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(百万円未満切捨て)

１．平成24年12月期第１四半期の連結業績（平成24年1月1日～平成24年3月31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 ％

24年12月期第１四半期 2,132△39.3 △558 － △271 － △308 －

23年12月期第１四半期 3,51442.5 150 － 304 － 309 －

(注) 包括利益 24年12月期第１四半期 △133百万円(－％) 23年12月期第１四半期 426百万円(－％)

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

24年12月期第１四半期 △3,988.28 －

23年12月期第１四半期 4,152.92 4,098.72

（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

24年12月期第１四半期 11,285 1,143 10.0 14,527.24
23年12月期 10,764 1,276 11.7 16,244.38

(参考) 自己資本 24年12月期第１四半期 1,125百万円 23年12月期 1,258百万円

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

23年12月期 － 000 － 000 000

24年12月期 －

24年12月期(予想) － － － －

３．平成24年12月期の連結業績予想（平成24年1月1日～平成24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

第２四半期(累計) 4,500△30.1 △100 － △250 － △300 － △3,872.22

通期 10,000△4.4 500 － 200 － 100 － 1,290.74



 

  

 

 

 
  

・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、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりま

す。 

  

・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、添付

資料P2 「1．当四半期決算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」をご覧くだ

さい。 

４．その他

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

  新規  －社 (社名)          、除外  －社 (社名)

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
 

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 有

④ 修正再表示 ： 無

（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) 24年12月期 Ｑ 77,475株 23年12月期 77,475株

② 期末自己株式数 24年12月期1Ｑ －株 23年12月期 －株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年12月期1Ｑ 77,475株 23年12月期1Ｑ 74,562株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、欧州の債務危機による世界経済の減速懸念や原油

高の影響等により景気の先行きに不透明感が残るものの、東日本大震災からの復興に伴い、企業の生産

活動や個人消費に持ち直しの動きが見られ緩やかながら景気は回復基調で推移してまいりました。世界

経済全体では、中国やインドを中心とする新興国では輸出や投資の伸びの鈍化で成長がやや緩やかにな

りましたが、引き続き新興国の内需に牽引される形で緩やかな成長となりました。  

こうした中、当社の主力製品であるオートフォーカス用リニアモータ（以下、「ＡＦＬモータ」とす

る。）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、受注増加に対応した生産人員の確保の遅れや歩留の悪化により生産数量を伸

ばすことができず、これに、競合他社との競争の激化等の動きが重なり、さらに販売単価が低下する中

で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21億32百万円（前年同期比39.3％

減）となりました。  

損益面では、マグネット等の原材料価格の高止まり、生産数量の増加に伴う生産人員確保のためのコ

ストの増加および中国における人件費の上昇等の要因から、原価率が前年同期比で大きく上昇する結果

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により積極的なコスト削

減策に注力しましたが、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５億58百万円とな

りました(前期は１億50百万円の営業利益)。経常損益につきましては、デリバティブ評価益２億97百万

円の計上等により２億71百万円の経常損失を計上いたしました（前年同期は３億４百万円の経常利

益）。 

  また、固定資産除却損48百万円の計上等により四半期純損失は３億８百万円となりました（前年同期

は３億９百万円の四半期純利益）。  

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、受注は回復したものの生産が追いつかず、売上高は18億70百万円（前年同期比43.1％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たことにより、売上高２億61百万円（前年同期比16.2％増）となり

ました。  

  

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前期末比５億21百万円増加し112億85百万円となりまし

た。流動資産は前期末比３億57百万円増加し44億78百万円となりました。これは現金及び預金が３億42

百万円、棚卸資産が１億17百万円減少する一方、売上債権が８億83百万円増加したことが主な要因であ

ります。固定資産は、前期末比１億64百万円増加し68億６百万円となりました。これは、有形固定資産

１億48百万円増加したことが主な要因であります。  

１．当四半期決算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

（２）連結財政状態に関する定性的情報
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負債合計は、前期末比６億54百万円増加し101億42百万円となりました。流動負債は前期末比10億18

