ブラジル

 （４）　北米…アメリカ、メキシコ、カナダ

 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3四半期連結会計期間（自　平成20年1月1日　至　平成20年9月30日）

 アジア 欧州 南米 北米 その他 計

Ⅰ　海外売上高

（千円）
3,943,322 23,169 251,311 2,713 454 4,220,972

Ⅱ　連結売上高

（千円）
－ － － － － 9,513,161

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上

高の割合（％）
41.5 0.2 2.7 0.0 0.0 44.4

　（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、中華民国

 （２）　欧州…ドイツ、スウェーデン、フランス、フィンランド、スイス、ハンガリー、イギリス

 （３）　南米…ブラジル

 （４）　北米…アメリカ、メキシコ、カナダ

 （５）　その他…ニュージーランド

 ３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

前連結会計年度（自平成19年1月1日　至平成19年12月31日）

 アジア 欧州 南米 北米 その他 計

Ⅰ　海外売上高

（千円）
5,604,887 45,296 326,803 115,371 483 6,092,843

Ⅱ　連結売上高

（千円）
－ － － － － 10,645,676

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上

高の割合（％）
52.6 0.4 3.1 1.1 0.0 57.2

　（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

（１）　アジア…中華人民共和国、マレーシア、大韓民国、中華民国、フィリピン

（２）　欧州…ドイツ、スウェーデン、フランス、フィンランド、スイス、ハンガリー、イギリス

（３）　南米…ブラジル

（４）　北米…アメリカ、メキシコ、カナダ

（５）　その他…ニュージーランド

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。
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（１株当たり情報）

前第3四半期連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年９月30日）

当第3四半期連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

１株当たり純資産額 87,509円42銭

１株当たり四半期純利

益金額
2,019円11銭

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額 　
2,014円76銭　

１株当たり純資産額 95,899円26銭

１株当たり四半期純利

益金額
4,703円17銭

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額 　
4,693円58銭

１株当たり純資産額 89,842円80銭

１株当たり当期純利益

金額
9,339円44銭

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額 
9,320円99銭

 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額については、潜在株式は存

在するものの、１株当たり当期純損失

であるため、記載しておりません。

 

 

 

 

 

 

 

　（注）　１株当たり四半期（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額の算定上の基

礎は、以下のとおりであります。

 
前第3四半期連結会計期間
(自　平成19年１月１日
至　平成19年９月30日)

当第3四半期連結会計期間
(自　平成20年１月１日
至　平成20年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

１株当たり四半期（当期）純利益

金額
   

四半期（当期）純利益（千円） 114,998 271,561 533,151

普通株主に帰属しない金額

（千円）
－ － －

普通株式に係る四半期（当期）

純利益（千円）
114,998 271,561 533,151

期中平均株式数（株） 56,955 57,740 57,086

    

希薄化効果を有しないため、潜在

株式調整後１株当たり四半期（当

期）純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要

新株予約権3種類

新株予約権の数　

8,091個 

 

 

新株予約権2種類

新株予約権の数　

162個 

 

 

新株予約権3種類

新株予約権の数

8,086個 

 

 

（重要な後発事象）

前第3四半期連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年９月30日）

当第3四半期連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

 

 ────── 

 

 

 ────── 

 

 

 ────── 
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６．四半期個別財務諸表

(1）四半期貸借対照表

  

前第3四半期会計期間末
（平成19年9月30日）

 

当第3四半期会計期間末
（平成20年9月30日）

 

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年12月31日）

 

