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(百万円未満切捨て)

１．平成24年12月期第２四半期の連結業績（平成24年1月1日～平成24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 ％

24年12月期第２四半期 4,510△33.0 △883 － △847 － △1,576－

23年12月期第２四半期 6,7304.5 69△87.1 △74 － △70 －

(注) 包括利益 24年12月期第２四半期 △1,402百万円(－％) 23年12月期第２四半期 △17百万円(－％)

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２四半期 △20,34589 －

23年12月期第２四半期 △93245 －

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

24年12月期第２四半期 10,792 △126 －

23年12月期 10,764 1,276 11.7

(参考) 自己資本 24年12月期第２四半期 △143百万円 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 － 000

 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、対前期増減率)

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 － － － － － － － － －



 

  

 

 

 
  

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報告書のレビュー手続は完了しています。 

  

1．平成24年８月10日の「民事再生手続開始の申立て及びスポンサー契約締結に関するお知らせ」の開

示のとおり、当社は、平成24 年8 月10 日開催の臨時取締役会において、民事再生手続開始の申立て

を行うことについて決議し、直ちに東京地方裁判所に申立てを行い、同日、同裁判所より弁済禁止の

保全命令及び監督命令が発令されるとともに、竹村葉子弁護士が監督委員に選任されました。今後に

つきましては、東京地方裁判所から民事再生手続開始決定を受けた後、再生計画案を作成、同裁判所

に提出し、同所より認可を受けて再生計画を遂行することになりますが、現時点では確定していない

ため、平成24年12月期の連結業績予想は作成不能のため開示できません。 

２．当社は、明誠監査法人より四半期連結財務諸表に対する結論の表明をしない旨の四半期レビュー報

告書を受領しております。 

  

※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 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２Ｑ 77,475株 23年12月期 77,475株

② 期末自己株式数 24年12月期２Ｑ －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２Ｑ 77,475株 23年12月期２Ｑ 75,960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



 

  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………２ 

（１）連結経営成績に関する定性的情報 …………………………………………………２ 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 …………………………………………………２ 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 …………………………………………………３ 

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項 ………………………………………………４ 

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ……………………………４ 

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ……………………………４ 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 …………………………４ 

（４）追加情報 ………………………………………………………………………………５ 

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要 …………………………………………５ 

４．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………６ 

（１）四半期連結貸借対照表 ………………………………………………………………６ 

（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 …………………………８ 

四半期連結損益計算書 ………………………………………………………………８ 

四半期連結包括利益計算書 …………………………………………………………９ 

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 ……………………………………………10 

（４）継続企業の前提に関する注記 ………………………………………………………12 

（５）セグメント情報等 ……………………………………………………………………12 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ………………………………12 

（７）重要な後発事象 ………………………………………………………………………13 

５．補足情報 …………………………………………………………………………………14 

（１）生産、受注及び販売の状況 …………………………………………………………14 

  

○添付資料の目次

ｼｺｰ㈱（6667）　平成24年12月期　第２四半期決算短信

1



当第２四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、生産人員の確保の遅れや歩留の悪化の他、競合他社との競争の

激化に伴い、販売単価が低下したことを受け、売上高を伸ばすまでには至らず、また、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たものの、原価率上昇をカバ

ーするまでには至りませんでした。 

 その結果、売上高は45億10百万円（前年同期比33.0％減）、営業損失は８億83百万円(前期は69百万

円の営業利益)、経常損失は８億47百万円（前年同期は74百万円の経常損失）となりました。 

また、固定資産除却損４億64百万円、連結子会社における移転価格税制に基づく過年度法人税等２億76

百万円の計上等により四半期純損失は15億76百万円となり（前年同期は70百万円の四半期純損失）、こ

の結果、当第２四半期連結累計期間末において１億26百万円の債務超過に至っております。 

 このような状況の下で当社としては、事業の継続、再生を図るため、金融機関説明会を開催し、取引

先金融機関に当社の状況等を説明し、再生の方針等について協議して参るとともに、当社事業の再生に

はスポンサーよる支援が不可欠であると思料し、複数のスポンサー候補者の中から提案内容が最も有利

であったミネベア株式会社をスポンサーに選定し、スポンサー契約を締結いたしました。 

 当該スポンサー契約の締結にあたり、同社からの支援を前提とし、早期に当社事業の再生を果たすた

めには、民事再生手続開始の申立てを行うことが不可欠と判断し、平成24年８月10日、東京地方裁判所

に民事再生手続の申立てを行うに至りました。 

  

 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、受注は回復したものの生産が追い

つかず、売上高は38億88百万円（前年同期比37.6％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６億22百万円（前年同期比25.1％増）となりました。 

