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１．平成20年３月期の連結業績（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純損失（△）

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期 383,324 20.4 6,792 △39.1 2,613 △74.1 △27,151 －

19年３月期 318,504 20.2 11,149 △39.1 10,102 △42.4 △11,698 －

１株当たり当期純損失
（△）

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

20年３月期 △398 80 － － △44.1 0.7 1.8

19年３月期 △171 79 － － △14.8 3.0 3.5

（参考）持分法投資損益 20年３月期 62百万円 19年３月期 42百万円

(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

20年３月期 339,348 84,708 14.2 708 20

19年３月期 364,523 112,790 20.6 1,102 27

（参考）自己資本 20年３月期 48,210百万円 19年３月期 75,058百万円

(3）連結キャッシュ・フローの状況

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

20年３月期 17,128 △30,136 6,290 41,466

19年３月期 15,563 △28,245 20,954 48,246

２．配当の状況

１株当たり配当金 配当金総額
(年間)

配当性向
（連結）

純資産配当率
（連結）（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

19年３月期 － － 7 50 7 50 510 － 0.4

20年３月期 － － － － 0 00 － － －

21年３月期
（予想）

－ － － － 0 00 － － －

３．平成21年３月期の連結業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、第２四半期連結累計期間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
連結累計期間

175,000 △5.4 4,000 16.5 3,000 14.9 600 － 8 81

通期 350,000 △8.7 8,000 17.8 6,500 148.7 1,400 － 20 55
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４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　無

(2）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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な

事項の変更に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　有

②　①以外の変更　　　　　　　　無

（注）詳細は、28ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。

(3）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） 20年３月期 68,101,592株 19年３月期 68,101,592株

②　期末自己株式数 20年３月期 26,502株 19年３月期 7,193株

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、42ページ「１株当たり情報」をご覧

ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成20年３月期の個別業績（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

(1）個別経営成績 （％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（△損失）

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期 14,318 △10.2 1,401 △33.1 4,164 84.9 △26,749 －

19年３月期 15,950 18.1 2,095 0.6 2,252 18.9 △10,776 －

１株当たり当期純利益
（△損失）

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

円 銭 円 銭

20年３月期 △392 83 － －

19年３月期 △158 26 － －

(2）個別財政状態

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

20年３月期 91,167 30,587 33.6 449 19

19年３月期 103,376 57,869 56.0 849 84

（参考）自己資本 20年３月期 30,587百万円 19年３月期 57,869百万円

２．平成21年３月期の個別業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、第２四半期累計期間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
累計期間

7,000 △2.0 550 △33.5 700 △38.4 1,600 63.8 23 49

通期 15,000 4.8 1,400 △0.1 1,600 △61.6 2,000 － 29 37

※　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通しであり、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。

なお、上記予想に関する事項は添付資料の３ページを参照して下さい。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

　当連結会計年度におけるわが国経済は、前半は民間の設備投資や輸出に減速の動きがみられたものの、雇用情勢の

改善から個人消費が底堅く推移し緩やかな景気拡大が続きましたが、後半は急激な円高が進んだことなどにより企業

の景況感は悪化し個人消費も弱含みで推移しました。海外におきましては、米国を中心とする北米経済は、サブプラ

イム問題により経済成長の両輪である個人消費と設備投資の陰りが鮮明になってきております。また欧州においては

輸出は堅調でありますが、企業の景況感は一進一退となっております。アジア経済は、中国が輸出は鈍化したものの

固定資産投資と個人消費は堅調に推移し、東南アジアも概ね堅調に推移しました。

　また当社を取巻く世界的な経済環境としましては、プラスチック材料や鋼材など原材料価格の高止まりやアジア地

域における人件費上昇等が引き続き懸念材料となっております。

　このような状況のもと、当社は、新製品開発支援のフルラインネットワークを一層強化拡充するため、平成19年４

月に家電関係のプラスチック成形品、プレス加工や精密金型等の設計、製作、販売を手掛け、独自の豊かなノウハウ

を基に製品設計から製品加工までの一貫した生産システムを構築している樫山金型工業㈱と、また平成19年11月にプ

レスパネル・車体組立試作の専業メーカーとして、型の設計製作から部品製作、車体組立までの一貫した体制を持つ

3D AUTO PROTECH㈱と業務・資本提携を行いました。

　これらの結果、当連結会計年度の業績は、売上高が383,324百万円（前連結会計年度比20.4％増）、営業利益は6,792

百万円（前連結会計年度比39.1％減）、経常利益は2,613百万円（前連結会計年度比74.1％減）にとどまりました。ま

た、既存の連結子会社につきまして、事業再構築に係る費用1,328百万円及び事業環境の悪化などによるのれん並びに

固定資産減損損失25,338百万円等が特別損失として発生した結果、当期純損失は27,151百万円（前連結会計年度は

11,698百万円の当期純損失）となりました。

　所在地別セグメントにつきましては次のとおりです。

①国内

　国内におきましては、薄型テレビをはじめとするデジタル家電の製品開発需要が引き続き順調でありましたが、輸

送機器関連金型分野については、特に自動車関連市場の新製品開発が一巡したということもあり受注が減少しました。

また携帯電話、ゲーム機器等についても製品開発の端境期となり需要が停滞しました。その結果、国内での売上高は

153,857百万円（前連結会計年度比0.5％減）、営業利益は5,309百万円（前連結会計年度比49.1％減）となりました。

②北米

　北米地域におきましては、米国自動車ビッグ３の不振が引き続き影響し、また原油価格の高騰やカナダドル高によ

るカナダ子会社の輸出不振などのマイナス要因がありましたが、薄型テレビを中心とするデジタル家電の需要が好調

に推移しました。その結果、北米地域での売上高は29,238百万円（前連結会計年度比28.5％増）、営業利益は1,102百

万円（前連結会計年度比349.7％増）となりました。

③欧州

　欧州地域におきましては、輸送機器関連部門などでは競合先との競争激化や、得意先からのコスト圧縮などの影響

を受けました。その結果、欧州での売上高は39,772百万円（前連結会計年度比12.4％増）、営業損失は2,109百万円

（前連結会計年度は461百万円の営業損失）となりました。

④アジア

　アジア地域におきましては、原材料、人件費や原油価格の高騰などのマイナス要因がありましたが、民生機器、輸

送機器関連の製品開発需要が引き続き堅調に推移しました。その結果、アジアでの売上高は160,456百万円（前連結会

計年度比51.9％増）、営業利益は3,201百万円（前連結会計年度比118.0％増）となりました。

　次期の見通しにつきましては、米国のサブプライムローン問題は信用収縮を通じて実体経済への影響を広げており、

世界景気の減速が長期化する可能性が高くなってきており、またプラスチック材料や鋼材など原材料価格の高騰及び

得意先からのコスト圧縮策等が引き続き懸念材料となっております。

　このような状況のもと、当社グループは、事業再編として①金型、成形事業において経営資源の抜本的な集約化、

②グループコア事業の明確化、③最適地への経営資源の集約を行い、国内外グループ企業の組織・技術・人的資源の

再編を図り、選択と集中を通じてグループ企業を一部集約し、業務の効率化及び合理化を断行するとともに、管理体

制の一層の強化を行い、業績の回復及び更なる伸展に努めてまいります。

　平成21年３月期の連結業績の見通しといたしましては、連結売上高350,000百万円（当連結会計年度比8.7％減）、

連結営業利益8,000百万円（当連結会計年度比17.8％増）、連結経常利益6,500百万円（当連結会計年度比148.7％増）、

連結当期純利益1,400百万円（当連結会計年度は27,151百万円の当期純損失）と予想しております。
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(2）財政状態に関する分析

①　キャッシュ・フロー

　当連結会計年度における連結ベースでの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の減少額は、7,010百万円

となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果得られた資金は17,128百万円（前連結会計年度比10.1％増）となりました。これは主に税金等