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

１．現金及び預金  341,548  895,791  442,858  

２．受取手形 ※2 62,420  18,728  70,064  

３．売掛金  3,293,712  2,174,952  3,083,172  

４．製品  370,559  255,982  370,769  

５．原材料  59,697  44,282  43,680  

６．前払費用  42,862  40,210  42,208  

７．繰延税金資産  59,602  9,508  60,620  

８．未収法人税等  －  78,099  －  

９．未収還付消費税等  70,964  99,590  103,977  

10．関係会社短期貸付金  91,709  91,709  91,709  

11．その他  25,496  36,415  11,789  

貸倒引当金  △11,229  △11,207  △20,407  

流動資産合計  4,407,342 25.7 3,734,065 20.4 4,300,443 25.0

Ⅱ　固定資産        

１．有形固定資産        

(1）建物 ※1 139,752  134,884  138,513  

(2）構築物 ※1 21,870  19,483  21,220  

(3）機械及び装置 ※1 92,890  158,363  87,157  

(4）車両運搬具 ※1 529  2,657  3,809  

(5）工具器具及び備品 ※1 210,475  234,274  181,656  

(6）土地  186,723  186,723  186,723  

(7）建設仮勘定  248,270  458,920  198,920  

有形固定資産合計  900,512 5.2 1,195,306 6.6 818,002 4.8

２．無形固定資産        

(1）電話加入権  414  414  414  

(2）ソフトウェア  18,230  15,807  20,674  

無形固定資産合計  18,644 0.1 16,222 0.1 21,089 0.1

３．投資その他の資産        

(1）投資有価証券  498,637  338,122  482,225  

(2）出資金  85,736  85,736  85,736  

(3）関係会社出資金  4,141,079  4,262,159  4,207,169  

(4）長期前払費用  80,859  50,275  72,953  

(5）長期未収入金  6,650,496  8,143,873  6,821,579  

(6）繰延税金資産  4,978  73,769  12,035  

(7）保険積立金  39,189  42,878  39,189  

(8）その他  335,582  341,693  332,300  

貸倒引当金  －  △8,281  －  

投資その他の資産合
計

 11,836,559 69.0 13,330,228 72.9 12,053,189 70.1

固定資産合計  12,755,716 74.3 14,541,756 79.6 12,892,281 75.0

資産合計  17,163,059 100.0 18,275,822 100.0 17,192,725 100.0
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前第3四半期会計期間末
（平成19年9月30日）

 

当第3四半期会計期間末
（平成20年9月30日）

 

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年12月31日）

 

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１．買掛金  2,408,496  3,866,448  2,767,077  

２．短期借入金  4,142,100  1,852,450  3,907,000  

３．一年内返済予定長期
借入金

 788,188  1,110,868  888,988  

４．一年内償還予定社債  274,000  602,000  274,000  

５．未払金  107,784  148,938  96,986  

６．未払費用  16,385  33,744  35,871  

７．未払法人税等  420,532  －  216,910  

８．前受金  31,668  3,970  31,299  

９．預り金  1,948  7,266  40,398  

10. 賞与引当金  －  11,629  31,998  

11．その他  421  2,447  333  

流動負債合計  8,191,525 47.7 7,639,763 41.8 8,290,863 48.2

Ⅱ　固定負債        

１．社債  416,000  1,230,000  416,000  

２．長期借入金  1,708,244  2,705,036  1,820,397  

３．その他  7,154  109,829  6,834  

固定負債合計  2,131,398 12.4 4,044,865 22.1 2,243,231 13.1

負債合計  10,322,923 60.1 11,684,628 63.9 10,534,095 61.3

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１．資本金  2,211,339 12.9 2,212,089 12.1 2,212,089 12.9

２．資本剰余金        

(1）資本準備金  2,647,138  2,647,888  2,647,888  

資本剰余金合計  2,647,138 15.4 2,647,888 14.5 2,647,888 15.4

３．利益剰余金        

(1）利益準備金  6,850  6,850  6,850  

(2）その他利益剰余金        

繰越利益剰余金  1,929,972  1,786,705  1,753,139  

利益剰余金合計  1,936,822 11.3 1,793,555 9.8 1,759,989 10.2

株主資本合計  6,795,300 39.6 6,653,534 36.4 6,619,967 38.5

Ⅱ　評価・換算差額等        

１．その他有価証券評価
差額金

 13,691  △81,579  3,959  

評価・換算差額等合計  13,691 0.1 △81,579 △0.4 3,959 0.0

Ⅲ　新株予約権  31,143 0.2 19,238 0.1 34,703 0.2

純資産合計  6,840,136 39.9 6,591,194 36.1 6,658,630 38.7

負債純資産合計  17,163,059 100.0 18,275,822 100.0 17,192,725 100.0
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(2）四半期損益計算書