百万円増加し78億14百万円となりました。これは、買掛金が５億43百万円、短期借入金が７億40百万円

増加する一方、1年内返済予定長期借入金が２億９百万円、デリバティブ負債が２億97百万円減少した

ことが主な要因であります。固定負債は、前期比３億64百万円減少し23億28百万円となりました。これ

は、長期借入金が２億87百万円減少したことが主な要因であります。  

純資産は、前期末比１億33百万円減少し11億43百万円となりました。これはその他の包括利益累計額

が１億75百万円増加する一方で、四半期純損失３億８百万円の計上により利益剰余金が減少したことに

よります。以上の結果、自己資本比率は前期比 1.7％減少し、10.0％となりました。  

  

当四半期において、３億８百万円の四半期純損失を計上しておりますが、受注の急回復に伴い、生産

人員の確保等のコストが一時的に発生したものであり、平成24年12月期の連結業績予想につきまして

は、平成24年２月14日に開示いたしました内容を修正いたしません。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。  

  

（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。 

  

  

（耐用年数の変更） 

当社の一部の連結子会社が保有する一部の機械装置は、従来、耐用年数を10年として減価償却を行っ

てきましたが、当該資産の利用状況の見直し等を行ったところ当初予定した耐用年数と現在以降の経済

的使用予測期間との間に乖離が生じていることが明らかになったため、当第１四半期連結会計期間より

耐用年数を６年に見直し、将来にわたり変更しております。 

これにより、従来の方法に比べて、当第１四半期連結累計期間の売上総損失、営業損失、経常損失及

び税金等調整前四半期純損失は、それぞれ41,641千円増加しております。 

  

（４）追加情報 

(会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用) 

当第１四半期会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変

更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 平成21年12月４日)及び「会計上の変更及

び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日)を適用

しております。 

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用：無

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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当社グループは、当第１四半期連結会計期間において、主力製品であるAFLモータの受注数量は回復

基調にあるものの、販売単価の低下、製造子会社における人件費の上昇及び歩留の悪化等により、売上

総損失１億87百万円、営業損失５億58百万円、経常損失２億71百万円、四半期純損失３億８百万円を計

上するに至りました。その結果、前連結会計年度に引き続き、一部の取引金融機関と締結しているシン

ジケーション方式および相対方式による金銭消費貸借契約に付されている財務制限条項に抵触している

事実が生じております。  

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事象または状況が存在しておりま

す。 

当該事象または状況を解消すべく以下のような対応策を実施してまいります。 

①経営資源の集中ならびに販路の拡大 

当社グループの経営資源をＡＦＬモータの製品開発ならびに新たな販売マーケットの開拓に集中さ

せ、安定的かつ継続的な受注の確保を図ります。 

当第１四半期連結累計期間においては、タブレット型端末に当社製品が正式採用され、その後の受注

についても堅調に推移するなど一定の成果が得られているものと考えております。 

②製造コストの一層の削減 

労働コストの上昇への対応として、従来より生産工程の自動化に注力してまいりましたが、今後は一

層の自動化を図るとともに、生産性の向上により余剰となった設備の合理化を推進する他、材料購買先

の継続的な新規開拓による仕入コストの削減を図ることにより、製造コストの削減を図ります。 

また、工場間接部門のみならず、本社間接部門における人件費その他間接コストの削減に取り組んで

まいります。 

③安定的な運転資金の確保 

当社グル―プの経営活動の継続を確かなものとするためには安定的な運転資金の確保が必須でありま

す。 

そのためにはメインバンクを中心とした取引金融機関との連携を維持し、継続的かつ追加的な支援を

仰ぐべく、資金の効率化を前提とした資金計画を策定し、必要な運転資金の確保に関する支援を依頼し

ております。 

なお、当社が締結している一部の金銭消費貸借契約につき「財務制限条項」に抵触している状況では

ありますが、既に取引金融機関からは直ちに期限の利益の喪失を行わない旨の「同意書」を入手をして

おります。 

当社グループは引き続き、継続企業の前提に疑義を抱かせる事象又は状況を解消すべく努力してまい

る所存であります。 

  

  

