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1.  平成22年12月期第3四半期の連結業績（平成22年1月1日～平成22年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年12月期第3四半期 10,224 68.4 1,082 ― 130 ― △403 ―
21年12月期第3四半期 6,072 ― △117 ― △509 ― △490 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

22年12月期第3四半期 △6,851.28 ―
21年12月期第3四半期 △8,501.86 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年12月期第3四半期 12,868 2,207 17.1 35,265.20
21年12月期 12,649 2,286 18.0 39,365.13

（参考） 自己資本   22年12月期第3四半期  2,194百万円 21年12月期  2,272百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無   

年間配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年12月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年12月期 ― 0.00 ―
22年12月期 

（予想）
― ―

3.  平成22年12月期の連結業績予想（平成22年1月1日～平成22年12月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  無   

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 12,600 34.8 850 ― 450 ― 113 ― 1,890.45

               



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

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

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

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続きは実施中であります。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
1.予想数字につきましては、現時点で得られた情報に基づいて算定しておりますが、多分に不確定な要素を含んでおります。従いまして実際の業績等は、
状況の変化などにより、予想とは異なる場合があることをご承知おきください。業績予想の前提となる条件等については、2ページからの【定性的情報・財
務諸表等】 「（3）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 
2.平成22年12月期の連結業績予想に記載の1株当たり当期純利益の算定につきましては、平成22年7月20日付公募増資により、発行済株式数が4,500株
増加しておりますので、当該公募増資を反映した期中株式数を算定の基礎としております。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P3「その他の情報」をご覧下さい。

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年12月期3Q 62,240株 21年12月期  57,740株
② 期末自己株式数 22年12月期3Q  ―株 21年12月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 22年12月期3Q 58,943株 21年12月期3Q 57,740株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

        当第３四半期累計連結会計期間におけるわが国経済は、新興国の経済成長や政府の経済対策効果による景気の持

   ち直しが見られるものの、景気全般を見渡すと、依然として雇用情勢は厳しく、加えて急激な円高進行によるデフ

   レ懸念等先行きの不透明感が払拭できない状況が続いております。 

    このような環境のなか、当社グループは、堅調な売上を続けるスマートフォン市場の拡大を背景に、業界トップ

   シェアの地位にあるカメラ付き携帯電話搭載用オートフォーカスリニアモータ（以下、「AFLモータ」という）を 

   中心に、受注の増加に努めました。 

    特にスマートフォン搭載用のAFLモータの受注高は円高の進行や顧客からの値引き要請等により売価が緩やかに 

   下落する傾向にあるものの、引き続き堅調に推移しております。 

    この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は102億24百万円（前年同期比68.4％増）と大幅に増加する結果 

  となりました。 

   また、営業費用については、中国における 低賃金の上昇により労務費が増加する一方で、原材料単価の引き 

  下げ、および部品内製化率の向上や生産工程の見直しによる歩留率の向上による製造コストの徹底的な見直し 

  を図るとともに管理コストの削減に努めました。 

   これらの結果、当第３四半期連結累計期間の営業利益10億82百万円（前年同期は１億17百万円の損失）を計上 

  することができました。 

   しかしながら、折からの円高の進行に伴う為替差損８億24百万円を計上することにより経常利益は１億30百 

  万円（前年同期は５億９百万円の損失）の計上にとどまり、特別損失としてデリバティブ評価損２億62百万円、 

  特許侵害訴訟の和解成立に伴う訴訟和解金84百万円等を計上したこと、および繰延税金資産の取り崩し等による 

  法人税等調整額１億49百万円の計上等により、当第３四半期連結累計期間における四半期純損失は４億３百万円 

  （前年同期は４億90百万円の損失）となりました。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ２億19百万円増加し、128億68百万円となり 

ました。主な要因として現金及び預金が２億65百万円、受取手形及び売掛金が１億43百万円、たな卸資産が２億86

百万円増加したことにより流動資産が６億91百万円増加した一方で、有形固定資産が３億60百万円、投資その他の

資産が１億７百万円減少したことによる固定資産４億71百万円の減少があげられます。 

 負債合計は前連結会計年度末に比べ２億98百万円増加し、106億61百万円となりました。これは買掛金が３億４ 

百万円、デリバティブ債務が２億62百万円増加し、金融機関からの借入債務が２億26百万円減少したことが主な要

因としてあげられます。 

 また、純資産については前連結会計年度末に比べ78百万円減少し22億７百万円となり、この結果、自己資本比率

は前連結会計年度末に対して0.9ポイント減少し、17.1％となりました。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

