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１．平成23年12月期第３四半期の連結業績（平成23年1月1日～平成23年９月30日） 
（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        ％ 

23年12月期第3四半期   9,154 △10.5 △209  － △828  － △1,995  － 
22年12月期第3四半期 10,224  68.4 1,082  － △132  － △403  － 

 

 
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 

23年12月期第3四半期 △26,109.62    － 
22年12月期第3四半期 △6,851.28    － 

 
（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月期第3四半期 11,642 2,337 20.0 30,077.36 
22年12月期 13,110 3,289 24.9 48,816.63 

(参考)自己資本 23年12月期第3四半期         2,326百万円 22年12月期             3,270百万円 

 
２．配当の状況 

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 

22年12月期 － 0.00 － 0.00 0.00 
23年12月期 － 0.00    
23年12月期(予想)   － － － 

(注)当四半期における配当予想の修正有無 ：無  

 
３．平成23年12月期の連結業績予想（平成23月1月1日～平成23年12月31日） 

（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)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 

通  期 ―   ― ―   ― ―  ― ―  ―  ― 

(注)当四半期における業績予想の修正有無 ：有 



 

４．その他 
 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

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

 

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

 

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

① 会計基準等の改正に伴う変更 ：有 

② ①以外の変更 ：無 

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

則・手続、表示方法等の変更の有無となります。 
 

（４）発行済株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 23年12月期2Ｑ 77,342株 22年12月期 67,000株 

② 期末自己株式数 23年12月期2Ｑ ―株 22年12月期 ―株 

③ 期中平均株式数(四半期累計) 23年12月期2Ｑ 76,426株 22年12月期2Ｑ 58,943株 

 
 
※ 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は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外にあります。なお、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レビュー手続きは終了しております。 

 
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項） 
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、四半期決算短信（添付資料）3ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響や急速な円高等により先行き

に予断を許さない状況が続いております。一方、海外に目を向けてみると、中国やインドを中心とする

新興国は内需を中心に好調な景気を持続しているものの、欧州では、ギリシャの財政危機を発端に欧州

全体の景気低迷のリスクが浮上しており、また米国においても、失業率の高止まりや住宅価格の下落等

により景気の下振れリスクが懸念されております。 

 こうした中、当社の主力製品であるAFL（オートフォーカスリニアモータ）が関連するスマートフォ

ン市場は米国、欧州、日本、アジアで順調に拡大しました。しかしながら、当社におきましては、主要

販売先の機種変更に伴う在庫調整および競合他社との競争の激化等の要因により、売上高を伸ばすまで

には至りませんでした。その結果、売上高は91億54百万円となり、前年同期比10.5％の減少となりまし

た。 

 損益面では、受注数量の減少、マグネット等の原材料価格の大幅な上昇、生産能力の調整に伴う労務

費の追加発生により人件費負担が増加したこと等から、原価率が前年同期比で上昇する結果となりまし

た。当社といたしましては、かねてより取り組んでいる生産ラインの自動化推進等のコスト削減に努め

ましたが、原価率上昇をカバーするまでには至らず、結果、営業損失は２億９百万円となりました(前

年同期は10億82百万円の営業利益)。経常損益につきましては、デリバティブ取引の実行等に伴う為替

差損７億16百万円の計上等により８億28百万円の経常損失を計上いたしました（前年同期は１億32百万

円の経常損失）。また、最終損益につきましては、繰延税金資産の取崩し等により当四半期連結累計期

間の四半期純損失は19億95百万円となりました。 

  

 なお、当社グループは、モータ応用電子部品に関する事業分野が単一事業部門となる事業構造のた

め、セグメント情報は記載しておりません。 

 用途市場別の売上高の状況は以下のとおりであります。 

① 携帯電話およびスマートフォン市場 

 主要市場である携帯電話およびスマートフォン市場につきましては、同市場向けAFL（オートフォー

カスリニアモータ）の受注の落ち込みにより、売上高83億93百万円（前年同期比13.5％減）となりまし

た。 

② その他市場 

 車載向けFANモータ等その他市場につきましては、機種ごとの利益確保を最優先とする施策により、

受注の積み上げに努めることにより、売上高７億60百万円（前年同期比46.0％増）となりました。 

  

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報
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当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前期末比14億67百万円減少し116億42百万円となりまし