  

前第3四半期会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年９月30日）

 

当第3四半期会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年９月30日）

 

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

 

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高  6,900,173 100.0 9,141,243 100.0 10,321,016 100.0

Ⅱ　売上原価  5,253,870 76.1 7,470,235 81.7 8,077,491 78.3

売上総利益  1,646,302 23.9 1,671,008 18.3 2,243,525 21.7

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※3 450,435 6.5 1,129,648 12.4 1,399,644 13.6

営業利益  1,195,867 17.4 541,359 5.9 843,880 8.1

Ⅳ　営業外収益 ※1 9,052 0.1 5,316 0.0 3,608 0.0

Ⅴ　営業外費用 ※2 199,942 2.9 250,427 2.7 242,063 2.3

経常利益  1,004,978 14.6 296,248 3.2 605,426 5.8

Ⅵ　特別利益  76,992 1.1 18,301 0.2 99,402 1.0

Ⅶ　特別損失  － － － － 3,666 0.0

税引前四半期（当
期）純利益

 1,081,970 1,537 314,550 3.4 701,161 6.8

法人税、住民税及び
事業税

 542,106 7.9 88,691 1.0 339,526 3.3

法人税等調整額  △13,896 △0.2 47,942 0.5 △15,291 △0.2

四半期（当期）純利
益

 553,759 8.0 177,916 1.9 376,926 3.7
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(3）四半期株主資本等変動計算書

前第3四半期会計期間（自　平成19年1月1日　至　平成19年9月30日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金

資本剰余金合
計

利益準備金

 その他利益剰
余金

利益剰余金合
計

繰越利益剰余
金

平成18年12月31日　残高
（千円）

1,693,569 2,129,368 2,129,368 6,850 1,512,809 1,519,659 5,342,597

事業年度中の変動額

新株の発行 517,770 517,770 517,770    1,035,541

剰余金の配当     △136,597 △136,597 △136,597

当期純利益     553,759 553,759 553,759

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

       

事業年度中の変動額合計
（千円）

517,770 517,770 517,770 － 417,162 417,162 1,452,703

平成19年9月30日　残高
（千円）

2,211,339 2,647,138 2,647,138 6,850 1,929,972 1,936,822 6,795,300

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
その他有価証券評価差額
金

評価・換算差額等合計

平成18年12月31日　残高
（千円）

21,192 21,192 27,863 5,391,653

事業年度中の変動額

新株の発行    1,035,541

剰余金の配当    △136,597

当期純利益    553,759

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

△7,501 △7,501 3,280 △4,220

事業年度中の変動額合計
（千円）

△7,501 △7,501 3,280 1,448,482

平成19年9月30日　残高
（千円）

13,691 13,691 31,143 6,840,136
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当第3四半期会計期間（自　平成20年1月1日　至　平成20年9月30日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金

資本剰余金合
計

利益準備金

 その他利益剰
余金

利益剰余金合
計

繰越利益剰余
金

平成19年12月31日　残高
（千円）

2,212,089 2,647,888 2,647,888 6,850 1,753,139 1,759,989 6,619,967

事業年度中の変動額

剰余金の配当     △144,350 △144,350 △144,350

当期純利益     177,916 177,916 177,916

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

       

事業年度中の変動額合計
（千円）

－ － － － 33,566 33,566 33,566

平成20年9月30日　残高
（千円）

2,212,089 2,647,888 2,647,888 6,850 1,786,705 1,793,555 6,653,534

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
その他有価証券評価差額
金

評価・換算差額等合計

平成19年12月31日　残高
（千円）

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

事業年度中の変動額

剰余金の配当    △144,350

当期純利益    177,916

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

△85,538 △85,538 △15,464 △101,003

事業年度中の変動額合計
（千円）

△85,538 △85,538 △15,464 △67,436

平成20年9月30日　残高
（千円）

△81,579 △81,579 19,238 6,591,194
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前事業年度の株主資本等変動計算書（自　平成19年1月1日　至　平成19年12月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金

