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1.  平成22年3月期第3四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 1,538 △12.7 △7 ― 15 ― 0 ―

21年3月期第3四半期 1,762 ― △180 ― △180 ― △399 ―

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3四半期 0.12 ―

21年3月期第3四半期 △75.82 ―

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3四半期 1,984 1,082 54.6 205.86
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3四半期  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

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3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年3月期 ― 0.00 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 0.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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 1,950 △2.0 △70 ― △55 ― △65 ― △12.36
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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  無  
[(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3四半期 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3四半期  19,362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3四半期 5,260,760株 21年3月期第3四半期 5,263,884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。 

－2－



当第３四半期会計期間におけるわが国経済は、新興国を中心とした海外経済の改善を背景に輸出や生産

が増加し、緩やかながら回復基調に転じてはいるものの、一方で円高やデフレの進行、依然として低水準

にある設備投資など内需低迷には未だ回復の兆しが見えず、先行きの不透明感が拭えない状況が続いてお

ります。  

 しかしながら、当社の主力事業である光ピックアップベースの市場は、ノートパソコンの順調な需要回

復により数量ベースでは一昨年のリーマンショック前の水準にまで戻ってきております。また、回復の遅

れていた自動車業界にも回復の兆しが見え始めてまいりました。  

そのような中で、当社におきましては、当事業年度の初めには光ピックアップベースの急速な受注回復

に対する生産対応の遅れなどにより予想以上に歩留まりの悪化や生産性の低下を招いておりましたが、光

ピックアップベースの歩留まり改善や工程改善などを積極的に進めてきた結果、第３四半期会計期間にお

きましては大幅な歩留まり改善の効果が現れ、業績も大きく改善してきております。 

含油軸受や機械部品につきましては、自動車関連機器製品の一部が市場の回復により増産に転じまし

た。また、磁性材料も主力の医療機器製品の需要回復により堅調に推移しました。 

その結果として、当第３四半期の業績は、売上高５億２千７百万円（前年同四半期比0.2％減）、営業

利益３千９百万円（前年同四半期は営業損失１億７百万円）、経常利益４千２百万円（前年同四半期は経

常損失１億９百万円）、四半期純利益３千４百万円（前年同四半期は四半期純損失１億１千９百万円）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オーディオ用スピンドル軸受は、自動車業界の回復により増産に転じました。一

方、上半期堅調であった携帯電話の振動モーター用軸受は、競合メーカーの参入や生産調整の影響で減産

となりました。 

 その結果、含油軸受の当第３四半期売上高は、４千６百万円（前年同四半期比1.1％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、自動車業界の回復が見られるものの、受注

環境が改善するには至りませんでした。 

 その結果、機械部品の当第３四半期売上高は、３千１百万円（前年同四半期比2.1％増）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需要が回復し、受注は堅調に推

移しました。 

 その結果、磁性材料の当第３四半期売上高は、２千９百万円（前年同四半期比27.2％増）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、スリムタイプのＤＶＤ記録型が、ノートパソコンの需要回復

を受け、大幅増産となりました。 一方で、熱伝導樹脂から一般樹脂への切り替えが加速し、低価格化が

進みました。 

 その結果、樹脂成形品の当第３四半期売上高は、３億２千２百万円（前年同四半期比5.9％増）となり

ました。 

[精密金型部門]  

光ピックアップベースの増産に伴い更新、増面の金型の受注が回復しました。 

その結果、精密金型の当第３四半期売上高は、９千６百万円（前年同四半期比15.7％減）となりまし

た。 

以上を総合して、当第３四半期売上高は、商品売上高の２百万円（前年同四半期比77.2％減）を含め、

５億２千７百万円（前年同四半期比0.2％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３四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１千４百万円減少し、19億８千

４百万円になりました。これは主に、現金及び預金の増加１千４百万円、製造用資産の減損処理等による

有形固定資産の減少３千５百万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１千２百万円減少し、９億１百万円になりました。これは主に、支払

手形及び買掛金の増加６千８百万円、短期借入金及び１年内返済予定の長期借入金の減少３千５百万円、

賞与引当金の減少３千３百万円、退職給付引当金の減少３千万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、10億８千２百万円となりました。  
  

 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）の修正 

 前回開示（平成21年11月11日）の業績予想を下記の通り修正いたします。 

 
修正理由 

平成22年3月期通期の業績予想につきましては、当第３四半期会計期間において主力の光ピックアップ

ベースの増産傾向が続いたことなどにより、平成21年11月11日に公表した予想数値に比べ若干の収益改

善を予想しております。 
  

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３四半期累計期間に

おきましても、7,557千円の営業損失を計上しております。当該状況により、前事業年度に引き続き、

当社には継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しております。 

当事業年度に入り、ＩＴ、デジタル家電などの市場では、一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生産調整も一段落し、当社の主要製品である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が、生産対応の遅れなどにより年度当初は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。 