調整前当期純損失が24,135百万円（前連結会計年度比547.3％増）でありましたが、固定資産減損損失25,338百万

円（前連結会計年度比100.9％増）、減価償却費16,678百万円（前連結会計年度比11.9％増）等の非資金項目要因

による増加及び法人税等の支払額6,378百万円（前連結会計年度比12.0％増）があったことによるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は30,136百万円（前連結会計年度比6.7％増）となりました。これは主に新規連結

子会社の取得による支出2,570百万円（前連結会計年度比20.6％減）、有形固定資産の取得による支出32,485百万

円（前連結会計年度比32.5％増）があったことによるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果得られた資金は6,290百万円（前連結会計年度比70.0％減）となりました。これは主に社債の償

還による支出747百万円（前連結会計年度比44.5％減）及び配当金の支払額510百万円（前連結会計年度比0.0％

減）があったものの、短期借入金の純増加額7,873百万円（前連結会計年度比58.2％減）及び長期借入金の増加額

（純額）821百万円（前連結会計年度比83.9％減）があったことによるものです。

②　キャッシュ・フロー指標

18年３月期 19年３月期 20年３月期

自己資本比率 27.9％ 20.6％ 14.2％

時価ベースの自己資本比率 97.7％ 26.6％ 6.3％

債務償還年数 5.6年 9.2年 8.8年

インタレスト・カバレッジ・レシオ 7.2 4.0 3.5

＊　自己資本比率：自己資本 ÷ 総資産

＊　時価ベースの自己資本比率：株式時価総額 ÷ 総資産

＊　債務償還年数：有利子負債 ÷ 営業活動によるキャッシュ・フロー

＊　インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業活動によるキャッシュ・フロー ÷ 利払い

※　いずれも、連結ベースの財務数値により計算しております。

※　株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。

※　キャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローを利用しております。有利子負債は、連結貸借対照表

に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対象としております。利払いは、連結損益計算書

に計上されている支払利息を利用しております。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

　当社は企業価値の増大による株主利益の還元を最重要課題としており、そのため経営資源の最適及び効率的な配分

を行うと共に、将来の企業価値の増大が見込める分野への重点投入を行うなど、経営基盤の安定的拡充に注力してお

ります。また、配当につきましては、長期的な配当の継続を基本としつつ、業績状況・配当性向・内部留保の充実等

を総合的に勘案して決定する方針であります。

　しかしながら、当期の利益配当に関しましては、大幅な当期純損失となることから、誠に遺憾ではございますが、

無配とさせていただきます。

(4）事業等のリスク

当社グループの事業展開その他に関するリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項は、以下のとおりで

あります。当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努

める方針であります。ただし、以下の記載は、当社グループの事業展開その他に関するリスクの全てを網羅するもの

ではありません。

なお、本項において将来に関する記載がある場合、当該記載は、決算短信発表日現在（平成20年５月28日）におけ

る当社グループの判断に基づくものであります。
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①事業の内容について

当社グループは、工業製品の新製品開発における上流から下流までの一連の工程、即ち、企画、デザイン、設計、

試作品、金型の製作、プラスチック成形品や金属プレス部品、プリント配線基板等の製造、表面処理や組立工程に至

るまでの一貫サービスを提供する事業（フルラインネットワーク）を展開しております。したがって、当社グループ

業績は、各種メーカー、特に家電・自動車メーカー等の取引先企業における開発予算の圧縮やモデルチェンジサイク

ルの変化等の影響を受ける可能性があります。　

②経営戦略について

当社グループが上記①の事業を行うに当たっては、一貫してＣＡＤ／ＣＡＭ／ＣＡＥを中心とした３次元データの

有効活用を推進しており、各種メーカーにそれらのデータを提供しております。また、開発プロセスのうち当社グ

ループだけでは対応できない分野、技術の導入及び人材の育成に相当な時間を要する分野については、必要な能力を

有する会社と業務・資本提携を行い、グループとして総合的にシナジー効果を享受することを基本とした業務展開を

進めております。更に、当社グループのお客様の多くは海外に開発拠点や製造拠点を有し、各国・地域の複数の部署

が連携しながら１つの開発案件を進める事例が増加しております。このため、当社グループにおいても上記戦略を日

本国内だけでなく、全世界をターゲットに推進し、フルラインネットワークの地球規模での拡大を図っております。

特に近年は業務・資本提携の規模も大きく、連結売上高は年々増加傾向にあります。

上記の経営戦略を進めていく上でリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項は、次のとおりであります。

（機密保持について）

当社は、その業務の性格上、新製品開発に関するお客様の機密情報を取扱う機会が多いことから、機密保持を経営

上の最重要課題の１つと認識し、様々な取組みを行っております。

全社的な機密保持活動を行う情報セキュリティ委員会では、情報セキュリティ規程を制定し、情報資産の保護を目

的としたネットワーク、ファイアウォール、サーバー及びパソコン管理、アクセス制御、パスワード管理など、ソフ

トとハードの両面から総合的な管理を行うとともに、定期的な社内教育の実施により当社の機密保持レベルの向上に

努めております。

他にも社内規程の「機密保持規程」に基づく社内入出管理、立ち入り可能区域の指定、製品・仕掛品・文書等の管

理、個人所有ＰＣやカメラ付き携帯電話等の映像・通信機器の社内持込禁止、全従業員と外注先に対する機密保持契

約書の徴求、従業員を含めアクセス制限を厳しく設定したお客様専用開発ブースの設置等、機密保持を徹底するため

のあらゆる具体的な対策を実施しております。しかしながら、不測の事態により、万一、機密情報が外部へ漏洩する

ようなこととなった場合、当社グループの信用失墜に伴う受注の減少や損害賠償による費用の発生等により当社グ

ループの経営成績及び財政状態に影響が及ぶ可能性があります。

（業務・資本提携について）

当社グループは、上記の経営戦略に基づき、今後も必要な能力を有する国内外の会社との業務・資本提携を慎重に

進めていく考えですが、一般に、業務・資本提携は、製品の共同開発実施を始め、技術及び業務の効率的な統合、グ

ループとしての経営目的や意思の統一、経営意思決定過程の整備、顧客の重複調整等の難しさが常に存在し、また海

外企業との事業においては、各国の言語、価値観、法制度、商慣習等の違いも加わります。効果的な提携活動や統合

に失敗した場合、当社グループの経営成績及び財政状態に影響が及ぶ可能性があります。

（資金調達について）

当社グループは、上記の経営戦略や再編を実施するために応分の資金を必要とすることがあり、必要な資金につい

て自己資金で賄えない場合、借入金、社債の発行及び公募増資等での調達が必要となり、有利子負債の増加とそれに

伴う支払利息等の費用の増加や金利変動リスクの増大、増資に伴う１株当たり利益の希薄化等が生じる可能性があり

ます。

（為替変動の影響について）

当社グループは、上記の経営戦略に基づき、地球規模での業務展開を行っており、世界各国のお客様と取引してお

ります。北米及び欧州地域への売上は、主として米ドル建て及びユーロ建てで行われており、アジア地域への売上は、

主に各々の自国通貨建てで行われております。当連結会計年度における連結売上高に占める海外売上高の割合は、北

米地域9.2％、欧州地域11.6％、アジア地域42.7％、海外売上高全体では63.5％となっております。また、近年は、

金融機関等との資金の調達や運用取引に関しても、自国通貨以外での取引を行う事例が増えております。当社グルー

プでは、為替変動リスクの軽減、回避に努めておりますが、上記のような外貨建て取引においては、為替変動が取引

価格や売上高、当該取引に係る資産及び負債の日本円換算額等に影響を与え、その結果、当社グループの経営成績及

び財政状態に影響が及ぶ可能性があります。
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２．企業集団の状況
　当社グループは、連結財務諸表提出会社（以下当社という）及び連結子会社176社（うち海外連結子会社125社）、

