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（百万円未満切捨て） 
１．平成23年12月期第2四半期の連結業績（平成23年1月1日～平成23年6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2四半期 6,730  4.5 69 △87.1 △402  － △70  － 
22年 12月期第2四半期 6,439 118.1 533  － 8  － △214  － 

 

 
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2四半期 △932.45    － 
22年 12月期第2四半期 △3,718.71    － 

 
（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2四半期 14,064 4,419 31.3 56,995.25
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2四半期         4,408百万円 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 13,000  △7.7 420  △74.8 △450   － 0 △100.0 0.00

(注)当四半期における業績予想の修正有無 ：無 



 

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 75,960株 22年12月期2Ｑ 57,740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） 
前項の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、今後さまざまな要因に

よって予想数値と異なる可能性があります。 
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、年初来厳しい雇用情勢が続くなか、アジアを中心とした新興国に

おける経済成長や政府による景気対策等に後押しされる形で、輸出主導による緩やかな景気回復を続けていました。しか

しながら、3月11日に発生した東日本大震災により、国内の景況感は、一転不透明感が支配する状況に変わりました。加

えて、欧州および米国における債務問題の拡大懸念等から、世界景気の先行きに対する不安も一挙に浮上し、結果とし

て、個人消費の落ち込み懸念や急速な円高進行などが顕在化し、今後の景気動向はまったく予断を許さぬ展開となりまし

た。 

こうした中、当社は、スマートフォン市場が順調に拡大する中、主力製品であるカメラ機能つき携帯電話・スマート

フォン向けＡＦＬ（オートフォーカスリニアモータ）においては、競合他社との競争が激化していることに加え、顧客か

らのコストダウン要請も強いこと等から、売上高を伸ばすには至りませんでした。その結果、売上高は67億30百万円とな

り、前年同期比4.5％の増加となりました。 

 損益面では、相応の受注数量を確保したものの、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、予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、営業利益は69百万円となりました(前年同期は５億33百万円の営業利益)。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３億90百万円の計上等により４億２百万円の経常損失を計上いたしました（前年同

期は８百万円の経常利益）。また、 終損益につきましては、特別利益として３億27百万円のデリバティブ評価益等を計

上したことから、当四半期連結累計期間の税引後純損失は70百万円となりました。 

  

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62億33百万円（前年同期比１億84百万円増）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 優先とする施策により、受注の積み上

げに努めたことにより、売上高４億97百万円（前年同期比１億６百万円増）となりました。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前期末比９億54百万円増加し140億64百万円となりました。流動資産は前期

末比７億89百万円増加し65億11百万円となりました。これは現金及び預金が11億84百万円増加する一方、未収消費税等が

１億18百万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１億64百万円増加し75億53百万円となりました。

これは、有形固定資産が1億24百万円増加したことが主な要因であります。 

負債合計は、前期末比１億75百万円減少し96億44百万円となりました。これは、未払金が１億15百円、社債が１億82

百万円、デリバティブ債務が３億27百万円減少する一方、短期借入金が2億89百万円、長期借入金が３億32百万円増加し

たことが主な要因であります。 

  純資産は、前期末比11億30百万円増加し44億19百万円となりました。以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度に対

して6.4％上昇し、31.3％となりました。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間の連結業績を踏まえ、現時点において、平成23年12月期の連結業績予想につきましては、平

成23年８月10日に公表した予想数値に変更はございません。 

なお、今後、業績予想を見直す必要が生じたときには、適時、その内容を開示いたします。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

               



  

（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。  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

１．会計処理基準に関する事項の変更 

 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。 

２．表示方法の変更 

 「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用語様 

式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適用によ 

り、第２四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純損失」の科目で表示しております。   

  

２．その他の情報

               



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２四半期連結会計期間末
(平成23年６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 1,849,643 665,197

受取手形及び売掛金 2,171,831 2,482,964

製品 581,966 677,392

仕掛品 371,522 337,763

原材料及び貯蔵品 671,352 649,658

未収消費税等 62,339 180,866

繰延税金資産 518,760 505,108

その他 393,892 297,370

貸倒引当金 △109,826 △74,546

流動資産合計 6,511,481 5,721,777

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,376,420 1,411,340

機械装置及び運搬具（純額） 4,929,109 4,812,793

工具、器具及び備品（純額） 366,712 385,804

土地 186,723 186,723

建設仮勘定 196,175 133,701

有形固定資産合計 7,055,140 6,930,363

無形固定資産   

その他 73,687 33,692

無形固定資産合計 73,687 33,692

投資その他の資産   

投資有価証券 237,213 225,293

繰延税金資産 25,006 27,730

その他 163,780 173,134

貸倒引当金 △1,698 △1,716

投資その他の資産合計 424,302 424,441

固定資産合計 7,553,129 7,388,497

資産合計 14,064,610 13,110,275

               