た。流動資産は前期末比７億46百万円減少し49億74百万円となりました。これは現金及び預金が１億35

百万円、棚卸資産が１億50百万円増加する一方、売上債権が３億75百万円、未収消費税等が１億10百万

円、繰延税金資産が５億５百万円減少したことが主な要因であります。固定資産は、前期比７億20百万

円減少し66億67百万円となりました。これは、有形固定資産の除却等により6億99百万円減少したこと

が主な要因であります。 

 負債合計は、前期末比５億14百万円減少し93億５百万円となりました。流動負債は前期末比11億３百

万円減少し69億58百万円となりました。これは、買掛金が１億92百万円、短期借入金が２億89百万円、

１年内償還予定社債が2億38百万円、未払金が１億63百円、デリバティブ債務が３億90百万円、その他

が１億16百万円減少した一方、1年内返済予定長期借入金が３億76百万円増加したことが主な要因であ

ります。固定負債は、前期比5億88百万円増加し23億47百万円となりました。これは、社債が２億６百

万円、長期借入金が４億58百万円増加したことが主な要因であります。 

 純資産は、前期末比９億52百万円減少し23億37百万円となりました。以上の結果、自己資本比率は前

連結会計年度に対して4.9％減少し、20.0％となりました。 

  

平成23年８月10日に公表した平成23年12月期通期連結業績予想を修正いたしました。詳細について

は、本日別途開示する「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

  

  

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。  

  １．一般債権の貸倒見積高の算定方法 

  貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認められる場合に、前期 に算

定した合理的な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 

 当該債権の額と債務の額に差異が見られる場合には、合理的な範囲内で当該差異の調整を行なわないで

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 

 四半期連結会計期間末在庫高に占める当該取引に係る損益率を合理的に見積もって計算しております。 

第１四半期連結会計期間から「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20                          

年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号                    

平成20年3月31日）を適用しております。これによる損益に与える影響はありません。  

文中の将来に関する事項は、本四半期決算短信提出日現在において当社が判断したものであります。 

当社グループは、当第３四半期連結累計期間において、営業損失２億９百万円を計上いたしました。こ

れは当社の主たる販売先である複数のスマートフォンメーカーにおいて主要機種のモデル変更に伴う在庫

調整が重なったこと等により、売上高が当初の計画を下回る結果となったことが主な原因であります。 

さらに、折からの円相場の著しい上昇に伴う為替差損の発生等により、経常損失８億28百万円、四半期

純損失19億95百万円を計上する結果となりました。 

 当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。 

しかしながら、当社では、このような状況を解消すべく、受注数量の回復および拡大に全社を上げて取り

組んでいることに加え、生産工程の自動化による労務費の削減、遊休固定資産の圧縮による製造原価の低

減、各種経費の削減等、損益向上に向けての積極的な施策を推進しております。また、資金繰りの安定に

つきましては、増資等資本政策の実施および主要取引銀行からの安定的かつ継続的な支援を確保すること

により、当該事象の解消および改善に全社で注力しております。 

当社では、このような状況を解消し、改善するための対応策をとっていることから、継続企業の前提に

関する重要な不確実性は認められないものと判断しております。 

  

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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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23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22年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 801,001 665,197

受取手形及び売掛金 ※2 2,107,163 ※2 2,482,964

製品 760,293 677,392

仕掛品 346,213 337,763

原材料及び貯蔵品 708,356 649,658

未収消費税等 70,700 180,866

繰延税金資産 － 505,108

その他 312,375 297,370

貸倒引当金 △131,153 △74,546

流動資産合計 4,974,950 5,721,777

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※1 1,314,923 ※1 1,411,340

機械装置及び運搬具（純額） ※1 4,218,104 ※1 4,812,793

工具、器具及び備品（純額） ※1 266,328 ※1 385,804

土地 186,723 186,723

建設仮勘定 244,284 133,701

有形固定資産合計 6,230,364 6,930,363

無形固定資産

その他 67,303 33,692

無形固定資産合計 67,303 33,692

投資その他の資産

投資有価証券 204,921 225,293

繰延税金資産 17,745 27,730

その他 149,103 173,134

貸倒引当金 △1,613 △1,716

投資その他の資産合計 370,157 424,441

固定資産合計 6,667,825 7,388,497

資産合計 11,642,776 13,110,275
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成23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22年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 535,459 728,229