  

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前期末比28百万円増加し107億92百万円となりました。流

動資産は前期末比７億96百万円増加し49億18百万円となりました。棚卸資産が１億51百万円減少する一

方、売上債権が９億19百万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７億68百万円

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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減少し58億74百万円となりました。これは、遊休資産の除却等により有形固定資産５億72百万円が減

少したことや、一部の銘柄の売却により投資有価証券が１億82百万円減少したことが、主な要因であり

ます。 

 負債合計は、前期末比14億30百万円増加し109億18百万円となりました。流動負債は前期末比18億19

百万円増加し86億15百万円となりました。これは買掛金が４億73百万円、短期借入金が10億16百万円増

加したことが主な要因であります。固定負債は、前期比３億89百万円減少し23億3百万円となりまし

た。これは、長期借入金が２億60百万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14億２百万円減少し１億26百万円の債務超過となりました。これは主に、四半期

純損失15億76百万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

前連結会計期間年度末に対して13.0ポイント減少し、△1.3％となりました。 

  

平成24年８月10日の「民事再生手続開始の申立て及びスポンサー契約締結に関するお知らせ」の開示

のとおり、当社は、平成24 年8 月10 日開催の臨時取締役会において、民事再生手続開始の申立てを行

うことについて決議し、直ちに東京地方裁判所に申立てを行い、同日、同裁判所より弁済禁止の保全命

令及び監督命令が発令されるとともに、竹村葉子弁護士が監督委員に選任されました。今後につきまし

ては、東京地方裁判所から民事再生手続開始決定を受けた後、再生計画案を作成、同裁判所に提出し、

同所より認可を受けて再生計画を遂行することになりますが、現時点では確定していないため、平成24

年12月期の連結業績予想は作成不能のため開示できません。  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（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、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2四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41,475千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) 

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(注記事項)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、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２四半期連結累

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、主に販売単価の低

下、製造子会社の従業員の最低賃金の上昇及び歩留まりの悪化に起因して、売上総損失38百万円を計上

したことにより、営業損失８億83百万円、経常損失８億47百万円、四半期純損失15億76百万円を計上し

ております。また、この結果、当第２四半期連結累計期間において１億26百万円の債務超過に至りまし

た。 

 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。 

 なお、当社は、平成24年８月10日開催の取締役会において、民事再生法の規定による再生手続開始の

申立を行うことを決議し、同日、東京地方裁判所に対し再生手続開始の申立てを行い受理されておりま

す。 

  

  

  

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要

ｼｺｰ㈱（6667）　平成24年12月期　第２四半期決算短信

5



  

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２四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 789,508 812,853

受取手形及び売掛金 1,521,419 2,441,413

製品 551,071 545,568

仕掛品 362,727 314,958

原材料及び貯蔵品 672,381 573,817

未収還付消費税等 64,396 33,380

その他 313,326 343,030

貸倒引当金 △153,286 △146,904

流動資産合計 4,121,546 4,918,117

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,330,899 1,302,167

機械装置及び運搬具（純額） 4,192,122 3,603,890

工具、器具及び備品（純額） 248,735 241,878

土地 186,723 186,723

建設仮勘定 239,905 291,408

有形固定資産合計 6,198,385 5,626,068

無形固定資産

その他 65,639 64,485

無形固定資産合計 65,639 64,485

投資その他の資産

投資有価証券 211,781 28,969

繰延税金資産 16,849 15,242

その他 170,652 158,851

貸倒引当金 △20,407 △19,136

投資その他の資産合計 378,875 183,926

固定資産合計 6,642,901 5,874,479

資産合計 10,764,447 10,792,596
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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２四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 917,148 1,390,531

短期借入金 2,838,099 3,854,102

1年内返済予定の長期借入金 1,421,608 1,301,162

1年内償還予定の社債 201,000 201,000

未払金 272,794 477,850

未払法人税等 3,800 276,280

デリバティブ債務 823,314 442,769

その他 317,476 671,360

流動負債合計 6,795,241 8,615,056

固定負債

社債 416,000 315,500

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 1,421,560

繰延税金負債 44,128 22,476

その他 11,986 5,017

固定負債合計 2,693,079 2,303,553

負債合計 9,488,320 10,918,609

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 △5,156,572

株主資本合計 1,670,129 93,134

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 △2,721

為替換算調整勘定 △266,512 △234,019

その他の包括利益累計額合計 △411,596 △236,740

新株予約権 17,593 17,593

純資産合計 1,276,126 △126,012

負債純資産合計 10,764,447 10,792,596
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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23年１月１日
 至 平成23年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年１月１日
 至 平成24年６月30日)