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

績予想の修正に関するお知らせ」に記載のとおりであり、業績予想の修正はありません。なお現段階で営業利益に

ついては既に通期業績予想を上回っておりますが、今後の為替レートの動向如何によっては売上原価、販売費及び

一般管理費についても元建てのものがあるなど上方修正を確約できるものでなく、経常利益・当期利益についても

為替に左右される側面があるため為替の動向を慎重に見守り影響を見極めた上で、変更の必要があることが判明し

た場合は速やかに開示いたします。 

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

１．一般債権の貸倒見積高の算定方法 

   前期に算定した基準を使用して一般の貸倒見積高を算定しております。 

    ２．連結会社相互間の債権・債務の相殺消去 

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

   ３．未実現損益の消去 

     棚卸資産に占める未実現損益率を合理的に見積り消去しております。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

２．その他の情報

               



（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 該当事項はありません。  

  

               



３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日) 

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

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 671,650 406,045

受取手形及び売掛金 2,795,304 2,651,727

商品及び製品 563,513 336,319

仕掛品 278,821 258,273

原材料及び貯蔵品 613,189 574,454

その他 522,403 513,533

貸倒引当金 △71,827 △58,681

流動資産合計 5,373,055 4,681,672

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,454,603 1,410,486

機械装置及び運搬具（純額） 4,858,973 5,151,965

その他（純額） 709,599 820,995

有形固定資産合計 7,023,175 7,383,448

無形固定資産   

その他 33,977 37,896

無形固定資産合計 33,977 37,896

投資その他の資産   

投資有価証券 231,216 247,747

その他 209,324 301,842

貸倒引当金 △1,764 △3,485

投資その他の資産合計 438,776 546,104

固定資産合計 7,495,929 7,967,449

資産合計 12,868,985 12,649,122

負債の部   

流動負債   

買掛金 946,905 641,943

短期借入金 3,648,500 2,409,359

1年内返済予定の長期借入金 1,327,520 1,357,248

1年内償還予定の社債 432,000 598,000

未払法人税等 37,558 9,713

デリバティブ債務 1,403,068 1,140,378

賞与引当金 30,070 13,000

その他 990,760 995,112

流動負債合計 8,816,381 7,164,755

固定負債   

社債 200,000 632,000

長期借入金 1,446,720 2,284,530

その他 198,257 281,606

固定負債合計 1,844,977 3,198,136

負債合計 10,661,359 10,362,891

               



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日) 

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

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,509,926 2,212,089

資本剰余金 2,945,721 2,647,888

利益剰余金 △2,909,937 △2,506,103

株主資本合計 2,545,710 2,353,875

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △125,649 △109,118

為替換算調整勘定 △225,154 28,185

評価・換算差額等合計 △350,803 △80,933

新株予約権 12,719 13,288

純資産合計 2,207,625 2,286,231

負債純資産合計 12,868,985 12,649,122

               



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 6,072,806 10,224,193

売上原価 4,965,302 7,665,842

売上総利益 1,107,503 2,558,350

販売費及び一般管理費 1,224,910 1,476,206

営業利益又は営業損失（△） △117,407 1,082,144

営業外収益   

受取利息 1,421 678

受取配当金 6 6

スクラップ売却益 － 8,690

債務勘定整理益 － 4,488

その他 32,948 29,504

営業外収益合計 34,375 43,368

営業外費用   

支払利息 145,718 133,774

為替差損 253,641 824,223

その他 26,905 37,501

営業外費用合計 426,264 995,499

経常利益又は経常損失（△） △509,296 130,013

特別利益   

固定資産売却益 22,621 301

貸倒引当金戻入額 2,750 4,500

デリバティブ評価益 230,445 －

その他 786 569

特別利益合計 256,604 5,370

特別損失   

前期損益修正損 － 4,796

固定資産売却損 17,761 144

固定資産除却損 138,781 2,193

デリバティブ評価損 － 262,690

訴訟和解金 － 84,500

特別退職金 － 1,017

特別損失合計 156,543 355,342

税金等調整前四半期純損失（△） △409,235 △219,958

法人税、住民税及び事業税 1,725 34,720

法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税
額

△4,627 －

法人税等調整額 84,563 149,156

法人税等合計 81,661 183,876

四半期純損失（△） △490,897 △403,834

               