短期借入金 2,892,768 3,182,500

1年内返済予定の長期借入金 1,700,032 1,323,428

1年内償還予定の社債 194,000 432,000

リース債務 － 39,595

未払金 228,746 392,591

未払法人税等 5,182 65,669

デリバティブ債務 1,036,215 1,426,733

賞与引当金 23,827 12,430

その他 341,910 458,109

流動負債合計 6,958,141 8,061,287

固定負債

社債 406,000 200,000

長期借入金 1,869,148 1,410,882

繰延税金負債 53,908 75,859

その他 18,509 72,615

固定負債合計 2,347,565 1,759,356

負債合計 9,305,707 9,820,644

純資産の部

株主資本

資本金 3,347,419 2,769,737

資本剰余金 1,895,084 3,205,531

利益剰余金 △2,405,523 △2,298,210

株主資本合計 2,836,979 3,677,058

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △151,943 △131,572

為替換算調整勘定 △358,792 △274,771

評価・換算差額等合計 △510,736 △406,343

新株予約権 10,825 18,916

純資産合計 2,337,069 3,289,631

負債純資産合計 11,642,776 13,110,275
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(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22年１月１日
 至 平成22年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年１月１日
 至 平成23年９月30日)

売上高 10,224,193 9,154,322

売上原価 7,665,842 7,659,830

売上総利益 2,558,350 1,494,492

販売費及び一般管理費 ※ 1,476,206 ※ 1,704,447

営業利益又は営業損失（△） 1,082,144 △209,954

営業外収益

受取利息 678 1,947

受取配当金 6 6

デリバティブ評価益 － 390,518

スクラップ売却益 8,690 －

債務勘定整理益 4,488 －

その他 29,504 44,604

営業外収益合計 43,368 437,076

営業外費用

支払利息 133,774 140,084

為替差損 824,223 716,281

デリバティブ損失 － 157,494

デリバティブ評価損 262,690 －

その他 37,501 41,916

営業外費用合計 1,258,189 1,055,777

経常損失（△） △132,677 △828,655

特別利益

固定資産売却益 301 12,582

貸倒引当金戻入額 4,500 1,750

負ののれん発生益 － 14,153

その他 569 15,195

特別利益合計 5,370 43,682

特別損失

前期損益修正損 4,796 －

固定資産売却損 144 －

固定資産除却損 2,193 687,419

訴訟和解金 84,500 950

特別退職金 1,017 －

特別損失合計 92,652 688,369

税金等調整前四半期純損失（△） △219,958 △1,473,342

法人税、住民税及び事業税 34,720 4,020

法人税等調整額 149,156 518,079

法人税等合計 183,876 522,100

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △1,995,442

四半期純損失（△） △403,834 △1,995,442
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【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22年７月１日
 至 平成22年９月30日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成23年７月１日
 至 平成23年９月30日)

売上高 3,784,832 2,423,677

売上原価 2,786,595 2,059,484

売上総利益 998,236 364,192

販売費及び一般管理費 ※ 451,900 ※ 646,406

営業利益又は営業損失（△） 546,335 △282,214

営業外収益

受取利息 178 576

デリバティブ評価益 － 62,584

スクラップ売却益 466 332

その他 9,061 2,266

営業外収益合計 9,706 65,760

営業外費用

支払利息 43,458 44,531

新株発行費 12,558 －

為替差損 372,912 326,071

デリバティブ評価損 210,658 －

デリバティブ損失 － 157,494

その他 6,915 11,988

営業外費用合計 646,503 540,086

経常損失（△） △90,460 △756,540

特別利益

貸倒引当金戻入額 3,419 －

固定資産売却益 － 67

その他 189 619

特別利益合計 3,609 687

特別損失

固定資産売却損 144 －

固定資産除却損 1,831 594,325

訴訟和解金 928 950

特別損失合計 2,904 595,275

税金等調整前四半期純損失（△） △89,756 △1,351,128

法人税、住民税及び事業税 33,543 1,319

法人税等調整額 65,816 572,166

法人税等合計 99,360 573,485

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △1,924,614

四半期純損失（△） △189,116 △1,924,614
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(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22年１月１日
 至 平成22年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年１月１日
 至 平成23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（△） △219,958 △1,473,342

