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1.  平成23年3月期第2四半期の業績（平成22年4月1日～平成22年9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 ％

23年3月期第2四半期 859 △15.0 18 ― 14 ― △26 ―

22年3月期第2四半期 1,010 △18.1 △47 ― △27 ― △33 ―

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3月期第2四半期 △4.95 ―

22年3月期第2四半期 △6.44 ―

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3月期第2四半期 1,945 962 49.5 182.93
22年3月期 2,047 992 48.5 188.76

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  962百万円 22年3月期  992百万円

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

22年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

23年3月期 ― 0.00

23年3月期 
（予想）

― 0.00 0.00

3.  平成23年3月期の業績予想（平成22年4月1日～平成23年3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 1,500 △23.9 △65 ― △45 ― △80 ― △15.21



(1) 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。 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
の変更の有無となります。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.４「その他」をご覧ください。）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q 5,280,000株 22年3月期  5,280,000株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  19,362株 22年3月期  19,362株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 5,260,638株 22年3月期2Q 5,260,821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であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期財務諸表に
対する四半期レビュー手続が実施中です。 

※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）２ページ「当四半期の業績等に関する定性的情報」をご覧ください。 
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当第２四半期会計期間におけるわが国経済は、景気の回復基調が当四半期になって欧米経済の低迷や急

激な円高の進行などにより、回復基調が鈍化し再び景気の減速懸念が強まりつつあります。 

このような中で、当社の主力製品である光ピックアップベースは、ノートパソコン市場の順調な需要増

加により受注は堅調に推移してきておりましたが、当四半期になってパソコン市場において製品やデバイ

スの在庫が積み上がったために急激な生産調整が入りました。なお、機械部品・含油軸受・磁性材料につ

いては、低水準ながらも受注は堅調に推移いたしました。 

当社では、黒字転換に向けて徹底的な生産性改善とあらゆるコスト低減策などに取り組んだ結果、第１

四半期会計期間には収益性は大きく改善しましたが、その後の急激な生産調整に対しては固定費削減等の

対応が間に合わず、業績の悪化を招きました。 

以上の結果、当第２四半期会計期間の業績は、売上高３億８千３百万円（前年同四半期比33.5％減）、

営業損失１千９百万円（前年同四半期は２千３百万円の損失）、経常損失２千２百万円（前年同四半期は

２千１百万円の損失）、四半期純損失２千９百万円（前年同四半期は２千９百万円の損失）となりまし

た。 
  

製品別の売上高は、次のとおりであります。 

[含油軸受製品］ 

主要製品であるカーオーディオ用スピンドル軸受は、高級車への搭載モデルに採用されており、ピーク

時には及ばないまでも、比較的堅調に推移しました。一方、携帯電話の振動モーター用軸受は、競合他社

の参入等により厳しい状況が続きました。  

 その結果、含油軸受製品の当第２四半期会計期間の売上高は、３千２百万円（前年同四半期比37.4％

減）となりました。  

[機械部品製品]  

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、自動車業界の回復に伴い、ピーク時には及

ばないまでも、販売は堅調に推移しました。  

 その結果、機械部品製品の当第２四半期会計期間の売上高は、３千３百万円（前年同四半期比9.2％

増）となりました。  

[磁性材料製品] 

主要製品である医療機器のＭＲＩ用チョークコイルは、新規モデルも量産に加わり、客先の増産計画も

順調に進み、販売は堅調に推移しました。 また、自動車用センサー部品も本格量産となり、計画のとお

り順調に増産となりました。  

 その結果、磁性材料製品の当第２四半期会計期間の売上高は、３千５百万円（前年同四半期比38.8％

増）となりました。  

[樹脂成形製品]  