売上高 6,730,645 4,510,835

売上原価 5,600,345 4,549,719

売上総利益又は売上総損失（△） 1,130,299 △38,883

販売費及び一般管理費 1,060,370 844,244

営業利益又は営業損失（△） 69,929 △883,128

営業外収益

受取利息 1,371 1,135

受取配当金 6 6

デリバティブ評価益 327,933 380,544

還付金等 14,043 11,597

その他 27,961 28,881

営業外収益合計 371,316 422,165

営業外費用

支払利息 95,552 87,057

為替差損 390,210 270,496

その他 29,928 28,801

営業外費用合計 515,691 386,355

経常損失（△） △74,445 △847,319

特別利益

固定資産売却益 12,514 6,903

貸倒引当金戻入額 4,080 －

負ののれん発生益 14,153 －

その他 14,576 －

特別利益合計 45,325 6,903

特別損失

固定資産除却損 93,093 464,195

投資有価証券売却損 － 17,647

特別損失合計 93,093 481,842

税金等調整前四半期純損失（△） △122,213 △1,322,257

法人税、住民税及び事業税 2,701 1,150

過年度法人税等 － 276,195

法人税等調整額 △54,087 △22,608

法人税等合計 △51,385 254,737

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △70,828 △1,576,995

四半期純損失（△） △70,828 △1,576,995
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四半期連結包括利益計算書
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23年１月１日
 至 平成23年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年１月１日
 至 平成24年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △70,828 △1,576,995

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 11,920 142,362

為替換算調整勘定 40,955 32,492

その他の包括利益合計 52,876 174,855

四半期包括利益 △17,952 △1,402,139

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △17,952 △1,402,139
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（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23年１月１日
 至 平成23年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年１月１日
 至 平成24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（△） △122,213 △1,322,257

減価償却費 655,472 583,028

負ののれん発生益 △14,153 －

固定資産除却損 93,093 464,195

有形固定資産売却損益（△は益） △12,514 △6,903

投資有価証券売却損益（△は益） － 17,647

のれん償却額 3,863 －

デリバティブ評価損益（△は益） △327,933 △380,544

貸倒引当金の増減額（△は減少） 34,797 △10,490

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,023 －

受取利息及び受取配当金 △1,371 △1,141

支払利息 95,552 87,057

為替差損益（△は益） 277,143 4,629

売上債権の増減額（△は増加） 557,103 △881,296

たな卸資産の増減額（△は増加） 111,153 179,778

未払又は未収消費税等の増減額 120,145 31,421

その他の資産の増減額（△は増加） △10,787 △49,629

仕入債務の増減額（△は減少） △85,012 403,051

その他の負債の増減額（△は減少） △386,847 226,837

その他 8,636 40,649

小計 995,102 △613,966

利息及び配当金の受取額 1,371 1,141

利息の支払額 △121,142 △71,045

法人税等の支払額 △42,851 △10,300

訴訟和解金の支払額 △19,500 △3,250

営業活動によるキャッシュ・フロー 812,979 △697,421

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 △29,759 △13,005

定期預金の払戻による収入 － 100,657

有形固定資産の取得による支出 △465,047 △406,918

有形固定資産の売却による収入 50,099 13,081

無形固定資産の取得による支出 △4,220 △4,580

投資有価証券の売却による収入 － 305,990

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 3,500 －

収用仮受金の収入 － 324,297

その他 △10 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △357,472 319,522
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（単位：千円）

前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年１月１日
 至 平成24年６月30日)

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） 289,600 1,016,003

長期借入れによる収入 1,049,000 300,000

長期借入金の返済による支出 △716,792 △680,850

割賦債務の返済による支出 △53,976 △45,178

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △40,141 －

社債の発行による収入 200,000 －

社債の償還による支出 △382,000 △100,500

株式の発行による収入 629,142 －

配当金の支払額 △22 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 974,809 489,474

現金及び現金同等物に係る換算差額 △275,631 △578

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,154,685 110,996

現金及び現金同等物の期首残高 594,078 692,637

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,748,763 803,634
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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２四半期連結累