持分法適用会社24社（うち海外持分法適用会社20社）により構成されており、当社グループが営んでいる主な事業内

容は、新製品開発支援企業として、企画、デザイン、設計、試作品、金型の製作、プラスチック成形品や金属プレス

部品、プリント配線基板等の製造、表面処理や組立工程に至るまでの一貫サービスであります。

　当社グループは、国内外関係会社相互間において製造の一部委託又は受託を行っております。

 
（ 当 社 ） 

株 式 会 社 ア ー ク 

販  売  先 

☆ ㈱安田製作所 
☆ ㈱ソルプラス 
☆ 昭和精機工業㈱ 
☆ 江川精工㈱ 
☆ 岐阜精機工業㈱ 
☆ ㈱日本テクシード 
★ ㈱スリーディーテック 

※15 ☆ 徳島昭和精機㈱ 
※16 ☆ ㈱神岡イージーエス 
※17 ☆ ㈱型システム 

☆ ㈱シバックス 
☆ ㈱設計果 
☆ ㈱積水工機製作所 
☆ ムネカタ㈱ 
☆ ㈱マンモスセンター 
☆ ㈱タクミック・エスピー 
☆ ㈱サトーセン 
☆ 南部化成㈱ 
☆ クローバー電子工業㈱ 
☆ スタンダード㈱ 
☆ 日本ミクロン㈱ 
☆ 東邦システム㈱ 
☆ アーク岡山㈱ 
☆ ㈱アークプロダクツ 
★ ㈱三洋化成製作所 
☆ ㈱ソーデナガノ 

※18  ☆ アルファホールディング 
        ス㈱（旧：㈱グラフィックプ 
     ロダクツ） 

☆ 相模原部品工業㈱ 
☆ ㈱勝光社 
☆ 樫山金型工業㈱ 
☆ ３Ｄ ＡＵＴＯ ＰＲＯＴＥ 

ＣＨ㈱ 
☆ その他連結子会社22社 
★ その他持分法適用会社２社 

（アジア） 
☆ 韓国アーク 
☆ タイアーク 
☆ アークサンジェント 

 ☆ モーベース 
☆ アークディソン 

※１ ☆ マレーシアアーク 
※２ ☆ シバックス＆アーク 
※１ ☆ オーストラリアアーク 
※３ ☆ ソルプラスアジア 
※３ ☆ ヒライセイミツ（タイ） 

★ 宇田 
※４ ★ サンケイタイランド 
※５ ☆ エニテックエンジニアリング 
※６ ☆ 孫亜克電子（蘇州）有限公司 
※７ ★ 大連宇田電子有限公司 
※８ ☆ ＰＴショープラインド 
※８ ☆ ＳＰエボリューション 

（タイランド） 
※８ ☆ ショープラベトナム 

☆ 大連日東塑料加工有限公司 
☆ アヴァプラス 
☆ プラコー 
☆ シンガポールアーク 

※５ ☆ デイーテック 
☆ ショープラ香港 

※９ ☆ アヴァプラスタイランド 
※５ ☆ アキュリス 

☆ 上海龍創汽車設計有限公司 
☆ ニューシステムホールディング 
☆ 相互股有限公司 

※10 ☆ エコプラスチック 
☆ その他連結子会社43社 
★ その他持分法適用会社13社 

（北米） 
☆ 米国アーク 
☆ ムネカタアメリカ 

※11 ☆ アーケルエンタープライズ 
※12 ☆ アークセチンマネジメント 

☆ アークノースアメリカ 
ホールディングス 

※13 ☆ アークカナダホールディングス 
☆ その他連結子会社16社 

 
（欧州） 
☆ 英国アーク 

※14 ☆ フランスアーク 
※14 ☆ エルシーオープロトモール 
※14 ☆ ＮＰＬテクノロジーズ 
※14 ☆ ＰＣＬグループ 
※14 ☆ オランダアーク 
※14 ☆ サーモ 
※10 ☆ プラコーチェコ 

☆ その他連結子会社25社 
★ その他持分法適用会社４社 

（海外） 
製造の一部委託又は受託 

（国内） 
製造の一部委託又は受託 

主な製品・サービス
の流れ 

☆：連結子会社 
★：持分法適用会社 

なお、上記関係会社のうち、㈱積水工機製作所は大阪証券取引所市場第二部（コード番号6487）に、南部化成㈱（コー

ド番号7880）、㈱日本テクシード（コード番号2431）及びアルファホールディングス㈱（旧:㈱グラフィックプロダクツ

（コード番号6633））はジャスダック証券取引所に、アヴァプラスはシンガポール証券取引所に、アキュリス及びエコプ

ラスチックは韓国ＫＯＳＤＡＱ市場に、それぞれ上場しております。

※１．マレーシアアークはタイアークの100％子会社であり、オーストラリアアークはタイアークの70％子会社であります。

※２．シバックス＆アークは㈱シバックスの60％子会社（タイアーク出資比率40％）であります。

※３．ソルプラスアジアは㈱ソルプラスの100％子会社であり、ヒライセイミツ（タイ）は㈱ソルプラスの99％子会社であ

ります。

※４．サンケイタイランドはタイアークの関連会社であり、持分法適用会社であります。

※５．エニテックエンジニアリングは韓国アークの55％子会社であり、デイーテックは韓国アークの30％子会社であり、

アキュリスは韓国アークの23％子会社であります。
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※６．孫亜克電子（蘇州）有限公司はモーベースの100％子会社であります。

※７．大連宇田電子有限公司は宇田の100％子会社であり、持分法適用会社であります。

※８．ＰＴショープラインド及びＳＰエボリューション（タイランド）は、㈱タクミック・エスピーの100％子会社であり、

ショープラベトナムは、㈱タクミック・エスピーの93％子会社であります。

※９．アヴァプラスタイランドはアヴァプラスの100％子会社であります。

※10．エコプラスチックはプラコーの40％子会社であり、プラコーチェコはプラコーの100％子会社であります。

また、エコプラスチックについては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合

が10％を超えております。

※11．アーケルエンタープライズは米国アークの80％子会社（アークカナダホールディングス出資比率20％）であります。

※12．アークセチンマネジメントはアークカナダホールディングスの51％子会社であります。

※13．アークカナダホールディングスはアークノースアメリカホールディングスの100％子会社であります。

※14．フランスアーク、エルシーオープロトモール、オランダアーク及びサーモは英国アークの100％子会社であり、ＮＰ

Ｌテクノロジーズは英国アークの98％子会社であり、ＰＣＬグループは英国アークの93％子会社であります。

※15．徳島昭和精機㈱は昭和精機工業㈱の100％子会社であります。

※16．㈱神岡イージーエスは㈱型システムの100％子会社であります。

※17．㈱型システムは岐阜精機工業㈱の100％子会社であります。

※18. 旧㈱グラフィックプロダクツは、2007年７月２日にコンピュータエンジニアリング㈱と共同で株式移転により、ア

ルファホールディングス㈱を設立し、その完全子会社となったため、2007年６月26日をもちまして上場廃止となり

ました。なお、アルファホールディングス㈱（コード番号6633）は、2007年７月２日にジャスダック証券取引所に

上場しております。
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主な関係会社の状況

名称 住所 資本金 主要な事業内容
議決権の所有
割合（％）

関係内容

（連結子会社）

米国アーク

米国

（カリフォルニ

ア）

千米ドル

13,500

工業デザインモ

デルの製造販売
100

当社が工業デザインモ

デルを販売。

役員の兼任あり。

英国アーク

（注）１

英国

（グロスター）

千英ポンド

100,875

工業デザインモ

デルの製造販売
100

当社が工業デザインモ

デルを販売・購入。

役員の兼任あり。

フランスアーク
仏国

（イヴリーヌ）

千ユーロ

221

工業デザインモ

デルの製造販売

100

(100)
役員の兼任あり。

韓国アーク

（注）１

韓国

（仁川）

百万ウォン

74,600

試作・金型・成

形品の製造販売
100

当社が試作・金型・成

形品を販売・購入。

役員の兼任あり。

タイアーク

（注）１

タイ

（パトンタニ）

千タイバーツ

1,945,240

工業デザインモ

デルの製造販売
100

当社が工業デザインモ

デルを販売・購入。

役員の兼任あり。

マレーシアアーク

マレーシア

（セランゴー

ル）

千マレー

リンギット

6,700

工業デザインモ

デルの製造販売

100

(100)
役員の兼任あり。

シバックス＆アーク
タイ

（パトンタニ）

千タイバーツ

100,000

工業デザインモ

デルの製造販売

100

(100)
役員の兼任あり。

オーストラリアアーク
豪州

（メルボルン）

豪州ドル

1,500,060

工業デザインモ

デルの製造販売

80

(80)