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期連結財務諸表

（１）四半期連結貸借対照表

（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 789,508 447,242

受取手形及び売掛金 1,521,419 2,404,614

製品 551,071 416,522

仕掛品 362,727 372,135

原材料及び貯蔵品 672,381 680,021

未収還付消費税等 64,396 26,824

その他 313,326 263,779

貸倒引当金 △153,286 △132,440

流動資産合計 4,121,546 4,478,699

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,330,899 1,374,095

機械装置及び運搬具（純額） 4,192,122 4,227,642

工具、器具及び備品（純額） 248,735 261,221

土地 186,723 186,723

建設仮勘定 239,905 297,608

有形固定資産合計 6,198,385 6,347,291

無形固定資産

その他 65,639 66,182

無形固定資産合計 65,639 66,182

投資その他の資産

投資有価証券 211,781 228,224

繰延税金資産 16,849 16,045

その他 170,652 170,175

貸倒引当金 △20,407 △20,962

投資その他の資産合計 378,875 393,482

固定資産合計 6,642,901 6,806,956

資産合計 10,764,447 11,285,656
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 917,148 1,460,555

短期借入金 2,838,099 3,578,470

1年内返済予定の長期借入金 1,421,608 1,212,408

1年内償還予定の社債 201,000 201,000

未払金 272,794 355,028

未払法人税等 3,800 4,510

デリバティブ債務 823,314 525,778

その他 317,476 476,301

流動負債合計 6,795,241 7,814,053

固定負債

社債 416,000 352,000

転換社債型新株予約権付社債 539,000 539,000

長期借入金 1,681,964 1,394,412

繰延税金負債 44,128 35,002

その他 11,986 8,097

固定負債合計 2,693,079 2,328,511

負債合計 9,488,320 10,142,564

純資産の部

株主資本

資本金 3,351,020 3,351,020

資本剰余金 1,898,685 1,898,685

利益剰余金 △3,579,576 △3,888,568

株主資本合計 1,670,129 1,361,137

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △145,084 △128,641

為替換算調整勘定 △266,512 △106,998

その他の包括利益累計額合計 △411,596 △235,639

新株予約権 17,593 17,593

純資産合計 1,276,126 1,143,091

負債純資産合計 10,764,447 11,285,656
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

 第１四半期連結累計期間

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成23年１月１日
 至 平成23年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年１月１日
 至 平成24年３月31日)

売上高 3,514,919 2,132,240

売上原価 2,802,979 2,319,797

売上総利益又は売上総損失（△） 711,940 △187,557

販売費及び一般管理費 561,628 371,162

営業利益又は営業損失（△） 150,312 △558,719

営業外収益

受取利息 262 699

為替差益 － 33,059

デリバティブ評価益 272,335 297,536

その他 13,210 10,856

営業外収益合計 285,808 342,151

営業外費用

支払利息 42,469 42,963

為替差損 74,587 －

その他 14,864 12,275

営業外費用合計 131,922 55,239

経常利益又は経常損失（△） 304,198 △271,807

特別利益

固定資産売却益 12,504 714

貸倒引当金戻入額 2,155 －

負ののれん発生益 14,153 －

その他 1,139 －

特別利益合計 29,953 714

特別損失

固定資産除却損 40,955 48,875

特別損失合計 40,955 48,875

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純
損失（△）

293,196 △319,967

法人税、住民税及び事業税 962 1,135

法人税等調整額 △17,416 △12,111

法人税等合計 △16,453 △10,975

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△）

309,650 △308,992

四半期純利益又は四半期純損失（△） 309,650 △308,992
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四半期連結包括利益計算書

 第１四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成23年１月１日
 至 平成23年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年１月１日
 至 平成24年３月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△）

309,650 △308,992

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 12,566 16,442

為替換算調整勘定 104,208 159,514

その他の包括利益合計 116,774 175,957

四半期包括利益 426,425 △133,035

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 426,425 △133,035
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当社グループは、前連結会計年度において31億69百万円の当期純損失を計上し、当第１四半期連結累

計期間においても主力製品であるAFLモータの受注数量は回復基調にあるものの、販売単価の低下、製

造子会社における人件費の上昇及び歩留の悪化等により、売上総損失１億87百万円、営業損失５億58百

万円、経常損失２億71百万円、四半期純損失３億８百万円を計上しております。その結果、当社が一部

の取引金融機関と締結しているシンジケーション方式および相対方式による金銭消費貸借契約に付され

ている「財務制限条項」に抵触している事実が生じております。  

かかる状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象または状況が存在しており

ます。 

当社グループは当該事象又は状況を解消すべく以下のような対応策を実施してまいります。 

  