主要製品である光ピックアップベースは、好調なパソコン需要に支えられ、第１四半期は順調に数量を

伸ばしてきましたが、第２四半期後半に至り、欧州の経済不安や、米国の景気低迷が顕在化し、それによ

り需給バランスが崩れ、在庫調整の局面に突入し長期化の様相を呈してきました。  

 その結果、樹脂成形製品の当第２四半期会計期間の売上高は、２億１千７百万円（前年同四半期比

37.6％減）となりました。  

[精密金型製品]  

好調であった光ピックアップベースが調整局面に入ったことで、成形金型の受注にも調整が入りまし

た。 

 その結果、精密金型製品の当第２四半期会計期間の売上高は、６千３百万円（前年同四半期比44.4％

減）となりました。 
  

以上を総合して、当第２四半期会計期間の売上高は、商品の売上高１百万円（前年同四半期比78.2％

減）を含め、３億８千３百万円（前年同四半期比33.5％減）となりました。 

1. 当四半期の業績等に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する定性的情報
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当第２四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１億１百万円減少し19億４千５

百万円になりました。これは主に、現金及び預金の減少１億３千５百万円、受取手形及び売掛金の増加６

千４百万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７千１百万円減少し９億８千３百万円になりました。これは主に、支

払手形及び買掛金の減少１千７百万円、短期借入金の減少３千９百万円、長期借入金の減少１千３百万

円、資産除去債務の増加２千４百万円等によるものであります。 

  

平成23年３月期の業績予想につきましては、平成22年11月５日の「業績予想の修正に関するお知らせ」

で公表した通期の業績予想に変更はありません。 

(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
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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。 

  

会計基準に関する事項の変更 

（資産除去債務に関する会計基準の適用） 

第１四半期会計期間より、「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。  

 これにより、当第２四半期累計期間の営業利益及び経常利益はそれぞれ360千円減少し、税引前

四半期純損失が23,617千円増加しております。 

  