当社が工業デザインモ

デルを販売。

役員の兼任あり。

アークサンジェント
台湾

（台北）

千台湾ドル

50,000

金型・成形品の

製造販売
70

当社が金型・成形品を

購入。

役員の兼任あり。

アークディソン
台湾

（台北）

千台湾ドル

101,352

工業デザインモ

デルの製造販売
70

当社が工業デザインモ

デルを購入。

役員の兼任あり。

モーベース

（注）２

韓国

（仁川）

百万ウォン

2,200
金型の製造販売 43 ―

エルシーオープロトモー

ル

仏国

（アネシー）

千ユーロ

511

工業デザインモ

デルの製造販売

100

(100)
役員の兼任あり。

ヒライセイミツ（タイ）
タイ

（チョンブリ）

千タイバーツ

180,000

金型・成形品の

製造販売

99

(99)
―

ソルプラスアジア
タイ

（チョンブリ）

千タイバーツ

60,000
金型の製造販売

100

(100)
―

シンガポールアーク

シンガポール

（シンガポー

ル）

千シンガポー

ルドル

3,500

金型の製造販売 100

当社が工業デザインモ

デルを販売。

役員の兼任あり。

エニテックエンジニアリ

ング

韓国

（水原）

百万ウォン

62

電機、電子製品

の設計・開発

55

(55)
―

ムネカタアメリカ

米国

（カリフォルニ

ア）

千米ドル

25,240

金型・成形品の

製造販売

100

(100)
―
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名称 住所 資本金 主要な事業内容
議決権の所有
割合（％）

関係内容

（連結子会社）

アーケルエンタープライ

ズ

カナダ

（オンタリオ）

千カナダドル

9,415
金型の製造販売

100

(100)
役員の兼任あり。

孫亜克電子（蘇州）有限

公司

中国

（蘇州）

千人民元

6,592

成形品の製造販

売

100

(100)
―

ＰＴショープラインド
インドネシア

（ブカシ）

百万ルピア

36,892

試作・成形品の

製造販売

100

(100)
―

ショープラベトナム
ベトナム

（ドン・ナイ）

千米ドル

10,000

試作・成形品の

製造販売

93

(93)
―

ＳＰエボリューション

（タイランド）

タイ

（ラヨーン）

千タイバーツ

305,000

試作・成形品の

製造販売

100

(100)
役員の兼任あり。

大連日東塑料加工有限公

司

中国

（大連）

百万円

800

成形品・二次加

工品等の製造販

売

100 役員の兼任あり。

ＮＰＬテクノロジーズ
英国

（ナニートン）

千英ポンド

144
金型の製造販売

98

(98)
役員の兼任あり。

アヴァプラス

シンガポール

（シンガポー

ル）

千シンガポー

ルドル

20,658

金型・成形品の

製造販売
53 役員の兼任あり。

プラコー

（注）１

韓国

（華城）

百万ウォン

52,900

金型・成形品の

製造販売
100 役員の兼任あり。

デイーテック

（注）２

韓国

（仁川）

百万ウォン

10,000

金型・成形品の

製造販売

30

(30)
―

ＰＣＬグループ
ドイツ

（ミュンヘン）

千ユーロ

96

自動車・航空宇

宙関連向け製品

開発サービス

93

(93)

当社が工業デザインモ

デルを販売。

役員の兼任あり。

ショープラ香港

（注）１

中国

（香港）

千香港ドル

371,580

プラスチック射

出成形品の製造

と金型販売

100 役員の兼任あり。

アキュリス

（注）２

韓国

（安山）

百万ウォン

11,909

プリント配線基

板の加工製造及

び販売

23

(23)
―

アークセチンマネジメン

ト

（注）１

カナダ

（オンタリオ）

千カナダドル

43,600

金型・成形品の

製造販売

51

(51)
役員の兼任あり。

オランダアーク
オランダ

（アルメロ）

千ユーロ

22
金型の製造販売

100

(100)
―

アヴァプラスタイランド
タイ

（アユタヤ）

千タイバーツ

96,701

成形品の製造販

売

100

(100)
―

サーモ

フランス

（モンター

ギュ）

千ユーロ

5,000

金型・成形品の

製造販売

100

(100)
役員の兼任あり。

上海龍創汽車設計有限公

司

中国

（上海）

千人民元

3,500

自動車の設計及

びソフト開発
51 役員の兼任あり。

ニューシステムホール

ディング

タイ

 （バンコク）

千タイバーツ

　

41,900

ソフトウェア、

ハードウェアの

製造販売

70 役員の兼任あり。

㈱アーク (7873) 平成 20 年 3 月期決算短信
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名称 住所 資本金 主要な事業内容
議決権の所有
割合（％）

関係内容

（連結子会社）

プラコーチェコ

（注）１

チェコ

（オストラバ）

千コルナ

804,665

金型・成形品の

製造販売

100

(100)
―

相互股份有限公司

（注）２

台湾

（台北）

百万台湾ドル

550

プリント配線基

板の加工製造及

び販売

40 ―

エコプラスチック

（注）２

韓国

（慶州）

百万ウォン

9,500

金型・成形品の

製造販売

41

(41)
―

㈱安田製作所
東京都

品川区

百万円

237

金型・成形品の

製造販売
94

当社が金型・成形品を

製造委託し、工業デザ

インモデルを販売。

役員の兼任あり。

㈱ソルプラス

東京都

西多摩郡

日の出町

百万円

295

金型・成形品の

製造販売
72

当社が金型・成形品を

製造委託し、工業デザ

インモデルを販売。

役員の兼任あり。

昭和精機工業㈱
兵庫県

尼崎市

百万円

96

金型・成形品の

製造販売
100

当社が金型・成形品を

製造委託し、工業デザ

インモデルを販売。

役員の兼任あり。

徳島昭和精機㈱

徳島県

名西郡

石井町

百万円

48

金型・成形品の

製造販売

100

(100)

当社が金型・成形品を

製造委託。

役員の兼任あり。

江川精工㈱
岐阜県

羽島市

百万円

10
金型の製造販売 100

当社が金型を製造委託

し、工業デザインモデ

ルを販売。

役員の兼任あり。

岐阜精機工業㈱
岐阜県

岐阜市

百万円

400

金型・成形品の

製造販売
100

当社が金型・成形品を

製造委託し、工業デザ

インモデルを販売。

役員の兼任あり。

㈱型システム
岐阜県

瑞穂市

百万円

200

金型・成形品の

製造販売

100

(100)
役員の兼任あり。

㈱神岡イージーエス
岐阜県

飛騨市

百万円

80

金型・成形品の

製造販売

100

(100)

当社が金型を製造委託

し、工業デザインモデ

ルを販売。

㈱日本テクシード

（注）２（注）３

名古屋市

中区

百万円

715
技術者人材派遣 40

当社が技術者派遣を依

頼。

㈱シバックス

（注）２

横浜市

都筑区

百万円

494

工業デザインモ

デルの製造販売
42

当社が工業デザインモ

デルを販売・購入。

㈱積水工機製作所

（注）３

大阪府

枚方市

百万円

1,613

金型・産業機器

の製造販売
59

当社が金型を製造委託

し、工業デザインモデ

ルを販売。

役員の兼任あり。

ムネカタ㈱

（注）２

福島県

福島市

百万円

100

金型・成形品の

製造販売
41

当社が金型・成形品を

製造委託し、工業デザ

インモデルを販売。

㈱アーク (7873) 平成 20 年 3 月期決算短信
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名称 住所 資本金 主要な事業内容
議決権の所有
割合（％）