①経営資源の集中ならびに販路の拡大 

当社グループの主力製品であるＡＦＬモータの競争力を高めるべく、当社グループの経営資源をＡＦ

Ｌモータの製品開発ならびに新たな販売マーケットの開拓に集中させ、安定的かつ継続的な受注の確保

を図ります。 

従来より主たる市場であった携帯電話およびスマートフォン市場の他、タブレット型端末に当社製品

が正式採用されており、同市場の拡大とともにその後の受注は順調に推移しております。さらに中国市

場におけるスマートフォン市場拡大に伴う中国メーカーからの受注の新規獲得など、一定の成果が得ら

れているものと考えております。 

②製造コストの一層の削減 

当社グループの生産拠点である中国沿岸部における近年の労働市場の逼迫は、最低賃金の引き上げや

熟練工の減少による労働生産性の低下をもたらし、結果として歩留まり悪化の主たる要因となっており

ます。 

当社グループとしてもかかる状況の到来を見越し、従来より生産工程の自動化に注力することにより

労働コストの削減、歩留まりの向上に取り組んでまいりましたが、今後は一層の自動化を図るととも

に、生産性の向上により余剰となった設備の合理化を推進する他、材料購買先の継続的な新規開拓によ

る仕入コストの削減を図ることにより、製造コストの削減を図ります。 

また、工場間接部門のみならず、本社間接部門における人件費その他間接コストの削減に取り組んで

まいります。 

③安定的な運転資金の確保 

当社グル―プの経営活動の継続を確かなものとするためには安定的な運転資金の確保が必須でありま

す。 

そのためにはメインバンクを中心とした取引金融機関との連携を維持し、継続的かつ追加的な支援を

仰ぐべく、資金の効率化を前提とした資金計画を策定し、必要な運転資金の確保に関する支援を依頼す

ることで、経常収支の安定を図ってまいります。 

なお、上記に記載のとおり、当社が締結している一部の金銭消費貸借契約につき「財務制限条項」に

抵触している状況ではありますが、既に取引金融機関からは直ちに期限の利益の喪失を行わない旨の

「同意書」を入手しております。 

しかしながら、これらの対応策は実施途上にあり、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。 

（３）継続企業の前提に関する注記
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なお、四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、このような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連結財務諸表には反映しておりません。 

  

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。 

  

該当事項はありません。  

  

  

（４）セグメント情報等

（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１四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１四半期連結会計期間及び当第１四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。 

    ３．前第１四半期連結会計期間におけるGENIUS ELECTRONIC OPTICALCO.,LTD、 

           KONICA MINOLTA OPTO 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 

           を省略しております。  

  

５．補足情報

（１）生産、受注及び販売の状況

用途市場
当第１四半期連結会計期間 
（自 平成24年１月１日 

  至 平成24年３月31日）
前年同四半期比（％）

 携帯電話市場 （千円） 1,704,239 53.1

 その他の市場 （千円） 125,454 46.7

 合計 （千円） 1,829,693 52.6

用途市場
 当第１四半期連結会計期間 
（自 平成24年１月１日 

  至 平成24年３月31日）
 前年同四半期比（％）

 携帯電話市場 （千円） 1,870,829 56.9

 その他の市場 （千円） 261,410 116.2

 合計 （千円） 2,132,240 60.7

相手先

前第１四半期連結会計期間 
（自 平成23年１月１日 

  至 平成23年３月31日）

 当第１四半期連結会計期間 
（自 平成24年１月１日 

  至 平成24年３月31日）

 金額（千円）  割合（％） 金額（千円）  割合（％）

AMTAI INTERNATIONAL LIMITED2,418,620 68.8 630,04129.5

GENIUS ELECTRONIC OPTICALCO.,LTD- - 551,142 25.8

KONICA MINOLTA OPTO CO,LTD- - 284,880 13.4

ｼｺｰ㈱(6667)　平成24年12月期　第１四半期決算短信

11


	全文.pdf
	全文PDF