資本剰余金合
計

利益準備金

 その他利益剰
余金

利益剰余金合
計

繰越利益剰余
金

平成18年12月31日　残高
（千円）

1,693,569 2,129,368 2,129,368 6,850 1,512,809 1,519,659 5,342,597

事業年度中の変動額

新株の発行 518,520 518,520 518,520    1,037,041

剰余金の配当     △136,597 △136,597 △136,597

当期純利益     376,926 376,926 376,926

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

       

事業年度中の変動額合計
（千円）

518,520 518,520 518,520 － 240,329 240,329 1,277,370

平成19年12月31日　残高
（千円）

2,212,089 2,647,888 2,647,888 6,850 1,753,139 1,759,989 6,619,967

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
その他有価証券評価差額
金

評価・換算差額等合計

平成18年12月31日　残高
（千円）

21,192 21,192 27,863 5,391,653

事業年度中の変動額

新株の発行    1,037,041

剰余金の配当    △136,597

当期純利益    376,926

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

△17,233 △17,233 6,839 △10,393

事業年度中の変動額合計
（千円）

△17,233 △17,233 6,839 1,266,976

平成19年12月31日　残高
（千円）

3,959 3,959 34,703 6,658,630
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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前第3四半期会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年９月30日）

当第3四半期会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年９月30日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

(1）有価証券

 子会社出資金

 移動平均法による原価法

 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）有価証券

子会社出資金 

 同　左

 その他有価証券

  時価のないもの

  同　左

 

(1）有価証券

 子会社出資金

 同　左

 その他有価証券

  時価のないもの

  同　左

 

 (2）デリバティブ

 時価法

 

 

(2）デリバティブ

  同　左

 

 

(2）デリバティブ

  同　左

 

 

 (3）たな卸資産

 総平均法による原価法

 

 

(3）たな卸資産

 同　左

 

 

(3）たな卸資産

 同　左

 

 

２．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

 定率法

　ただし、建物（建物付属設備を

除く）については、定額法

　なお、主な耐用年数は次のとお

りであります。

(1）有形固定資産

同　左

 

 

(1）有形固定資産

同　左

 

 

 建物　　　　　　　5年～38年

機械及び装置　　　5年～11年

工具器具及び備品　2年～11年

 
 （会計方針の変更）　

　法人税法の改正に伴い、平成19年4

月1日以降に取得した有形固定資産に

ついて、改正後の法人税法に基づく

減価償却方法に変更しております。

　これにより、営業利益、経常利益

及び税金等調整当期純利益は、それ

ぞれ、7,887千円減少しております。

 

 

 

 

─────

 

 

 

 

 
 （会計方針の変更）

  法人税法の改正に伴い、平成19年

4月1日以降に取得した有形固定資産

について、改正後の法人税法に基づ

く減価償却方法に変更しております。

 これにより、営業利益、経常利益

及び税金等調整当期純利益は、それ

ぞれ、15,523千円減少しております。

 (2）無形固定資産

 定額法

　なお、主な耐用年数は次のとお

りであります。

自社利用のソフトウェア　5年

 

(2）無形固定資産

 同　左

 

 

(2）無形固定資産

 同　左

 

 

３．繰延資産の処理方法  （1）株式交付費 

 支出時に全額費用として処理して

おります。

（2）社債発行費  

 支出時に全額費用として処理して

おります。

（1）株式交付費 

 同　左

 

（2）社債発行費 

 同　左

（1）株式交付費  

 同　左

 

 （2）社債発行費 

　　  同　左
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項目
前第3四半期会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年９月30日）

当第3四半期会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年９月30日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

４．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

 

 (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第3四

半期の負担に属する部分を計上して

おります。

　なお、当上期の賞与支給は行わな

い見込みのため、当第3四半期におい

ては、賞与引当金の計上はありませ

ん。

 (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第

3四半期の負担に属する部分を計

上しております

 

 

 (2)賞与引当金

 従業員に対する賞与の支給に備

えるため、支給見込額のうち当期

の負担に属する部分を計上してお

ります。

 