関係内容

（連結子会社）

㈱設計果
大阪府

交野市

百万円

20

家電・ＡＶ機器

等の製品設計
100 当社が製品設計を依頼。

㈱タクミック・エスピー
神奈川県

相模原市

百万円

490

工業デザインモ

デルの製造販売
100

当社が工業デザインモ

デルを購入。

役員の兼任あり。

㈱マンモスセンター

（注）２

山梨県

富士吉田市

百万円

30

樹脂部品及び大

型試作品の製造

販売

50

当社が大型試作品を製

造委託。

役員の兼任あり。

㈱サトーセン
大阪市

西成区

百万円

205

めっき加工・各

種プリント配線

基板の製造販売

93
当社がプリント配線基

板を製造委託。

南部化成㈱

（注）２（注）３

静岡県

榛原郡吉田町

百万円

1,800

成形品並びに自

社電化機器製品

の製造販売

46

当社が成形品を製造委

託し、工業デザインモ

デルを販売。

役員の兼任あり。

クローバー電子工業㈱
北海道

恵庭市

百万円

420

プリント配線基

板の加工製造及

び販売

95

当社がプリント配線基

板を製造委託。

役員の兼任あり。

スタンダード㈱
長野県

下諏訪町

百万円

20

プレス加工、型

及び各種治工具

の設計製造

100

当社がプレス加工、型

及び各種治工具の設計

製造を委託。

役員の兼任あり。

日本ミクロン㈱
長野県

岡谷市

百万円

48

プリント配線基

板の開発設計及

び製造販売

65 ―

東邦システム㈱
大阪府

交野市

百万円

20

プリント配線基

板の設計・製造

販売及びソフト

ウエア開発 

54

当社がプリント配線基

板の設計・製造及びソ

フトウェア開発を委託。

役員の兼任あり。

アーク岡山㈱
岡山県

真庭市

百万円

40

成形品の製造販

売
100

当社が成形品を製造委

託。

 役員の兼任あり。

㈱アークプロダクツ
大阪府

羽曳野市

百万円

140

成形品の製造販

売
100

当社が成形品を製造委

託し、工業デザインモ

デルを販売。

役員の兼任あり。

㈱ソーデナガノ

（注）２

長野県

岡谷市

百万円

80

精密部品加工プ

レス、加工用金

型の製造販売

40 ―

アルファホールディング

ス㈱（旧:㈱グラフィック

プロダクツ）

（注）２（注）３（注）６

東京都

渋谷区

百万円

500

ＣＡＤ／ＣＡＭ

システムの製造

販売

42 役員の兼任あり。

相模原部品工業㈱
神奈川県

相模原市

百万円

20

成形品の製造販

売
100 役員の兼任あり。
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名称 住所 資本金 主要な事業内容
議決権の所有
割合（％）

関係内容

（連結子会社）

㈱勝光社

（注）２

大阪市

鶴見区

百万円

84

金属部品の表面

処理加工
40 ―

樫山金型工業㈱

（注）２

長野県

佐久市

百万円

95

金型・成形品の

製造販売
40 ―

３Ｄ ＡＵＴＯ ＰＲＯＴ

ＥＣＨ㈱

埼玉県

日高市

百万円

50

試作品の製造販

売及び三次元Ｃ

ＡＤの開発業務

100 役員の兼任あり。

アークノースアメリカ

ホールディングス

米国

（カリフォルニ

ア）

千米ドル

100

持株会社

アークカナダ

ホールディング

スへの出資

100 役員の兼任あり。

アークカナダホールディ

ングス

カナダ

（オンタリオ）

千カナダドル

100

持株会社

アークセチンマ

ネジメントへの

出資

100

(100)
役員の兼任あり。

その他106社

（持分法適用会社）

㈱スリーディーテック
東京都

中央区

百万円

201

三次元ＣＡＤ中

心の開発支援
40

当社が工業デザインモ

デルを販売。

役員の兼任あり。

㈱三洋化成製作所
横浜市

都筑区

百万円

80

成形品の製造販

売
47

当社が成形品を製造委

託し、工業デザインモ

デルを販売。

役員の兼任あり。

サンケイタイランド
タイ

（パトンタニ）

千タイバーツ

6,000

金型全般のシボ

（エッチング）

加工

49

(49)
役員の兼任あり。

宇田
韓国

（ソウル）

百万ウォン

3,583

金型・成形品の

製造販売

32

(32)
―

大連宇田電子有限公司

（注）４

中国

（大連）

千人民元

53,668

金型・成形品の

製造販売
－ ―

その他19社

 （注）１．英国アーク、韓国アーク、タイアーク、プラコー、ショープラ香港、アークセチンマネジメント及びプラコ

　　　　　 ーチェコは、特定子会社に該当しております。

 　　　２．モーベース、デイーテック、アキュリス、相互股份有限公司、エコプラスチック、㈱日本テクシード、㈱シ

　　　     バックス、ムネカタ㈱、㈱マンモスセンター、南部化成㈱、㈱ソーデナガノ、アルファホールディングス㈱

　　　　　 （旧:㈱グラフィックプロダクツ）、㈱勝光社及び樫山金型工業㈱に対する所有割合は100分の50以下であり

　　　　　 ますが、実質的に支配しているため子会社としたものであります。

       ３．㈱日本テクシード、㈱積水工機製作所、南部化成㈱及びアルファホールディングス㈱（旧:㈱グラフィックプ

　　　　　 ロダクツ）は有価証券報告書提出会社であります。

       ４．大連宇田電子有限公司は、宇田の100％子会社であります。

       ５．議決権の所有割合の（ ）内は、間接所有割合で内数となっております。

　　　 ６．旧㈱グラフィックプロダクツは、2007年７月２日にコンピュータエンジニアリング㈱と共同で株式移転によ

　　　　　 り、アルファホールディングス㈱を設立し、その完全子会社となったため、2007年６月26日をもちまして上

　　　　　 場廃止となりました。なお、アルファホールディングス㈱（コード番号6633）は、2007年７月２日にジャス

　　　　　 ダック証券取引所に上場しております。
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社の社名は、旧約聖書中に登場する「ARK（ノアの箱船）」をベースとし、未来を創造する箱船としての当社の姿