減価償却費 1,022,613 969,926

負ののれん発生益 － △14,153

固定資産除却損 2,193 687,419

有形固定資産売却損益（△は益） △156 △12,582

のれん償却額 － 3,863

デリバティブ評価損益（△は益） 262,690 △390,518

貸倒引当金の増減額（△は減少） 14,492 58,957

賞与引当金の増減額（△は減少） 17,070 11,397

受取利息及び受取配当金 △678 △1,953

支払利息 133,774 140,084

為替差損益（△は益） 302,387 439,789

訴訟和解金 84,500 950

売上債権の増減額（△は増加） △427,123 511,662

たな卸資産の増減額（△は増加） △367,961 △132,138

未払又は未収消費税等の増減額 △39,876 110,513

その他の資産の増減額（△は増加） △41,872 67,427

仕入債務の増減額（△は減少） 810,376 △134,574

その他の負債の増減額（△は減少） 154,880 △438,103

その他 11,416 △16,622

小計 1,718,767 388,000

利息及び配当金の受取額 678 1,953

利息の支払額 △152,076 △162,338

法人税等の支払額 △2,243 △42,202

訴訟和解金の支払額 △20,605 △30,200

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,544,520 155,213

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 △76,159 △20,759

定期預金の払戻による収入 57,784 －

有形固定資産の取得による支出 △1,116,919 △741,041

有形固定資産の売却による収入 1,902 62,480

無形固定資産の取得による支出 △14,830 △4,176

連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得に
よる収入

－ 87,965

貸付金の回収による収入 9,000 3,500

その他 － △108

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,139,222 △612,139
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（単位：千円）

前第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)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年１月１日
 至 平成23年９月30日)

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） 1,189,140 △289,732

長期借入れによる収入 420,000 2,199,000

長期借入金の返済による支出 △1,237,538 △1,364,130

割賦債務の返済による支出 △80,964 △80,964

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △137,976 △39,723

社債の発行による収入 － 400,000

社債の償還による支出 △598,000 △432,000

株式の発行による収入 595,669 629,142

配当金の支払額 △126 △22

財務活動によるキャッシュ・フロー 150,205 1,021,569

現金及び現金同等物に係る換算差額 △308,274 △449,599

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 247,229 115,044

現金及び現金同等物の期首残高 358,269 594,078

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 605,498 ※ 709,122
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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。 

  

 ［海外売上高］ 

前第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。 

  

(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 9,864,665359,527 10,224,193 - 10,224,193 

 (2)セグメント間の内部売上   
225,673

 
8,203,569 

 
8,429,243

 
（8,429,243) 

 
- 

   高又は振替高

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 

  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 
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【セグメント情報】 

 当社グループは、モータ応用電子部品の開発、製造及び販売を事業とする単一セグメントであるた

め、記載を省略しております。 

（追加情報） 

 第１四半期連結会計期間より、「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。 
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当社は、第１四半期連結会計期間において、第７回新株予約権の行使により、資本金が317,667千

円、資本準備金が317,667千円増加し、平成23年１月14日付で、第三者割当増資（現物出資）の払込を

受けたことにより、資本金が260,015千円、資本準備金が260,015千円増加しました。また、平成23年３

月25日開催の定時株主総会決議に基づき繰越剰余金の欠損の填補を行なったことにより、資本準備金が

1,888,129千円減少しております。この結果、第２四半期連結累計期間において資本金が577,682千円が

増加し、資本準備金が1,310,447千円減少し、当第３四半期連結会計期間末において資本金が3,347,419

千円、資本準備金が1,895,084千円となっております。 

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２四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。 

  

  

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

4. 補足情報

(1) 生産、受注及び販売の状況

用途市場
当第３四半期連結会計期間 
（自 平成23年７月１日 

  至 平成23年９月30日）
前年同四半期比（％）

 携帯電話市場 （千円） 2,429,116 66.4

 その他の市場 （千円） 131,633 109.7 

 合計 （千円） 2,560,750 67.8 

用途市場
 当第３四半期連結会計期間 
（自 平成23年７月１日 

  至 平成23年９月30日）
 前年同四半期比（％）

 携帯電話市場 （千円） 2,160,657 59.1

 その他の市場 （千円） 263,020 201.8 

 合計 （千円） 2,423,677 64.0 

相手先

前第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）

 当第３四半期連結会計期間 
（自 平成23年７月１日 

  至 平成23年９月30日）

 金額（千円）  割合（％） 金額（千円）  割合（％）

AMTAI INTERNATIONAL LIMITED 2,394,70463.3 1,223,651 50.5
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