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成23年６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 771,499 728,229

短期借入金 3,472,100 3,182,500

1年内返済予定の長期借入金 1,657,346 1,323,428

1年内償還予定の社債 166,000 432,000

リース債務 － 39,595

未払金 276,826 392,591

未払法人税等 10,419 65,669

デリバティブ債務 1,098,800 1,426,733

賞与引当金 11,407 12,430

その他 409,070 458,109

流動負債合計 7,873,469 8,061,287

固定負債   

社債 284,000 200,000

長期借入金 1,409,172 1,410,882

繰延税金負債 54,071 75,859

その他 24,186 72,615

固定負債合計 1,771,429 1,759,356

負債合計 9,644,898 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 △480,909 △2,298,210

株主資本合計 4,761,594 3,677,058

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △119,652 △131,572

為替換算調整勘定 △233,815 △274,771

評価・換算差額等合計 △353,467 △406,343

新株予約権 11,585 18,916

純資産合計 4,419,712 3,289,631

負債純資産合計 14,064,610 13,110,275

               



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 6,439,360 6,730,645

売上原価 4,879,246 5,600,345

売上総利益 1,560,113 1,130,299

販売費及び一般管理費 1,026,225 1,060,370

営業利益 533,888 69,929

営業外収益   

受取利息 499 1,371

受取配当金 6 6

スクラップ売却益 8,224 －

債務勘定整理益 4,488 －

還付金等 － 14,043

その他 20,442 27,961

営業外収益合計 33,661 43,382

営業外費用   

支払利息 90,315 95,552

為替差損 451,188 390,210

その他 18,028 29,928

営業外費用合計 559,531 515,691

経常利益又は経常損失（△） 8,018 △402,379

特別利益   

固定資産売却益 301 12,514

貸倒引当金戻入額 3,000 4,080

デリバティブ評価益 － 327,933

負ののれん発生益 － 14,153

その他 379 14,576

特別利益合計 3,681 373,259

特別損失   

固定資産除却損 362 93,093

特別退職金 1,036 －

デリバティブ評価損 52,031 －

訴訟和解金 83,571 －

前期損益修正損 4,900 －

特別損失合計 141,901 93,093

税金等調整前四半期純損失（△） △130,202 △122,213

法人税、住民税及び事業税 1,176 2,701

法人税等調整額 83,339 △54,087

法人税等合計 84,515 △51,385

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △70,828

四半期純損失（△） △214,718 △70,828

               



（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第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) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 3,972,584 3,215,725

売上原価 2,859,659 2,797,365

売上総利益 1,112,925 418,359

販売費及び一般管理費 499,814 498,741

営業利益又は営業損失（△） 613,111 △80,382

営業外収益   

受取利息 195 1,109

受取配当金 6 6

スクラップ売却益 6,130 897

債務勘定整理益 4,488 －

還付金等 － 14,043

その他 6,204 13,853

営業外収益合計 17,025 29,909

営業外費用   

支払利息 45,799 53,082

為替差損 361,536 315,622

その他 6,823 15,053

営業外費用合計 414,160 383,758

経常利益又は経常損失（△） 215,976 △434,232

特別利益   

貸倒引当金戻入額 625 1,924

デリバティブ評価益 － 55,598

賞与引当金戻入額 20,310 －

その他 379 13,437

特別利益合計 21,315 70,959

特別損失   

固定資産除却損 151 52,138

デリバティブ評価損 274,433 －

訴訟和解金 83,571 －

前期損益修正損 4,900 －

特別損失合計 363,056 52,138

税金等調整前四半期純損失（△） △125,765 △415,410

法人税、住民税及び事業税 582 1,739

法人税等調整額 88,281 △36,670

法人税等合計 88,864 △34,931

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △380,478

四半期純損失（△） △214,629 △380,478

               



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年６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（△） △130,202 △122,213