勢を明確にすると共に、人間企業としてのロマン（Roman）を付加しております。当社の企業理念は「企業は企業のた

めに存在するのではなく、その企業の周辺すべての幸福のために存在する」という基本コンセプトからなっておりま

す。環境、福祉がクローズアップされてきている昨今、まさに当社の人間企業としての考え方は時流に即したもので

あり、今後とも経営を通じて社会に貢献していく所存であります。

(2）目標とする経営指標

　当社グループは、平成18年12月に発表しました新５ヵ年経営計画において、その最終年度である平成26年３月期に

売上高経常利益率8.3％以上、株主資本利益率9.6％以上を達成することを目標としております。

　上記の目標を達成するため、グループでの総合的な受注ができる営業体制を築き上げていくとともに、３次元デー

タの有効活用をコアとする開発プロセスの効率化やグループ内製化による外注コストの削減、ボリューム・ディスカ

ウントを通じた購買コストの削減、世界各地で当社グループ企業が事業を行っているメリットを活かした最適地生産

等により、収益力の改善に努めてまいります。

　なお、当経営計画は当初始期を平成19年４月としておりましたが、平成19年11月において当社グループの事業再編

を強力に推し進める期間を平成21年３月まで設定したことにより、始期を平成21年４月に変更しております。

(3）中長期的な会社の経営戦略

　当社の企業コンセプトは、「３次元（３Ｄ）データを活用し、新製品開発をトータルでサポートするオンリーワン

企業」であり、世界で唯一の総合開発支援企業を目指しております。

　この企業コンセプトを実現するため、お客様の新製品開発に対するあらゆるニーズにお応えできるよう、今後も優

れた技術力を持つ企業との業務・資本提携を継続し、高付加価値戦略（フルラインネットワーク）及び国際化戦略（グ

ローバルローカライゼーション）を推進してまいります。具体的には、グループ各社にて培われた技術と経験を活か

し、世界のどの地域でもサービスの提供が可能な体制の確立を目指します。

　また、３次元データの有効活用を推進するため、既存のＣＡＤ／ＣＡＭシステムにアークグループ独自のノウハウ

を組み込むとともに、開発手法・プロセスをグループ内で標準化し、世界各地で高品質かつスピーディーな新製品開

発ができる体制を築いてまいります。

(4）会社の対処すべき課題

当社グループは、収益力の回復と更なる業績拡大を図るべく、次の課題への取組みを最優先で行ってまいります。

１．収益力の増強

①　グループ営業機能の強化

グループ力を活かして新製品開発の様々な工程を一括で受注できる体制「フルラインサービス」をより強化する

ため、グループ会社及び開発工程に横断的な営業部隊を設置し、営業情報の一元化を行い、当社グループ独自のフ

ルラインサービスの優位性を追求してまいります。

②　外注・購買コストの削減

グループ外への外注取引をグループ内に取込むことにより外注コストの削減を推進するため、各地域に海外受発

注窓口部門の設置を行い、グループ各社の稼働率平準化とグループ内製化を図ってまいります。

不安定な国際情勢や資材の価格高騰などに柔軟に対処し、安定した経費水準で企業活動を進めるため、かねてよ

り取組んできたグループ集中購買の強化策として、原材料の標準化や原材料サプライヤーとの価格交渉力強化を進

めてまいります。

③　経営資源の集約とコア品目の強化

グループ全体およびグループ各社においてコア品目を明確化し、経営資源の集約を図ることで、収益力の強化を

進めてまいります。具体的には、複数のグループ会社で重複した品目を1社に集約すること、また収益性の高い品目

に各社が特化することにより、経営資源の効率的な活用や固定費削減、ならびに稼働率の向上を図ってまいります。

２．組織力の増強

①　グループ管理体制の強化

これまで別々の組織であった国内と海外の管理グループを統括する"関係会社管理ディビジョン"を新たに立ち上

げ、国内外の関係会社をより一体的に管理する体制に変更致してまいります。また人員の増強を鋭意行うとともに、

月次単位のより詳細な経営資料の徴収及び個社別会議の実施等により、従来以上に適時かつ正確に内外のグループ

会社の経営状況を把握する体制の構築を図ってまいります。

㈱アーク (7873) 平成 20 年 3 月期決算短信

－ 13 －



②　グループ会社の再編と連携強化

グループ会社の事業を見直し、コア事業への経営資源を目指したグループ再編を行ってまいります。またグルー

プ会社を地域ごとに統括するだけでなく、業種ごとの戦略的な協業を行うため、横断的な責任者を配置してまいり

ます。これまでは個社ごとの利益の積み上げがグループの利益として貢献するという経営スタイルでありましたが、

今後はグループ全体の利益を第一目的とする経営方針に転換を図ってまいります。

３．ＣＳＲ活動の推進

当社グループは、お客様や投資家の方々のみならず、社会一般に対して、企業としての責任を負っているものと

考えております。そのため、当社グループは、その社会的責任（ＣＳＲ）を全うするべく、品質、環境及びコンプ

ライアンスに関して以下の施策を行っております。

①　品質保証・環境保全への取組み

当社グループでは、より確かな品質及び工程管理を通じ、お客様に質の高い開発支援サービスを提供するため、

国際規格である品質マネジメントシステム・「ＩＳＯ9001」の認証取得を推進しております。当連結会計年度にお

きましては、当社名古屋支社及び㈱型システムが新たに認証を取得しました。

また、環境保全活動を積極的に推進し社会に貢献するため、環境マネジメントシステム・「ＩＳＯ14001」の認証

取得にも注力しており、当社のほぼ全ての事業所が認証登録を完了しております。又、今後取得予定のグループに

対しては積極的な取得推進活動を展開中であります。

当社では、環境保全における国内の各種法規制や、欧州環境規制である「ＷＥＥＥ指令（廃電気電子機器指令）」

及び「ＲｏＨＳ指令（電気電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限に関する指令）」、更にお客様が独自に規

定される「品質・環境基準」に関する調査・不使用証明等の要請を受けて、今後ますます高まることが予測される

これら各種法規制・海外環境規制について、情報収集と研究及び対策を推進しております。

②　コンプライアンス体制強化への取組み

当社グループは、引き続き「コンプライアンス重視の経営」による健全な企業活動を推進することが重要である

と考えております。そのため、コンプライアンス委員会（平成16年８月設置）により、当社グループのコンプライ

アンスに関する基本的意思決定を行い、これに基づいた採用時研修やマニュアルの配布、各種社内規程の改定等の

様々な活動を通してコンプライアンス体制の強化に取組んでおります。また、問題発生時や内部通報がなされた場

合には同委員会に報告がなされ、迅速な対応をとることができる体制となっております。

③　内部統制の仕組みの整備強化

当社グループでは、グループ会社の再構築及び会社法、金融商品取引法等の要請を受けて、内部統制の整備・運

用を進めております。特に、来期より本格運用が開始される財務報告に係る内部統制報告制度の対応に向けて関係

各部門が、その体制整備をさらに推進してまいります。又、内部監査室のリソースを強化し、グループ全体のモニ

タリングに対応出来るよう環境整備中であります。

(5）その他、会社の経営上重要な事項

　特記事項はありません。
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４．連結財務諸表
(1）連結貸借対照表

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
（百万円）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 ※２ 48,618 42,517  

２．受取手形及び売掛金 ※2,4 92,666 85,049  

３．有価証券 ※２ 2,077 1,747  

４．たな卸資産 33,800 34,496  

５．繰延税金資産 2,301 1,651  

６．未収法人税等 557 2,062  

７．その他 13,278 13,676  

貸倒引当金 △1,910 △2,973  

流動資産合計 191,388 52.5 178,227 52.5 △13,160

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産

(1）建物及び構築物 ※２ 64,511 68,713

減価償却累計額 △28,256 36,255 △30,107 38,605  

(2）機械装置及び運搬具 ※２ 114,938 113,343

減価償却累計額 △78,328 36,610 △81,711 31,631  

(3）工具器具及び備品 ※２ 36,471 37,748

減価償却累計額 △23,159 13,312 △25,548 12,199  

(4）土地 ※２ 34,111 34,608  

(5）建設仮勘定 5,701 4,218  

有形固定資産合計 125,992 34.6 121,264 35.7 △4,727

２．無形固定資産

(1）のれん 20,183 14,290  

(2）その他 ※２ 2,258 2,649  

無形固定資産合計 22,441 6.1 16,940 5.0 △5,500
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前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
（百万円）

３．投資その他の資産

(1）投資有価証券 ※１ 12,882 10,718  

(2）長期貸付金 964 2,172  

(3）差入保証金 2,171 2,059  

(4）繰延税金資産 879 1,149  

(5）その他 ※２ 8,048 7,265  

貸倒引当金 △243 △448  

投資その他の資産合計 24,702 6.8 22,916 6.8 △1,785

固定資産合計 173,135 47.5 161,121 47.5 △12,014

資産合計 364,523 100.0 339,348 100.0 △25,175

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．支払手形及び買掛金 ※2,4 54,964 53,790  