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、主に販売単価の低

下、製造子会社の従業員の最低賃金の上昇及び歩留まりの悪化に起因して、売上総損失38百万円を計上

したことにより、営業損失８億83百万円、経常損失８億47百万円、四半期純損失15億76百万円を計上し

ております。また、この結果、当第２四半期連結累計期間において１億26百万円の債務超過に至りまし

た。 

 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、事業の継続、再生を図るため平成24年６月以降、金

融機関説明会を開催し、取引先金融機関に当社の状況等を説明し、再生の方針等について協議を行うと

ともに、当社事業の再生にはスポンサーによる支援が不可欠であると思料し、スポンサー選定を進めて

参りましたが、今般、複数のスポンサー候補者から支援表明書が提出され、その中から提案内容が最も

有利であったミネベア株式会社をスポンサーに選定し、平成24年８月10日付でスポンサー契約を締結い

たしました。 

 スポンサーであるミネベア株式会社からの支援を前提と、早期に当社事業の再生を果たすためには、

民事再生手続開始の申立てを行うことが不可欠と判断し、平成24年８月10日開催の取締役会において、

民事再生手続開始の申立てをすることを決議し、東京地方裁判所に申立てを行い、受理されますととも

に、同日付で同所より保全処分命令及び監督命令が発令されました。 

 今後、東京地方裁判所から民事再生手続開始決定を受けた後、再生計画案を作成、東京地方裁判所に

提出し、同所より認可を受けて再生計画を遂行することになりますが、再生計画案は現時点では未確定

であり、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。 

 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。 

  

当社は、当第２四半期連結累計期間において、15億76百万円の四半期純損失を計上いたしました。

この結果、当第２四半期連結累計期間において利益剰余金が同額減少し、当第２四半期連結累計期間

末において利益剰余金が△51億56百万円なっております。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

（６）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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当社は、平成24年８月10日開催の取締役会において、民事再生法の規定による再生手続開始の申立て

を行うことを決議し、同日、東京地方裁判所に対し再生手続開始の申立てを行い受理され、直ちに同裁

判所より弁済禁止の保全命令および監督命令が発せられました。 

民事再生手続きの概要は以下の通りです。 

（１）当該民事再生手続開始の申立て等を行った年月日 

  平成24年８月10日 

（２）当該民事再生手続開始の申立て等に至った経緯 

 当社グループの主要得意先である大手メーカーが生産するスマートフォンのモデルチェンジの影響を

受け、主力製品であるAFLモータの生産量が激減し、売上高が急激に落ち込むこととともに、中国にお

けるレアメタル規制等による原材料価格の高騰や同国の国家政策による最低賃金の経常的な上昇も重な

り、当社グループは粗利の確保すらままならない状況に陥いる結果となりました。また、一方では、従

前から、昨今の極度の円高による為替デリバティブ取引の差損金決済により多額のキャッシュアウトが

生じておりました。 

 かかる状況を打破すべく、中国工場の人員削減等の改善策を講じたものの、当社の業績は従前の水準

まで回復するには至りませんでした。 

当社としては、事業の継続、再生を図るため、金融機関説明会を開催し、取引先金融機関に当社の状況

等を説明し、再生の方針等について協議して参るとともに、当社事業の再生にはスポンサーによる支援

が不可欠であると思料し、複数のスポンサー候補者の中から提案内容が最も有利であったミネベア株式

会社をスポンサーに選定し、スポンサー契約を締結いたしました。 

 当該スポンサー契約の締結にあたり、同社からの支援を前提とし、早期に当社事業の再生を果たすた

めには、民事再生手続開始の申立てを行うことが不可欠と判断し、本申立てに至ったものであります。 

（３）当該民事再生手続開始の申立て等の内容 

  申立日        平成24年８月10日 

  弁済禁止の保全命令  同日 

  監督命令       同日 

   管轄裁判所      東京地方裁判所 

  事件名        平成24年（再）85号  再生手続開始申立事件 

  申立代理人弁護士   ときわ法律事務所  綾 克己 他５名 

  負債総額       85億９百万円（平成24年7月31日現在） 

（４）スポンサーによる支援 

 今後、民事再生手続における所要の手続を経た上、当社事業をミネベア株式会社の子会社に譲渡し、

当社事業の再生を図る予定です。 

  

（７）重要な後発事象
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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。 

  

５．補足情報

（１）生産、受注及び販売の状況

用途市場
当第２四半期連結会計期間 
（自 平成24年４月１日 

  至 平成24年６月30日）
前年同四半期比（％）

 携帯電話市場 （千円） 2,016,329 67.3

 その他の市場 （千円） 129,181 117.0

 合計 （千円） 2,145,511 69.1

用途市場
当第２四半期連結会計期間 
（自 平成24年４月１日 

  至 平成24年６月30日）
前年同四半期比（％）

 携帯電話市場 （千円） 2,017,531 68.6

 その他の市場 （千円） 361,063 132.5

 合計 （千円） 2,378,595 74.0

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 LIMITED1,896,469 59.0 251,40410.6

GENIUS ELECTRONIC OPTICALCO.,LTD353,181 11.0 1,082,76945.5

ｼｺｰ㈱（6667）　平成24年12月期　第２四半期決算短信

14


	短信0814
	短信0814ver4.pdf



