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1.  平成22年3月期第1四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年6月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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3月期第1四半期 434 △26.1 △24 ― △6 ― △3 ―
21年3月期第1四半期 587 ― △28 ― △27 ― △29 ―

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3月期第1四半期 △0.75 ―
21年3月期第1四半期 △5.65 ―

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3月期第1四半期 1,961 1,082 55.2 205.85
21年3月期 1,998 1,085 54.3 206.23

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  1,082百万円 21年3月期  1,085百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金
（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― ― ― ― ―
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
― ― ― ―

3.  平成22年3月期の業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  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

第2四半期 
累計期間

880 △28.7 △70 ― △50 ― △55 ― △10.45

通期 1,800 △9.6 △90 ― △70 ― △75 ― △14.26
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4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

[(注) 詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】  ４． その他をご覧ください。]  

(2) 四半期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（四半期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もの） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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3月期第1四半期 5,280,000株 21年3月期  5,280,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  19,162株 21年3月期  18,762株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第1四半期 5,260,971株 21年3月期第1四半期 5,264,588株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１． 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直しであり、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。 
２． 業績予想の前提となる条件等については、４ページ【定性的情報・財務諸表等】「３．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１四半期会計期間におけるわが国経済は、世界同時不況による需要の低迷から脱し、景気が底入れ

したとの感もありますが、先行きについては、なお不透明感を拭えません。  

このような状況の下で、当社の主力事業であります光ピックアップベースの市場におきましては、在庫

調整が終わり、ノートパソコンやブルーレイディスクプレーヤーの需要が戻り始めてきたため、光ピック

アップベースの急激な増産要請がありました。そのため、当社は昨年末からの緊急経費削減対策の一部を

解除するとともに、金型や生産機械の整備を最優先で進め、顧客への製品供給に全力を投じてまいりまし

た。さらに、環境対策として開発した低ハロゲン樹脂製品及び低ハロゲンの熱伝導樹脂製品を他社に先駆

けて市場に投入し、競合他社との差別化を図りました。その結果、光ピックアップベースについては、前

年度上半期平均の８割強まで売上高を回復させることができました。 

しかし、磁性材料や機械部品のうち自動車関連機器の部品につきましては市場の回復が遅れ、大幅な売

上の減少をきたしました。  

その結果として、当第１四半期の業績は、売上高４億３千４百万円（前年同四半期比26.1％減）、営業

損失２千４百万円（前年同四半期は営業損失２千８百万円）、経常損失６百万円（前年同四半期は経常損

失２千７百万円）、四半期純損失３百万円（前年同四半期は四半期純損失２千９百万円）となりました。
  
部門別の業績は、次のとおりであります。  

[含油軸受部門] 

主要製品であるカーエアコン用モーター軸受や、カーオーディオ用スピンドル軸受は、自動車業界の低

迷の影響で減産が続きました。携帯電話の振動モーターは回復の兆しはあるものの競合の参入等により苦

戦を強いられました。 

 その結果、含油軸受の当第１四半期の売上高は４千７百万円（前年同四半期比41.9％減）となりまし

た。  

[機械部品部門]  

主要製品であるカーオーディオ用ＣＤチェンジャー部品は、これも自動車業界の需要回復の遅れにより

減産が続きました。  

 その結果、機械部品の当第１四半期の売上高は２千２百万円（前年同四半期比55.0％減）となりまし

た。 

[磁性材料部門] 

主要製品のＭＲＩ用チョークコイルは、医療機器の主要市場である米国の景気低迷の影響を受け受注が

大幅に減少しました。 

 その結果、磁性材料の当第１四半期の売上高は３百万円（前年同四半期比65.1％減）となりました。  

[樹脂成形品部門]  

主要製品である光ピックアップベースは、年度の変わりから急回復が見られ、ノートパソコンのＤＶＤ

記録型に加えてブルーレイディスクプレーヤー用途も増産となりました。 

 その結果、樹脂成形品の当第１四半期の売上高は２億８千５百万円（前年同四半期比10.8％減）となり

ました。  

[精密金型部門]  

光ピックアップの増産に伴い受注は回復しつつありますが、金型は工期が長く売上の寄与は第２四半期

以降となる見込みであります。 

 その結果、精密金型の当第１四半期の売上高は６千８百万円（前年同四半期比43.8％減）にとどまりま

した。  
  

以上を総合して、当第１四半期の売上高は、商品売上高の７百万円（前年同四半期比46.7％増）を含

め、４億３千４百万円（前年同四半期比26.1％減）となりました。 

【定性的情報・財務諸表等】

１．経営成績に関する定性的情報
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当第１四半期会計期間末の総資産につきましては、前事業年度末に比べ３千７百万円減少し19億６千１

百万円になりました。これは主に、受取手形及び売掛金の減少３千３百万円等によるものであります。 

負債合計は、前事業年度末に比べ３千５百万円減少し、８億７千８百万円になりました。これは主に、

支払手形及び買掛金の減少１千２百万円、賞与引当金の減少２千４百万円、退職給付引当金の減少１千７

百万円等によるものであります。 

純資産合計は、前事業年度末に比べ２百万円減少し、10億８千２百万円になりました。これは、四半期

純損失３百万円によるものであります。 

  