これに対して当社は、光ピックアップベースの歩留まり改善や工程改善などを積極的に進めてきた結

果、第３四半期会計期間におきましては大幅な歩留まり改善などの効果が現れ、業績も改善してきてお

ります。今後も更なる生産性改善に取り組むとともに、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し、収益体質の改善に努める所存であります。また、資金調達に

つきましては、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。 

しかしながら、当期（平成22年３月期）の業績予想は、主力の光ピックアップベースの生産合理化や

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黒字化にはいま一歩届かない見

通しであり、また、第４四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ことから、

当該対応を行った上でもなお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

（単位：百万円）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

前回予想（Ａ） 1,900 △90 △75 △85

今回修正（Ｂ） 1,950 △70 △55 △65

増減額（Ｂ－Ａ）   50  20  20   20

増減率（％）   2.6  ―  ―   ―

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３四半期会計期間末 
(平成21年12月31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 266,416 251,829

受取手形及び売掛金 388,574 394,289

商品及び製品 23,000 42,494

仕掛品 91,396 78,367

原材料及び貯蔵品 57,238 33,646

その他 14,841 7,449

貸倒引当金 △1,986 △1,104

流動資産合計 839,481 806,973

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 352,152 370,907

機械及び装置（純額） 21,902 28,436

土地 622,955 622,955

その他（純額） 14,734 24,489

有形固定資産合計 1,011,746 1,046,788

投資その他の資産   

投資有価証券 31,165 35,524

破産更生債権等 7,089 7,089

その他 101,621 109,324

貸倒引当金 △7,089 △7,089

投資その他の資産合計 132,786 144,848

固定資産合計 1,144,532 1,191,637

資産合計 1,984,014 1,998,610

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 302,180 233,522

短期借入金 230,400 256,000

1年内返済予定の長期借入金 9,982 20,004

未払法人税等 5,996 4,326

賞与引当金 － 33,418

その他 99,312 79,623

流動負債合計 647,871 626,894

固定負債   

長期借入金 － 3,314

退職給付引当金 128,935 159,001

役員退職慰労引当金 112,651 107,271

その他 11,620 17,106

固定負債合計 253,207 286,693

負債合計 901,078 913,588
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年12月31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 △996,759 △997,411

自己株式 △14,252 △14,142

株主資本合計 1,078,521 1,077,980

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4,417 7,041

繰延ヘッジ損益 △2 －

評価・換算差額等合計 4,414 7,041

純資産合計 1,082,936 1,085,021

負債純資産合計 1,984,014 1,998,610
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(2)【四半期損益計算書】 
【第３四半期累計期間】 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(平成20年４月１日から 
 平成20年12月31日まで) 

当第３四半期累計期間 
(平成21年４月１日から 
 平成21年12月31日まで) 

売上高 1,762,910 1,538,373

売上原価 1,644,847 1,306,548

売上総利益 118,063 231,825

販売費及び一般管理費 298,462 239,383

営業損失（△） △180,399 △7,557

営業外収益   

受取利息 361 90

受取配当金 625 475

作業屑売却益 3,725 987

為替差益 － 3,386

助成金収入 － 18,265

その他 4,250 5,802

営業外収益合計 8,962 29,008

営業外費用   

支払利息 6,112 4,358

手形売却損 － 1,763

為替差損 2,566 －

その他 83 103

営業外費用合計 8,761 6,225

経常利益又は経常損失（△） △180,198 15,225

特別利益   

固定資産売却益 347 －

賞与引当金戻入額 － 16,718

特別利益合計 347 16,718

特別損失   

固定資産処分損 1,478 47

保険解約損 514 231

減損損失 213,633 27,402

特別損失合計 215,626 27,682

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △395,477 4,260

法人税、住民税及び事業税 3,609 3,609

法人税等合計 3,609 3,609

四半期純利益又は四半期純損失（△） △399,086 651
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【第３四半期会計期間】 

（単位：千円）

前第３四半期会計期間 
(平成20年10月１日から 
 平成20年12月31日まで) 

当第３四半期会計期間 
(平成21年10月１日から 
 平成21年12月31日まで) 