２．短期借入金 ※2,6 63,769 68,033  

３．１年以内返済予定長期
借入金

※２ 17,499 20,573  

４．未払金 10,333 10,373  

５．リース未払金 1,412 1,117  

６．未払法人税等 3,939 2,695  

７．未払消費税等 2,674 854  

８．未払費用 7,578 6,925  

９．繰延税金負債 363 1,161  

10．賞与引当金 2,382 2,554  

11．その他 ※２ 9,738 12,709  

流動負債合計 174,654 47.9 180,788 53.3 6,133

Ⅱ　固定負債

１．社債 ※２ 2,867 2,194  

２．長期借入金 ※２ 54,497 54,771  

３．長期リース未払金 2,218 2,409  

４．繰延税金負債 6,676 5,496  

５．再評価に係る繰延税金
負債

27 27  

６．退職給付引当金 6,349 5,781  

７．役員退職慰労引当金 773 653  

８．その他 3,668 2,517  

固定負債合計 77,079 21.2 73,851 21.8 △3,227

負債合計 251,733 69.1 254,640 75.0 2,906
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前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
（百万円）

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   30,755 8.4  30,755 9.1 －

２．資本剰余金   31,587 8.7  26,623 7.8 △4,963

３．利益剰余金   6,234 1.7  △16,464 △4.9 △22,699

４．自己株式   △9 △0.0  △29 △0.0 △19

　　株主資本合計   68,567 18.8  40,884 12.0 △27,683

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差
額金

  268 0.1  31 0.0 △236

２．繰延ヘッジ損益   △2 △0.0  △2 0.0 △0

３．土地再評価差額金 ※５  △156 △0.0  △156 0.0 －

４．為替換算調整勘定   6,381 1.7  7,453 2.2 1,072

　　評価・換算差額等合計   6,490 1.8  7,326 2.2 835

Ⅲ　新株予約権   46 0.0  53 0.0 7

Ⅳ　少数株主持分   37,685 10.3  36,444 10.7 △1,240

純資産合計   112,790 30.9  84,708 25.0 △28,081

負債純資産合計   364,523 100.0  339,348 100.0 △25,175
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(2）連結損益計算書

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
（百万円）

Ⅰ　売上高 318,504 100.0 383,324 100.0 64,819

Ⅱ　売上原価 ※２ 267,753 84.1 330,229 86.1 62,475

売上総利益 50,750 15.9 53,095 13.9 2,344

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1,2 39,601 12.4 46,303 12.1 6,701

営業利益 11,149 3.5 6,792 1.8 △4,357

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 605 893

２．受取配当金 30 72

３．受取賃貸料 281 364

４．有価証券売却益 12 32

５．為替差益 1,013 －

６．受取助成金 147 119

７．受取手数料 344 269

８．持分法による投資利益 42 62

９．その他 1,528 4,005 1.3 1,902 3,717 1.0 △288

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 3,899 4,872

２．有価証券売却損 2 8

３．貸倒引当金繰入額 264 300

４．為替差損 － 628

５．シンジケートローン組
成費用

－ 271

６．デリバティブ評価損 － 914

７．その他 885 5,052 1.6 901 7,896 2.1 2,843

経常利益 10,102 3.2 2,613 0.7 △7,489
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前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
（百万円）

Ⅵ　特別利益

１．固定資産売却益 ※３ 364 906

２．受取保険金 182 －

３．投資有価証券売却益 533 20

４．貸倒引当金戻入額 67 26

５．退職給付制度終了益 21 －

６．役員退職慰労引当金戻
入額

58 18

７．償却債権取立益 － 121

８．移転補償金 － 303

９．持分変動利益 74 0

10．関係会社株式売却益 － 292

11．その他  97 1,399 0.4 104 1,795 0.5 395

Ⅶ　特別損失

１．固定資産除売却損 ※４ 680 766

２．役員退職慰労金 22 210

３．事業再構築関連費用 ※５ 251 1,328

４．持分変動損失 68 329

５．関係会社株式売却損 － 201

６．投資有価証券評価損 － 182

７．減損損失 ※６ 12,609 25,338

８．過年度給与手当等 37 －

９．過年度源泉税  910 －

10．前期損益修正損 ※７ 560 －

11．その他  86 15,229 4.8 186 28,543 7.4 13,313

税金等調整前当期純損失
（△）

△3,728 △1.2 △24,135 △6.3 △20,407

法人税、住民税及び事業
税

4,985 3,701

過年度法人税等 ※８ － △234

法人税等調整額 880 5,865 1.8 686 4,153 1.1 △1,712

少数株主利益又は
少数株主損失（△）

2,103 0.7 △1,137 △0.3 △3,241

当期純損失（△） △11,698 △3.7 △27,151 △7.1 △15,453
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(3）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）　　　　　　　　　　（単位：百万円）

 株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日　残高　　　 30,755 31,587 18,710 △8 81,044

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当（注） △510 △510

役員賞与（注） △288 △288

当期純損失 △11,698 △11,698

自己株式の取得 △0 △0

メキシコ連結子会社のインフレー

ション会計に基づく剰余金増加

額

20 20

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額）
 

連結会計年度中の変動額合計 － － △12,476 △0 △12,476

平成19年３月31日　残高 30,755 31,587 6,234 △9 68,567

評価・換算差額等

新株予約権
少数株主
持分

純資産合計その他有価
証券評価差
額金

繰延ヘッジ
損益

土地再評価
差額金

為替換算調
整勘定

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日　残高 358 － △156 2,299 2,501 39 23,272 106,859

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当（注） △510

役員賞与（注） △288

当期純損失 △11,698

自己株式の取得 △0

メキシコ連結子会社のインフレー

ション会計に基づく剰余金増加

額

20

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額）
△90 △2 － 4,081 3,988 6 14,412 18,407

連結会計年度中の変動額合計 △90 △2 － 4,081 3,988 6 14,412 5,931

平成19年３月31日　残高 268 △2 △156 6,381 6,490 46 37,685 112,790

（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。

㈱アーク (7873) 平成 20 年 3 月期決算短信

－ 20 －



当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）　　　　　　　　　　（単位：百万円）

 株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年３月31日　残高　　　 30,755 31,587 6,234 △9 68,567

連結会計年度中の変動額

資本剰余金の取崩 △4,453 4,453 －

剰余金の配当 △510  △510

当期純損失 △27,151 △27,151

自己株式の取得 △19 △19

メキシコ連結子会社のインフレー

ション会計に基づく剰余金増加

額

△1 △1

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額）
 

連結会計年度中の変動額合計 － △4,963 △22,699 △19 △27,683

平成20年３月31日　残高 30,755 26,623 △16,464 △29 40,884

評価・換算差額等

新株予約権
少数株主
持分

純資産合計その他有価
証券評価差
額金

繰延ヘッジ
損益

土地再評価
差額金

為替換算調
整勘定

評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日　残高 268 △2 △156 6,381 6,490 46 37,685 112,790

連結会計年度中の変動額

資本剰余金の取崩 －

剰余金の配当 △510

当期純損失 △27,151

自己株式の取得 △19

メキシコ連結子会社のインフレー

ション会計に基づく剰余金増加

額

△1

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額）
△236 △0 － 1,072 835 7 △1,240 △397

連結会計年度中の変動額合計 △236 △0 － 1,072 835 7 △1,240 △28,081

平成20年３月31日　残高 31 △2 △156 7,453 7,326 53 36,444 84,708
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）
増減

（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

税金等調整前当期純損
失（△）

△3,728 △24,135 △20,407

減価償却費 14,908 16,678 1,770

のれん償却額 1,571 1,264 △307

退職給付引当金の減少
額

△242 △237 5

貸倒引当金の増加額 122 1,357 1,235

賞与引当金の増加額 283 95 △188

固定資産除売却損 680 766 85

固定資産売却益 △364 △906 △542

事業再構築関連費用 － 1,328 1,328

減損損失 12,609 25,338 12,728

受取利息及び受取配当
金

△635 △965 △329

支払利息 3,899 4,872 972

売上債権の減少（△増
加）額

△7,297 4,947 12,244

たな卸資産の減少（△
増加）額

1,072 △2,132 △3,204

その他の流動資産の減
少（△増加）額

△3,055 273 3,329

その他の固定資産の増
加額

△430 △526 △96

仕入債務の増加額 2,799 513 △2,285

その他の流動負債の増
加額

4,694 814 △3,879

その他の固定負債の減
少額

△83 △1,211 △1,128

役員賞与の支払額 △288 － 288

その他 △2,128 △355 1,773

小計 24,386 27,392 3,005

利息及び配当金の受取
額

703 990 287

利息の支払額 △3,830 △4,876 △1,045

法人税等の支払額 △5,695 △6,378 △682

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

15,563 17,128 1,564
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前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）
増減