  

 

 

 

 

 

 

      

５．ヘッジ会計の方法  

─────

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

イ　ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理

 

ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段　…　直物為替先渡

取引

 ヘッジ対象　…　製品輸入によ

る外貨建予定

取引 

ハ　ヘッジ方針  

為替リスクの低減のため、対　

象予定取引の範囲内でヘッジを　

 行っております。 

 

ニ　ヘッジの有効性評価の方法

 ヘッジ開始時から有効性判定時

点までの期間において、ヘッジ対

象とヘッジ手段の相場変動の累計

を比較し、両者の変動額等を基礎

にして判断しております。

 

イ　ヘッジ会計の方法

同　左

 

ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

同　左

 

 

 

 

 ハ　ヘッジ方針

 同　左

 

 

 

 ニ　ヘッジの有効性評価の方法

同　左

６．その他四半期財務諸表

（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

 

(1)消費税等の会計処理

 同　左 
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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

項目
前第3四半期会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年９月30日）

当第3四半期会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年９月30日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

 　平成19年度の法人税法の改正

（（所得税法等の一部を改正する法

律　平成19年3月30日　法律第6号）

及び（法人税法施行令の一部を改正

する政令　平成19年3月30日政令第

83号））に伴い、平成19年4月1日以

降に取得したものについては、改正

後の法人税法等に基づく方法に変更

しております。　　　

─────

 

 

　平成19年度の法人税法の改正

（（所得税法等の一部を改正する法

律　平成19年3月30日　法律第6号）

及び（法人税法施行令の一部を改正

する政令　平成19年3月30日政令第

83号））に伴い、平成19年4月1日以

降に取得したものについては、改正

後の法人税法等に基づく方法に変更

しております。　　　
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(4）注記事項等

（四半期貸借対照表関係）

前第3四半期会計期間末
（平成19年9月30日）

当第3四半期会計期間末
（平成20年9月30日）

前事業年度末
（平成19年12月31日）

※1.有形固定資産の減価償却累計額 

建物及び構築物　　　　　 76,508千円

 機械装置及び運搬具　　　 76,771千円

工具器具及び備品　　　　948,334千円 

※1.有形固定資産の減価償却累計額  

建物及び構築物　　　　　  83,764千円 

機械装置及び運搬具　     106,520千円 

 工具器具及び備品　　　 1,148,450千円

※1.有形固定資産の減価償却累計額  

建物及び構築物　　　　　 78,396千円 

機械装置及び運搬具　　　 82,256千円 

 工具器具及び備品　  　1,004,344千円 

 ※2.期末日満期手形  ───── ※2.期末日満期手形 

　期末日満期日手形の会計処理については、

手形交換日をもって決済処理をしておりま

す。なお、当期末日が金融機関の休日であっ

たため、次の期末日満期手形が期末残高に

含まれております。   

　 　期末日満期日手形の会計処理については、

手形交換日をもって決済処理をしておりま

す。なお、当期末日が金融機関の休日であっ

たため、次の期末日満期手形が期末残高に

含まれております。 

 受取手形　　　　　 　   4,361千円  受取手形　　　　　 　   11,267千円 

3．        ──── 3．偶発債務

　債務保証

　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

582,770千円

(38,015千RMB)

リース債

務

 

3．        ────　

<財務制限条項>

　当社借入金のうち、2,000,000千円につい

ては、以下の財務制限条項がついており、

各年度の決算期末日において、下記の条件

を充足することを確約しております。   

<財務制限条項>

　当社借入金のうち、1,120,000千円につい

ては、以下(1),(2)の財務制限条項がついて

おり、1,000,000千円については、以下(1),

(3)の財務制限条項がついております。各年

度の決算期末日において、下記の条件を充

足することを確約しております。   

<財務制限条項>

　当社借入金のうち、1,560,000千円につい

ては、以下の財務制限条項がついており、

各年度の決算期末日において、下記の条件

を充足することを確約しております。   

（1）経常損益で2期連続で損失計上しない

こと 

（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75%以上に維持するこ

と。   

　（3）連結貸借対照表純資産の部の金額を、

平成19年12月末の連結貸借対照表純資

産の部の金額の75%以上に維持するこ

と。   

（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。  
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（四半期損益計算書関係）