平成22年の３月期の業績予想につきましては、平成21年５月15日の決算短信で公表した第２四半期累計

期間及び通期の業績予想に変更はありません。 

  

経過勘定項目につきましては、合理的な算定方法による概算額で計上する方法によっております。 

  

該当事項はありません。 

  

当社は、前事業年度まで６期連続で営業損失及び経常損失を計上しており、当第１四半期累計期間に

おきましても、24,549千円の営業損失、6,589千円の経常損失を計上しております。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います。 

当事業年度に入り、ＩＴ、デジタル家電などの市場では、昨年の米国の金融危機に端を発した世界同

時不況の影響による在庫及び生産の調整がほぼ一段落した模様で、当社の主要製品であります光ピック

アップベースも急速に受注が回復してまいりました。しかし、製品のモデル変更が進む中で当社の生産

対応が遅れ、予想以上に歩留まりの悪化や生産性の低下を招きました。また、磁性材料などの自動車関

連製品につきましては、市場の在庫調整は進んでいると思われるものの、当社の受注の回復には至って

おりません。 

当社といたしましては、光ピックアップベースの歩留まり改善と生産性向上に取り組み、それに伴う

派遣社員の削減、時間外労働の削減などの労務コスト低減を主体とした諸施策を実施するとともに、光

ピックアップベースを超薄型のノートパソコンやブルーレイディスクの用途に絞り、熱伝導樹脂や環境

対応樹脂を集中的に投入することによって差別化し、より付加価値の高い経営を目指し収益体質の改善

に努める所存であります。 

当期（平成22年３月期）の業績予想につきましては、主力の光ピックアップベースの受注回復や高付

加価値製品へのシフト、経費削減対策により、営業損益は前事業年度に比べ大きく改善するものの残念

ながら黒字化にはいま一歩届かない見通しとなっております。また、資金調達につきましては、手形の

割引、有価証券の売却、事業家保険の解約等を状況に応じて実施する予定であります。  

しかし、下半期の経済環境や販売計画の実現可能性には不透明な部分があるため、現時点では継続企

業の前提に関する重要な不確実性が認められます。 

２．財政状態に関する定性的情報

３．業績予想に関する定性的情報

４．その他

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(2) 四半期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

(3) 継続企業の前提に関する重要事象等
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５【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 213,236 251,829

受取手形及び売掛金 360,888 394,289

商品及び製品 27,105 42,494

仕掛品 121,137 78,367

原材料及び貯蔵品 47,624 33,646

その他 7,937 7,449

貸倒引当金 △1,399 △1,104

流動資産合計 776,529 806,973

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 364,656 370,907

機械及び装置（純額） 26,260 28,436

土地 622,955 622,955

その他（純額） 21,250 24,489

有形固定資産合計 1,035,122 1,046,788

投資その他の資産   

投資有価証券 38,737 35,524

破産更生債権等 7,089 7,089

その他 111,144 109,324

貸倒引当金 △7,089 △7,089

投資その他の資産合計 149,881 144,848

固定資産合計 1,185,004 1,191,637

資産合計 1,961,533 1,998,610

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 220,688 233,522

短期借入金 246,400 256,000

1年内返済予定の長期借入金 18,317 20,004

未払法人税等 3,203 4,326

賞与引当金 8,449 33,418

その他 114,006 79,623

流動負債合計 611,065 626,894

固定負債   

長期借入金 － 3,314

退職給付引当金 141,114 159,001

役員退職慰労引当金 109,272 107,271

その他 17,135 17,106

固定負債合計 267,522 286,693

負債合計 878,587 913,588
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 919,000 919,000

資本剰余金 1,170,534 1,170,534

利益剰余金 △1,001,347 △997,411

自己株式 △14,219 △14,142

株主資本合計 1,073,967 1,077,980

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 8,975 7,041

繰延ヘッジ損益 2 －

評価・換算差額等合計 8,978 7,041

純資産合計 1,082,945 1,085,021

負債純資産合計 1,961,533 1,998,610
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(2)【四半期損益計算書】 
【第１四半期累計期間】 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(平成20年4月1日から 
 平成20年6月30日まで) 

当第１四半期累計期間 
(平成21年4月1日から 
 平成21年6月30日まで) 

売上高 587,383 434,249

売上原価 517,362 384,561

売上総利益 70,021 49,687

販売費及び一般管理費 98,357 74,237

営業損失（△） △28,335 △24,549

営業外収益   

受取利息 76 26

受取配当金 312 212

作業屑売却益 854 90

助成金収入 － 15,197

その他 2,197 3,996

営業外収益合計 3,440 19,523

営業外費用   

支払利息 2,240 1,473

その他 23 89

営業外費用合計 2,264 1,563

経常損失（△） △27,159 △6,589

特別利益   

賞与引当金戻入額 － 16,718

特別利益合計 － 16,718

特別損失   

固定資産処分損 2 －

保険解約損 1,389 －

減損損失 － 12,861

特別損失合計 1,392 12,861

税引前四半期純損失（△） △28,552 △2,732

法人税、住民税及び事業税 1,203 1,203

法人税等合計 1,203 1,203

四半期純損失（△） △29,755 △3,935
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(平成20年4月1日から 
 平成20年6月30日まで) 