当社は前事業年度まで７期連続で営業損失及び経常損失を計上しております。当第２四半期累計期間

におきましては18,309千円の営業利益を確保したものの、下半期以降は受注環境の悪化に伴って営業利

益の継続的確保が困難になると予想されます。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おります。 

当第２四半期累計期間の業績は、主力製品である光ピックアップベースがノートパソコン市場の順調

な需要増加により受注が堅調に推移してきておりましたが、期間後半になってパソコン市場において製

品やデバイスの在庫が積み上がったために急激な生産調整が入りました。当社では後述のとおり経営再

建に向けての徹底的な生産性改善やコスト低減策などへの取り組みにより収益性は大きく改善しつつあ

りましたが、その後の急激な生産調整に対しては固定費削減等の対応が間に合いませんでした。 

このような中で当社は、当該状況を解消すべく、本年１月からの社長交代人事等により経営体制を刷

新し、経営再建に向けて業績回復を最優先とした再建課題、収益性改善や企業価値向上を目指した抜本

的な構造改革のための戦略などを中期経営計画として策定し、これに基づき、熱伝導樹脂や磁性材料な

ど新規製品の受注、徹底的な生産性改善とコスト低減などに取り組み、より付加価値の高い事業への転

換と収益性の改善に努めているところであります。経営再建に向けての方針として、①販路拡大による

新規製品の受注、②生産性改善による原価率の低減、③海外生産移転の推進、④不採算製品の顧客対

応、⑤原材料等の仕入コスト低減、⑥労働分配率の低減、⑦企業連携の推進、⑧財務体質の強化、⑨事

業資産の有効活用、を掲げております。なお、海外生産につきましては、当社大口顧客から海外生産拠

点での部品供給体制が求められており、コストダウンへの対応とともに当社としては光ピックアップベ

ース事業の商圏を守り更に発展させるための重要課題と位置づけ、また今後のグローバル化の流れや企

業連携による事業展開も見据えて検討を進めております。 

当事業年度（平成23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生産調整

が長引くと予想されることから、売上高及び利益とも当初予想より大きく落ち込む見通しであります。

この受注減少に対しましては、派遣社員及び非正規社員の削減、時間外労働ゼロ、賃金・給与の削減、

休業の実施及び雇用調整助成金の受給等の施策をすでに実施しており、生産調整期間中の損失を最小限

にとどめます。  

 また、当面の運転資金や海外生産の必要資金については手形の割引等で賄い、必要に応じて有価証券

の売却、事業家保険の解約、金融機関からの調達を実施いたします。 

しかし、下半期以降の経済環境や販売計画の実現可能性並びに海外に移転した場合の国内事業及び海

外事業の業績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. その他の情報

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(3) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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3. 四半期財務諸表

(1) 四半期貸借対照表

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末
(平成22年９月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 291,942 427,346

受取手形及び売掛金 400,172 336,054

商品及び製品 25,855 29,027

仕掛品 85,507 78,687

原材料及び貯蔵品 38,302 52,565

その他 7,346 9,430

貸倒引当金 △1,400 △1,402

流動資産合計 847,725 931,708

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 336,778 345,899

機械及び装置（純額） 18,226 19,724

土地 599,414 599,414

その他（純額） 8,998 11,496

有形固定資産合計 963,417 976,534

投資その他の資産

投資有価証券 28,220 35,884

破産更生債権等 2,982 3,271

その他 106,188 103,160

貸倒引当金 △2,982 △3,271

投資その他の資産合計 134,409 139,045

固定資産合計 1,097,826 1,115,579

資産合計 1,945,552 2,047,288

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 162,300 179,522

短期借入金 378,402 417,600

1年内返済予定の長期借入金 26,400 29,714

未払法人税等 5,606 8,499

賞与引当金 － 16,593

その他 80,534 90,587

流動負債合計 653,243 742,517

固定負債

長期借入金 40,400 53,600

退職給付引当金 145,833 133,287

役員退職慰労引当金 112,651 112,651

資産除去債務 24,395 －

その他 6,697 12,248

固定負債合計 329,977 311,786

負債合計 983,221 1,054,304
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末
(平成22年９月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22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 △1,115,593 △1,089,539

自己株式 △14,252 △14,252

株主資本合計 959,688 985,742

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 2,644 7,258

繰延ヘッジ損益 △1 △16

評価・換算差額等合計 2,643 7,242

純資産合計 962,331 992,984

負債純資産合計 1,945,552 2,047,288
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(2) 四半期損益計算書

【第２四半期累計期間】

（単位：千円）

前第２四半期累計期間
(平成21年４月１日から
平成21年９月30日まで)

当第２四半期累計期間
(平成22年４月１日から
平成22年９月30日まで)

売上高 1,010,905 859,984

売上原価 901,922 701,303

売上総利益 108,982 158,680

販売費及び一般管理費 156,537 140,371

営業利益又は営業損失（△） △47,555 18,309

営業外収益

受取利息 66 62

受取配当金 212 282

作業屑売却益 514 917

助成金収入 18,265 150

その他 4,801 2,015

営業外収益合計 23,861 3,428

営業外費用

支払利息 2,944 6,246

手形売却損 861 211

その他 93 399

営業外費用合計 3,899 6,857

経常利益又は経常損失（△） △27,592 14,879

特別利益

貸倒引当金戻入額 － 290

賞与引当金戻入額 16,718 －

特別利益合計 16,718 290

特別損失

固定資産処分損 3 462

減損損失 20,599 15,098

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 23,257

特別損失合計 20,602 38,818

税引前四半期純損失（△） △31,477 △23,648

法人税、住民税及び事業税 2,406 2,406

法人税等合計 2,406 2,406

四半期純損失（△） △33,883 △26,054
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【第２四半期会計期間】

（単位：千円）

前第２四半期会計期間
(平成21年７月１日から
平成21年９月30日まで)

当第２四半期会計期間
(平成22年７月１日から
平成22年９月30日まで)