前第3四半期会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年９月30日）

当第3四半期会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年９月30日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

※1.営業外収益のうち主なもの 

受取利息　　　　　　　　　2,377千円

 

 

※1.営業外収益のうち主なもの  

受取利息　　　　　　　　  2,559千円

 

※1.営業外収益のうち主なもの  

受取利息　　　　　　　　　3,139千円 

受取配当金　　　　　  　      6千円

 

※2.営業外費用のうち主なもの 

支払利息　　　　　　　　 108,068千円 

社債利息　　　　　　　　　 2,366千円 

 シンジケートローン手数料　 8,278千円

 デリバティブ損失　　　　  33,092千円

為替差損          　　　   34,458千円

※2.営業外費用のうち主なもの  

支払利息　　　　　　　　139,056千円

社債利息　　　　　　　　　6,044千円

 シンジケートローン手数料 28,296千円

 為替差損          　　　 18,028千円

 

※2.営業外費用のうち主なもの  

支払利息　　　　　　　　132,785千円  

社債利息　　　　　　　　　4,396千円  

 シンジケートローン手数料　8,703千円

 デリバティブ損失　　　　 18,832千円

 株式交付費　　　　　　　　5,666千円

 為替差損　　　　　　　　 37,506千円

※3.減価償却実施額

有形固定資産　　　　　　 167,596千円 

無形固定資産　　　　　　　  861千円

※3.減価償却実施額 

有形固定資産　　　　　  179,418千円

無形固定資産　　　　　　　4,867千円 

※3.減価償却実施額 

有形固定資産　　　　　　236,140千円  

無形固定資産　　　　　　　5,051千円 
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（四半期株主資本等変動計算書関係）

前第３四半期会計期間（自　平成19年1月1日　至　平成19年9月30日）

該当事項はありません。

当第３四半期会計期間（自　平成20年1月1日　至　平成20年9月30日）

該当事項はありません。

前事業年度（自　平成19年1月1日　至　平成19年12月31日）

該当事項はありません。

（リース取引関係）

該当事項はありません。

（有価証券関係）

前第３四半期会計期間末（平成19年9月30日現在）

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。

当第３四半期会計期間末（平成20年9月30日現在）

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。

前事業年度（平成19年12月31日現在）

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。
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（１株当たり情報）

前第3四半期会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年９月30日）

当第3四半期会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年９月30日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

１株当たり純資産額 120,097円20銭

１株当たり四半期純利

益金額
9,722円76銭

潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額
9,701円81銭

１株当たり純資産額 113,819円80銭

１株当たり四半期純利

益金額
3,081円34銭

潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額
3,075円06銭

１株当たり純資産額 114,719円90銭

１株当たり当期純利益

金額
6,602円78銭

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額
6,589円75銭

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　（注）　１株当たり四半期（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額の算定上の基

礎は、以下のとおりであります。

 
前第3四半期会計期間

(自　平成19年１月１日
至　平成19年９月30日)

当第3四半期会計期間
(自　平成20年１月１日
至　平成20年９月30日)

前事業年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

１株当たり四半期（当期）純利益

金額
   

四半期（当期）純利益

（千円）
553,759 177,916 376,926

普通株主に帰属しない金額

（千円）
－ － －

普通株式に係る四半期（当期）

純利益（千円）
553,759 177,916 376,926

期中平均株式数（株） 56,955 57,740 57,086

    

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額
   

第３四半期（当期）純利益調整

額（千円）
－ － －

普通株式増加数（株） 123 117 113

希薄化効果を有しないため、潜在

株式調整後１株当たり四半期（当

期）純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要

新株予約権3種類  

新株予約権の数8,091個 

 

新株予約権2種類  

新株予約権の数 162個 

 

新株予約権3種類 

新株予約権の数8,086個 

 

（重要な後発事象）

前第3四半期会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年９月30日）

当第3四半期会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年９月30日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

 ──────  ──────  ────── 
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