（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 3,120,188 3,784,832

売上原価 2,208,446 2,786,595

売上総利益 911,742 998,236

販売費及び一般管理費 447,678 451,900

営業利益 464,063 546,335

営業外収益   

受取利息 422 178

スクラップ売却益 － 466

その他 9,018 9,061

営業外収益合計 9,441 9,706

営業外費用   

支払利息 48,301 43,458

新株発行費 － 12,558

為替差損 324,321 372,912

その他 4,986 6,915

営業外費用合計 377,608 435,844

経常利益 95,895 120,197

特別利益   

固定資産売却益 10,440 －

貸倒引当金戻入額 1,500 3,419

その他 406 189

特別利益合計 12,346 3,609

特別損失   

固定資産売却損 17,761 144

固定資産除却損 27,587 1,831

デリバティブ評価損 479,989 210,658

訴訟和解金 － 928

特別損失合計 525,338 213,563

税金等調整前四半期純損失（△） △417,095 △89,756

法人税、住民税及び事業税 580 33,543

法人税等調整額 △58,365 65,816

法人税等合計 △57,784 99,360

四半期純損失（△） △359,310 △189,116

               



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純損失（△） △409,235 △219,958

減価償却費 859,784 1,022,613

固定資産除却損 138,781 2,193

有形固定資産売却損益（△は益） △4,860 △156

デリバティブ評価損益（△は益） △230,445 262,690

貸倒引当金の増減額（△は減少） 8,158 14,492

賞与引当金の増減額（△は減少） － 17,070

受取利息及び受取配当金 △1,427 △678

支払利息 145,718 133,774

為替差損益（△は益） 175,014 302,387

訴訟和解金 － 84,500

売上債権の増減額（△は増加） △327,981 △427,123

たな卸資産の増減額（△は増加） △92,415 △367,961

未払又は未収消費税等の増減額 32,109 △39,876

その他の資産の増減額（△は増加） △215,085 △41,872

仕入債務の増減額（△は減少） 64,965 810,376

その他の負債の増減額（△は減少） 185,298 154,880

その他 147 11,416

小計 328,526 1,718,767

利息及び配当金の受取額 1,427 678

利息の支払額 △156,896 △152,076

法人税等の支払額 △4,284 △2,243

法人税等の還付額 200,255 －

訴訟和解金の支払額 － △20,605

営業活動によるキャッシュ・フロー 369,029 1,544,520

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 △17,397 △76,159

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 △549,305 △1,116,919

有形固定資産の売却による収入 28,655 1,902

無形固定資産の取得による支出 △3,611 △14,830

貸付金の回収による収入 5,500 9,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △536,159 △1,139,222

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） 1,296,190 1,189,140

長期借入れによる収入 600,000 420,000

長期借入金の返済による支出 △1,078,961 △1,237,538

割賦債務の返済による支出 △103,357 △80,964

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △137,695 △137,976

社債の償還による支出 △602,000 △598,000

株式の発行による収入 － 595,669

配当金の支払額 △799 △126

財務活動によるキャッシュ・フロー △26,623 150,205

現金及び現金同等物に係る換算差額 △213,159 △308,274

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △406,913 247,229

現金及び現金同等物の期首残高 617,475 358,269

現金及び現金同等物の四半期末残高 210,561 605,498

               



 該当事項はありません。  

  

［事業の種類別セグメント情報」 

前第３四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年９月30日）及び当第３四半期連結累計期間（自

平成22年１月１日 至 平成22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ー応用電子部品の開発、製造及び販売を専業としておりま

す。したがって、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

［所在地別セグメント情報］ 

   前第３四半期連結累計期間 （自 平成21年１月１日 至 平成21年９月30日） 

（注）１．国又は地域は、地理的近隣度により区分しております。 

   ２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

     アジア・・・・中華人民共和国    

   ３. 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は206,095千円であり、その主なもの 

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

   ４．会計処理の方法の変更 

    （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

    「４．その他（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更」に記載されてい

    るとおり、通常の販売目的で使用する棚卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によっており

    ましたが、第１四半期連結会計期間から「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号平成18年７

    月５日）が適用されたことに伴い、主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に

    基づく簿価切下げの方法）により算定しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べアジアで

    営業損失が83,293千円増加しております。 

    （有形固定資産の減価償却方法の変更） 

    「４．その他（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更」に記載されてい

    るとおり、従来当社の有形固定資産の減価償却方法は定率法（建物を除く。）によっておりましたが、第１四半

    期連結会計期間より海外連結子会社が採用している定額法に変更いたしました。 

    この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ日本での営業損失が235,010千円減少しております。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
日本 

（千円）  

アジア 

（千円）  
 計（千円） 

 消去又は会社 

 （千円） 

連結 

（千円）  

 売上高           

（1）外部顧客に対する売上高   5,580,051   492,754   6,072,806   －   6,072,806

（2）セグメント間の内部売上高 

   又は振替高 
396,005   5,994,093   6,390,098   (6,390,098)   －

 計   5,976,057   6,486,847   12,462,905   (6,390,098)   6,072,806

 営業利益又は営業損失（△）   △199,206   281,669   82,463   △199,871   △117,407

               