減価償却費 691,891 655,472

負ののれん発生益 － △14,153

固定資産除却損 362 93,093

有形固定資産売却損益（△は益） △301 △12,514

のれん償却額 － 3,863

デリバティブ評価損益（△は益） 52,031 △327,933

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,211 34,797

賞与引当金の増減額（△は減少） 3,770 △1,023

受取利息及び受取配当金 △505 △1,371

支払利息 90,315 95,552

為替差損益（△は益） 162,572 277,143

売上債権の増減額（△は増加） △792,800 557,103

たな卸資産の増減額（△は増加） △393,878 111,153

未払又は未収消費税等の増減額 2,212 120,145

その他の資産の増減額（△は増加） △64,241 △10,787

仕入債務の増減額（△は減少） 635,082 △85,012

その他の負債の増減額（△は減少） 174,324 △386,847

その他 16,861 8,636

小計 444,282 995,102

利息及び配当金の受取額 505 1,371

利息の支払額 △88,743 △121,142

訴訟和解金の支払額 － △19,500

法人税等の支払額 △2,101 △42,851

営業活動によるキャッシュ・フロー 353,943 812,979

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 △70,357 △29,759

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 △719,424 △465,047

有形固定資産の売却による収入 32,187 50,099

無形固定資産の取得による支出 △13,753 △4,220

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 6,000 3,500

その他 － △10

投資活動によるキャッシュ・フロー △707,564 △357,472

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） 1,089,001 289,600

長期借入れによる収入 420,000 1,049,000

長期借入金の返済による支出 △681,828 △716,792

割賦債務の返済による支出 △53,976 △53,976

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △92,278 △40,141

社債の発行による収入 － 200,000

社債の償還による支出 △301,000 △382,000

株式の発行による収入 － 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 379,793 974,809

現金及び現金同等物に係る換算差額 △164,053 △275,631

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △137,881 1,154,685

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 220,388 1,748,763

               



    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２四半期連結累計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年６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２四半期連結累計期間 （自 平成22年１月１日 至 平成22年６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310,260千円であり、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２四半期連結累計期間（自平成22年１月１日 至平成22年６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、台湾、ベトナム、 

             シンガポール、香港 

    （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 

   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。 

  

【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。 

（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  6,241,285  198,075  6,439,360  －  6,439,360

（2）セグメント間の内部売上高 

   又は振替高 
 185,671  5,307,622  5,493,294 (5,493,294)  －

 計  6,426,957  5,505,698  11,932,655  (5,493,294)  6,439,360

 営業利益又は営業損失（△）  788,224  38,232  826,457  (292,568)  533,888

  アジア  欧州  南米  北米  その他  計  

 Ⅰ 海外売上高 

    （千円）  
 4,425,357  107,096  －  930  －  4,533,384

 Ⅱ 連結売上高 

    （千円）  
 －  －  －  －  －  6,439,360

 Ⅲ 連結売上高に占め 

    る海外売上高の割 

    合（％） 

 68.7  1.7  －  0.0  －  70.4

               



  

 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、第２四半期

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。  

  

（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２四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．当第２四半期連結会計期間におけるフジノン株式会社、コニカミノルタオプト株式会社に対する販売実績及び

     前第２四半期連結会計期間におけるGENIUS ELECTRONIC OPTICAL（XIAMEN）CO.,LTDに対する販売実績は、 

     当該割合が100分の10未満のため記載しておりません。 

   ３．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

用途市場 

当第２四半期連結会計期間 

（自 平成23年４月１日 

  至 平成23年６月30日） 

前年同四半期比（％） 

 携帯電話市場      （千円）              2,995,442                73.1

 その他の市場      （千円）               110,412                50.7

 合計          （千円）              3,105,854                71.9

用途市場 

当第２四半期連結会計期間 

（自 平成23年４月１日 

  至 平成23年６月30日） 

前年同四半期比（％） 

 携帯電話市場      （千円）             2,943,132                79.1

 その他の市場      （千円）              272,592               108.6

 合計          （千円）             3,215,725                80.9

  

相手先 

  

前第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）  

当第２四半期連結会計期間 

（自 平成23年４月１日 

  至 平成23年６月30日）  

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 

 AMTAI INTERNATIONAL LIMITED     1,971,836        49.6     1,896,469        59.0

  GENIUS ELECTRONIC OPTICAL  

 （XIAMEN）CO.,LTD 
      －        －      353,181        11.0

 フジノン株式会社      499,738        12.6        －        －

 コニカミノルタオプト株式会社      443,071        11.2        －        －
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