売上高 576,656 383,240

売上原価 517,361 337,192

売上総利益 59,294 46,047

販売費及び一般管理費 82,299 65,808

営業損失（△） △23,005 △19,760

営業外収益

受取利息 39 39

作業屑売却益 423 257

助成金収入 3,068 －

受取手数料 － 300

その他 805 586

営業外収益合計 4,338 1,183

営業外費用

支払利息 1,471 3,096

手形売却損 837 49

その他 26 338

営業外費用合計 2,335 3,484

経常損失（△） △21,003 △22,061

特別利益

貸倒引当金戻入額 － 290

特別利益合計 － 290

特別損失

固定資産処分損 3 －

減損損失 7,737 6,749

特別損失合計 7,741 6,749

税引前四半期純損失（△） △28,744 △28,519

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（△） △29,947 △29,722
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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２四半期累計期間
(平成21年４月１日から
平成21年９月30日まで)

当第２四半期累計期間
(平成22年４月１日から
平成22年９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（△） △31,477 △23,648

減価償却費 24,248 19,520

減損損失 20,599 15,098

貸倒引当金の増減額（△は減少） 897 △290

賞与引当金の増減額（△は減少） △16,654 △16,593

退職給付引当金の増減額（△は減少） △26,661 12,546

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,877 －

固定資産処分損益（△は益） 3 462

受取利息及び受取配当金 △278 △345

支払利息 2,944 6,246

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 23,257

売上債権の増減額（△は増加） △52,406 △63,828

たな卸資産の増減額（△は増加） △7,827 10,656

仕入債務の増減額（△は減少） 59,743 △17,221

その他 6,407 △19,934

小計 △16,583 △54,073

利息及び配当金の受取額 281 348

利息の支払額 △2,972 △6,215

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 △24,085 △64,752

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 △7,793 △11,603

保険積立金の積立による支出 △3,902 △3,336

投資活動によるキャッシュ・フロー △11,695 △14,939

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） △19,200 △39,198

長期借入金の返済による支出 △10,002 △16,514

自己株式の取得による支出 △110 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △29,312 △55,712

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △65,093 △135,404

現金及び現金同等物の期首残高 251,829 427,346

現金及び現金同等物の四半期末残高 186,735 291,942
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当社は前事業年度まで７期連続で営業損失及び経常損失を計上しております。当第２四半期累計期間