売上高 528,672 527,468

売上原価 537,937 404,625

売上総利益又は売上総損失（△） △9,264 122,842

販売費及び一般管理費 98,022 82,845

営業利益又は営業損失（△） △107,286 39,997

営業外収益   

受取利息 28 24

受取配当金 312 262

作業屑売却益 1,168 472

為替差益 － 3,386

その他 845 1,001

営業外収益合計 2,354 5,146

営業外費用   

支払利息 1,791 1,413

手形売却損 － 902

為替差損 2,566 －

その他 51 9

営業外費用合計 4,409 2,326

経常利益又は経常損失（△） △109,342 42,817

特別損失   

固定資産処分損 1,464 44

保険解約損 △874 231

減損損失 8,112 6,803

特別損失合計 8,702 7,080

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △118,044 35,737

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

四半期純利益又は四半期純損失（△） △119,247 34,534
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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３四半期累計期間 
(平成20年４月１日から 
 平成20年12月31日まで) 

当第３四半期累計期間 
(平成21年４月１日から 
 平成21年12月31日まで) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

△395,477 4,260

減価償却費 35,401 36,520

減損損失 213,633 27,402

貸倒引当金の増減額（△は減少） 9,635 882

賞与引当金の増減額（△は減少） △17,479 △33,418

退職給付引当金の増減額（△は減少） 63,870 △30,065

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △23,406 5,379

固定資産処分損益（△は益） 1,478 47

固定資産売却損益（△は益） △347 －

保険解約損益（△は益） 514 231

受取利息及び受取配当金 △986 △565

支払利息 6,112 4,358

売上債権の増減額（△は増加） △64,701 5,715

たな卸資産の増減額（△は増加） 3,917 △17,118

仕入債務の増減額（△は減少） 46,042 68,658

その他 △4,090 2,849

小計 △125,883 75,138

利息及び配当金の受取額 1,124 595

利息の支払額 △5,347 △3,922

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 △134,917 66,999

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 44,000 －

有形固定資産の取得による支出 △55,510 △20,384

有形固定資産の売却による収入 350 －

保険積立金の積立による支出 △4,477 △5,570

保険積立金の払戻による収入 39,468 12,588

投資活動によるキャッシュ・フロー 23,831 △13,365

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） △108,600 △25,600

長期借入金の返済による支出 △46,536 △13,336

自己株式の取得による支出 △1,986 △110

財務活動によるキャッシュ・フロー △157,122 △39,046

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △268,208 14,587

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 208,684 266,416
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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３四半期累計期間に

おきましても、7,557千円の営業損失を計上しております。当該状況により、前事業年度に引き続き、

当社には継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しております。 

当事業年度に入り、ＩＴ、デジタル家電などの市場では、一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生産調整も一段落し、当社の主要製品である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が、生産対応の遅れなどにより年度当初は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。 

これに対して当社は、光ピックアップベースの歩留まり改善や工程改善などを積極的に進めてきた結

果、第３四半期会計期間におきましては大幅な歩留まり改善などの効果が現れ、業績も改善してきてお

ります。今後も更なる生産性改善に取り組むとともに、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し、収益体質の改善に努める所存であります。また、資金調達に

つきましては、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。 

しかしながら、当期（平成22年３月期）の業績予想は、主力の光ピックアップベースの生産合理化や

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黒字化にはいま一歩届かない見

通しであり、また、第４四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ことから、

当該対応を行った上でもなお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されており、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は反映しておりません。  

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

当第３四半期累計期間（平成21年４月１日から平成21年12月31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
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部門別売上高明細表     

 
注．（ ）内は、売上金額のうち輸出高であります。 

  

  

  

  

6. その他の情報

     

  

 

前第３四半期累計期間
(平成20年４月１日から
平成20年12月31日まで)

当第３四半期累計期間
(平成21年４月１日から
平成21年12月31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
199,148 11.3 145,313 9.5 △ 53,835

( 102,683) ( 5.8) (  60,241) (  3.9) (   △42,441)

機 械 部 品
131,665 7.4 83,978 5.5 △ 47,687

( 102,659) ( 5.8) (  53,985) (  3.5) (   △48,674)

磁 性 材 料
50,685 2.9 57,377 3.7 6,691 

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

樹 脂 成 形 品
1,022,216 58.0 957,004 62.2 △ 65,211

(  30,540) ( 1.8) ( 129,450) (  8.4) (    98,910)

精 密 金 型 336,386 19.1 279,200 18.1 △ 57,186

小  計
1,740,103 98.7 1,522,873 99.0 △ 217,230

( 235,883) ( 13.4) ( 243,677) (  15.8) (    7,794)

商  品
22,807 1.3 15,500 1.0 △ 7,307

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

合  計
1,762,910 100.0 1,538,373 100.0 △ 224,537

(  235,883) ( 13.4) ( 243,677) (  15.8) (      7,794)
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