当第１四半期累計期間 
(平成21年4月1日から 
 平成21年6月30日まで) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純損失（△） △28,552 △2,732

減価償却費 10,280 12,245

減損損失 － 12,861

貸倒引当金の増減額（△は減少） － 295

賞与引当金の増減額（△は減少） 17,355 △24,968

退職給付引当金の増減額（△は減少） △10,641 △17,886

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △27,305 2,001

固定資産処分損益（△は益） 2 －

保険解約損益（△は益） 1,389 －

受取利息及び受取配当金 △388 △239

支払利息 2,240 1,473

売上債権の増減額（△は増加） 14,585 33,401

たな卸資産の増減額（△は増加） △21,791 △41,359

仕入債務の増減額（△は減少） 10,677 △12,833

その他 △91 26,349

小計 △32,240 △11,391

利息及び配当金の受取額 316 213

利息の支払額 △2,094 △1,417

法人税等の支払額 △4,812 △4,812

営業活動によるキャッシュ・フロー △38,830 △17,408

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 △44,097 △4,556

保険積立金の積立による支出 △1,871 △1,949

保険積立金の払戻による収入 32,324 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △13,644 △6,505

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） △92,600 △9,600

長期借入金の返済による支出 △8,901 △5,001

自己株式の取得による支出 △570 △77

財務活動によるキャッシュ・フロー △102,071 △14,678

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △154,545 △38,592

現金及び現金同等物の期首残高 476,892 251,829

現金及び現金同等物の四半期末残高 322,347 213,236
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当社は、前事業年度まで６期連続で営業損失及び経常損失を計上しており、当第１四半期累計期間に

おきましても、24,549千円の営業損失、6,589千円の経常損失を計上しております。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います。 

当事業年度に入り、ＩＴ、デジタル家電などの市場では、昨年の米国の金融危機に端を発した世界同

時不況の影響による在庫及び生産の調整がほぼ一段落した模様で、当社の主要製品であります光ピック

アップベースも急速に受注が回復してまいりました。しかし、製品のモデル変更が進む中で当社の生産

対応が遅れ、予想以上に歩留まりの悪化や生産性の低下を招きました。また、磁性材料などの自動車関

連製品につきましては、市場の在庫調整は進んでいると思われるものの、当社の受注の回復には至って

おりません。 

当社といたしましては、光ピックアップベースの歩留まり改善と生産性向上に取り組み、それに伴う

派遣社員の削減、時間外労働の削減などの労務コスト低減を主体とした諸施策を実施するとともに、光

ピックアップベースを超薄型のノートパソコンやブルーレイディスクの用途に絞り、熱伝導樹脂や環境

対応樹脂を集中的に投入することによって差別化し、より付加価値の高い経営を目指し収益体質の改善

に努める所存であります。 

当期（平成22年３月期）の業績予想につきましては、主力の光ピックアップベースの受注回復や高付

加価値製品へのシフト、経費削減対策により、営業損益は前事業年度に比べ大きく改善するものの残念

ながら黒字化にはいま一歩届かない見通しとなっております。また、資金調達につきましては、手形の

割引、有価証券の売却、事業家保険の解約等を状況に応じて実施する予定であります。  

しかし、下半期の経済環境や販売計画の実現可能性には不透明な部分があるため、現時点では継続企

業の前提に関する重要な不確実性が認められます。 

なお、四半期財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実

性の影響を四半期財務諸表に反映していません。 

  

当第１四半期累計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで） 

該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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部門別売上高明細表     
  

 
注.（ ）内は、売上金額のうちの輸出高であります。 

６．その他の情報

     

  

 

前第１四半期累計期間
(平成20年４月１日から
平成20年６月30日まで)

当第１四半期累計期間
(平成21年４月１日から
平成21年６月30日まで)

増減額  

金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％) 金額(千円)

製 

  

 

品

含 油 軸 受
81,182 13.8 47,180 10.9 △34,001

(  42,503) (  7.2 ) (   22,269) (   5.1) (      △20,234)

機 械 部 品
50,283 8.6 22,646 5.2 △27,636

(  40,493) (   6.9) (   15,141) (   3.5) (     △25,352)

磁 性 材 料
8,993 1.5 3,139 0.7 △5,854

(        - ) (    - ) (       - ) (    - ) (        - )

樹 脂 成 形 品
320,406 54.6 285,870 65.8 △34,536

(   6,359) ( 1.1) (   14,890) (   3.4) (        8,531)

精 密 金 型 121,691 20.7 68,333 15.8 △53,358

小  計
582,557 99.2 427,170 98.4 △155,387

(   89,356) (  15.2) (   52,300) (  12.0) (      △37,055)

商  品
4,826 0.8 7,079 1.6 2,252

(        - ) (    - ) (       - ) (    - ) (            - )

合  計
587,383 100.0 434,249 100.0      △153,134

(   89,356) (  15.2) (   52,300) (  12.0) (      △37,055)
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