   当第３四半期連結累計期間 （自 平成22年１月１日 至 平成22年９月30日） 

（注）１．国又は地域は、地理的近隣度により区分しております。 

   ２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

     アジア・・・・中華人民共和国 

   ３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は424,753千円であり、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。 

  

  
日本 

（千円）  

アジア 

（千円）  
 計（千円） 

 消去又は会社 

 （千円） 

連結 

（千円）  

 売上高           

（1）外部顧客に対する売上高   9,864,665   359,527   10,224,193   －   10,224,193

（2）セグメント間の内部売上高 

   又は振替高 
225,673   8,203,569   8,429,243   (8,429,243)   －

 計   10,090,339   8,563,097   18,653,436   (8,429,243)   10,224,193

 営業利益又は営業損失（△）   1,318,244   170,166   1,488,411   △406,267   1,082,144

               



〔海外売上高〕 

前第３四半期連結累計期間 （自 平成21年１月１日 至 平成21年９月30日） 

（注）１．国又は地域は、地理的近隣度により区分しております。 

   ２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

     （1）アジア・・・中華人民共和国、マレーシア、大韓民国、フィリピン、タイ、中華民国、イスラエル、 

              ベトナム、シンガポール      

     （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）南 米・・・ブラジル 

     （4）北 米・・・メキシコ、アメリカ 

     （5）その他・・・ニュージーランド 

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

  

当第３四半期連結累計期間 （自 平成22年１月１日 至 平成22年９月30日） 

（注）１．国又は地域は、地理的近隣度により区分しております。 

   ２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

    （1）アジア・・・中華人民共和国、マレーシア、大韓民国、フィリピン、タイ、中華民国、ベトナム、 

             シンガポール、香港、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・・・メキシコ、アメリカ 

    （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。  

  

 当社は、平成22年７月20日を払込期日とする公募増資を実施いたしました。この結果、当第３四半期連結会計期

間において、資本金が297,837千円、資本準備金が297,832千円増加し、当第３四半期連結会計期間末において資本

金が2,509,926千円、資本準備金が2,945,721千円となっております。 

  アジア 欧州 南米 北米 その他  計  

 Ⅰ 海外売上高 

  （千円）  
  4,386,129   24,373   34,526   4,248   1,240   4,450,519

 Ⅱ 連結売上高 

  （千円）  
 －  －  －  －  －   6,072,806

 Ⅲ 連結売上高に占め 

  られる海外売上高 

  の割合（％） 

  72.2   0.4   0.5   0.0   0.0   73.2

  アジア 欧州 南米 北米 その他  計  

 Ⅰ 海外売上高 

  （千円）  
  7,721,590   127,741   －   1,401   658   7,851,391

 Ⅱ 連結売上高 

  （千円）  
 －  －  －  －  －   10,224,193

 Ⅲ 連結売上高に占め 

  られる海外売上高 

  の割合（％） 

  75.5   1.2   －   0.0   0.0   76.8

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

               



  

（１）生産、受注及び販売の状況  

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

で組織されているため、それぞれ、用途市場別の分類で記載しております。 

   ①生産実績 

（注）１．金額は 販売価格によっております。 

      ２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

    ②受注状況 

      見込生産の比重が高いため、記載を省略しております。 

  

      ③販売実績 

      当第３四半期連結会計期間の販売実績を用途市場別に示すと、次のとおりであります。  

   （注）１．前第１四半期連結会計期間及び当第２四半期連結会計期間の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績

        の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。 

    ２．上記の金額には、消費税は含まれておりません。 

４．補足情報

用途市場 

当第３四半期連結会計期間 

（自 平成22年７月１日 

  至 平成22年９月30日） 

前年同四半期比（％） 

 携帯電話市場（千円）    3,656,583   124.1

 その他の市場（千円）   119,979   54.8

 合計（千円）   3,776,562   119.3

用途市場 

当第３四半期連結会計期間 

（自 平成22年７月１日 

  至 平成22年９月30日） 

前年同四半期比（％） 

 携帯電話市場（千円）    3,654,509   124.0

 その他の市場（千円）   130,323   59.5

 合計（千円）   3,784,832   119.6

 相手先 

前第３四半期連結会計期間 

（自 平成21年７月１日 

  至 平成21年９月30日） 

当第２四半期連結会計期間 

（自 平成22年４月１日 

  至 平成22年６月30日） 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 

 AMTAI INTERNATIONAL LIMITED   1,535,713   49.2   2,394,704   63.3
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