におきましては18,309千円の営業利益を確保したものの、下半期以降は受注環境の悪化に伴って営業利

益の継続的確保が困難になると予想されます。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おります。 

当第２四半期累計期間の業績は、主力製品である光ピックアップベースがノートパソコン市場の順調

な需要増加により受注が堅調に推移してきておりましたが、期間後半になってパソコン市場において製

品やデバイスの在庫が積み上がったために急激な生産調整が入りました。当社では後述のとおり経営再

建に向けての徹底的な生産性改善やコスト低減策などへの取り組みにより収益性は大きく改善しつつあ

りましたが、その後の急激な生産調整に対しては固定費削減等の対応が間に合いませんでした。 

このような中で当社は、当該状況を解消すべく、本年１月からの社長交代人事等により経営体制を刷

新し、経営再建に向けて業績回復を最優先とした再建課題、収益性改善や企業価値向上を目指した抜本

的な構造改革のための戦略などを中期経営計画として策定し、これに基づき、熱伝導樹脂や磁性材料な

ど新規製品の受注、徹底的な生産性改善とコスト低減などに取り組み、より付加価値の高い事業への転

換と収益性の改善に努めているところであります。経営再建に向けての方針として、①販路拡大による

新規製品の受注、②生産性改善による原価率の低減、③海外生産移転の推進、④不採算製品の顧客対

応、⑤原材料等の仕入コスト低減、⑥労働分配率の低減、⑦企業連携の推進、⑧財務体質の強化、⑨事

業資産の有効活用、を掲げております。なお、海外生産につきましては、当社大口顧客から海外生産拠

点での部品供給体制が求められており、コストダウンへの対応とともに当社としては光ピックアップベ

ース事業の商圏を守り更に発展させるための重要課題と位置づけ、また今後のグローバル化の流れや企

業連携による事業展開も見据えて検討を進めております。 

当事業年度（平成23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生産調整

が長引くと予想されることから、売上高及び利益とも当初予想より大きく落ち込む見通しであります。

この受注減少に対しましては、派遣社員及び非正規社員の削減、時間外労働ゼロ、賃金・給与の削減、

休業の実施及び雇用調整助成金の受給等の施策をすでに実施しており、生産調整期間中の損失を最小限

にとどめます。  

 また、当面の運転資金や海外生産の必要資金については手形の割引等で賄い、必要に応じて有価証券

の売却、事業家保険の解約、金融機関からの調達を実施いたします。 

しかし、下半期以降の経済環境や販売計画の実現可能性並びに海外に移転した場合の国内事業及び海

外事業の業績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おりません。 

  

当第２四半期累計期間（平成22年４月１日から平成22年９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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当第２四半期会計期間における生産実績を製品別に示すと、次のとおりであります。 
  

 
(注) １．金額は、販売価格により表示しております。 

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当第２四半期会計期間における受注実績を製品別に示すと、次のとおりであります。 
  

 
(注) １．金額は、販売価格により表示しております。 

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

4. 補足情報

生産、受注及び販売の状況

(1) 生産実績

製品別 生産高(千円) 前年同四半期比(％)

含油軸受 26,077 △ 50.8

機械部品 33,619  ＋ 10.4

磁性材料 34,658 ＋ 47.8

樹脂成形品 219,312 △ 36.1

精密金型 63,729 △ 44.4

合計 377,397 △ 33.1

(2) 受注実績

製品別 受注高(千円) 前年同四半期比(％) 受注残高(千円) 前年同四半期比(％)

含油軸受 33,066 △ 26.4 13,673 △ 1.4

機械部品 22,191 △ 40.1 7,364 △ 53.7

磁性材料 31,387 △ 15.2 17,991 ＋ 13.1

樹脂成形品 109,234 △ 69.0 81,658 △ 49.5

精密金型 △ 24,228 △ 132.8 65,106 △ 21.7

合計 171,650 △ 68.5 185,794 △ 36.1
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当第２四半期会計期間における販売実績を製品別に示すと、次のとおりであります。 
  

 
  

(注）１．主な輸出先及び輸出販売高に対する割合は次のとおりであります。 

（ ）内の数値は総販売実績に対する輸出高の割合であります。 

  

 
  

２．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。 

  

 
  

３  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(3) 販売実績

製品別 販売高(千円） 前年同四半期比(％)

含油軸受 32,441 △ 37.4

機械部品 33,094 ＋ 9.2

磁性材料 35,022 ＋ 38.8

樹脂成形品 217,610 △ 37.6

精密金型 63,729 △ 44.4

商品 1,341 △ 78.2

合計 383,240 △ 33.5

前第２四半期会計期間 当第２四半期会計期間

輸出先 販売高(千円) 割合(％) 輸出先 販売高(千円) 割合(％)

タイ 53,158 57.2 タイ 62,222 82.2

中国 19,114 20.6 中国 8,028 10.6

フィリピン他 20,714 22.2 韓国他 5,461 7.2

計
92,987

（16.1％) 
100.0 計

75,711
（19.8％)

100.0

前第２四半期会計期間 当第２四半期会計期間

相手先 販売高(千円) 割合(％) 相手先 販売高(千円) 割合(％)

三洋メディアテック㈱ 245,046 42.5 三洋メディアテック㈱ 147,851 38.6

三洋電機国際物流有限公司 83,962 14.6 三洋電機国際物流有限公司 60,444 15.8
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