（百万円）

Ⅱ　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

△1,805 △3,148 △1,342

定期預金の払戻による
収入

2,014 2,577 563

投資有価証券の取得に
よる支出

△3,852 △2,575 1,276

投資有価証券の売却に
よる収入

1,107 2,742 1,634

有形固定資産の取得に
よる支出

△24,514 △32,485 △7,970

有形固定資産の売却に
よる収入

3,102 7,834 4,731

新規連結子会社の取得
による支出

 △3,236 △2,570 666

連結範囲変更に伴う連
結子会社株式の売却に
よる収入

 － 268 268

短期貸付金の純増加額 △97 △566 △469

長期貸付けによる支出 △213 △1,389 △1,175

長期貸付金の回収によ
る収入

184 194 10

その他 △934 △1,018 △84

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△28,245 △30,136 △1,891

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

短期借入金の純増加額 18,819 7,873 △10,946

長期借入れによる収入 25,920 21,969 △3,951

長期借入金の返済によ
る支出

△20,814 △21,147 △333

社債の発行による収入 － 303 303

社債の償還による支出 △1,346 △747 599

配当金の支払額 △510 △510 0

その他 △1,114 △1,449 △334

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

20,954 6,290 △14,663
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前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）
増減

（百万円）

Ⅳ　現金及び現金同等物に係
る換算差額

1,850 △293 △2,144

Ⅴ　現金及び現金同等物の増
加（△減少）額

10,123 △7,010 △17,134

Ⅵ　現金及び現金同等物の期
首残高

38,128 48,246 10,117

Ⅶ　連結除外に伴う現金及び
現金同等物の減少額

△6 △243 △237

Ⅷ　子会社における株式移転
による現金及び現金同等
物の増加額

－ 474 474

Ⅸ　現金及び現金同等物の期
末残高

 48,246 41,466 △6,779
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社の数　　180社 (1）連結子会社の数　　176社

(2）主要な連結子会社の名称

　主要な連結子会社名は、「関係会社の

状況」に記載しているため、省略してお

ります。

　なお、業務・資本提携及び新規設立等

により当連結会計年度より新たに連結子

会社に含めた会社は以下の43社でありま

す。

㈱ソーデナガノ

㈱グラフィックプロダクツ及び同社

の子会社13社

相模原部品工業㈱

㈱勝光社

上海龍創汽車設計有限公司

ニューシステムホールディング及び

同社の子会社５社

プラコーチェコ

相互股份有限公司及び同社の子会社

１社

エコプラスチック

その他連結子会社15社 

　前連結会計年度において連結子会社で

ありましたアークセチンマネジメントの

子会社１社は同社の子会社１社と、モー

ベース（旧：ソン＆アーク）の子会社１

社は同社と当連結会計年度に合併したた

め、連結の範囲から除いております。ま

た、南部化成㈱の連結子会社１社、ムネ

カタ㈱の連結子会社１社及びその他連結

子会社１社はそれぞれ清算決議を行い、

連結財務諸表に重要な影響を及ぼしてい

ないため、連結の範囲から除いておりま

す。

　㈱ソルプラスの子会社であるソルプラ

ス＆アークイースタン（モルドバ）、㈱

ソーデナガノの子会社９社、サーモの子

会社１社、㈱勝光社の子会社２社、その

他２社については、小規模であり、総資

産、売上高、当期純損益（持分に見合う

額）及び利益剰余金（持分に見合う額）

等は、いずれも連結財務諸表に重要な影

響を及ぼしていないため、当連結会計年

度において連結対象に含めておりません。

(2）主要な連結子会社の名称

　主要な連結子会社名は、「関係会社の

状況」に記載しているため、省略してお

ります。

　なお、業務・資本提携及び新規設立等

により当連結会計年度より新たに連結子

会社に含めた会社は以下の12社でありま

す。

樫山金型工業㈱

３Ｄ ＡＵＴＯ ＰＲＯＴＥＣＨ㈱

その他連結子会社10社

　前連結会計年度において連結子会社で

ありました㈱三洋化成製作所の子会社２

社は同社と、アルファホールディングス

㈱（旧：㈱グラフィックプロダクツ）の

子会社１社は同社と及び東周産業は韓国

アークとそれぞれ合併したため連結の範

囲から除いております。また、英国アー

クの連結子会社２社、㈱シバックスの連

結子会社１社及び㈱サトーセンの連結子

会社１社は清算決議を行い、連結財務諸

表に重要な影響を及ぼしていないため、

連結の範囲から除いております。また、

オランダアークの連結子会社２社、アル

ファホールディングス㈱（旧：㈱グラ

フィックプロダクツ）の連結子会社１社

及び韓国アークの連結子会社１社は当社

グループが保有する持分の全てを企業集

団の外部へ譲渡したため、連結の範囲か

ら除いております。アルファホールディ

ングス㈱（旧：㈱グラフィックプロダク

ツ）の連結子会社１社は実質的支配力が

及ばないと認められることとなったため、

連結の範囲から除いております。

　㈱三洋化成製作所と同社の連結子会社

２社については、持分の変動により、そ

れぞれ関連会社となったため、連結の範

囲から除き、持分法を適用することとい

たしました。

　㈱ソルプラスの子会社であるソルプラ

ス＆アークイースタン（モルドバ）、㈱

ソーデナガノの子会社９社、サーモの子

会社１社、㈱勝光社の子会社２社、㈱シ

バックスの子会社１社、３Ｄ ＡＵＴＯ 

ＰＲＯＴＥＣＨ㈱の子会社１社、その他

１社については、小規模であり、総資産、

売上高、当期純損益（持分に見合う額）

及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、

いずれも連結財務諸表に重要な影響を及

ぼしていないため、当連結会計年度にお

いて連結対象に含めておりません。
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項目
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

２．持分法の適用に関する事項 (1）持分法適用会社の数

非連結子会社　　　　　６社

関連会社 　　　　　 　13社

主要な非連結子会社及び関連会社は

以下のとおりであります。

会社名：

㈱スリーディーテック

サンケイタイランド

宇田

大連宇田電子有限公司

その他持分法適用会社15社

(1）持分法適用会社の数

非連結子会社　　　　　７社

関連会社 　　　　　 　17社

主要な非連結子会社及び関連会社は

以下のとおりであります。

会社名：

㈱スリーディーテック

サンケイタイランド

宇田

大連宇田電子有限公司

㈱三洋化成製作所

その他持分法適用会社19社

　なお、㈱ソーデナガノの子会社３社と

同社の関連会社１社、㈱勝光社の子会社

２社、アヴァプラスの関連会社３社及び

その他関連会社３社について新たに株式

を取得したことから、当連結会計年度よ

りそれぞれ持分法適用会社にしておりま

す。株式の追加取得により関連会社から

子会社となったその他非連結子会社１社

を引き続き持分法適用会社としておりま

す。

　なお、ＰＣＬグループの関連会社１社

及び３Ｄ ＡＵＴＯ ＰＲＯＴＥＣＨ㈱の

子会社１社は当連結会計年度において新

たに株式を取得したことから、また宇田

の関連会社１社は当連結会計年度におい

て新たに設立したため、それぞれ持分法

適用会社にしております。

　相互股份有限公司の関連会社１社は当

連結会計期間において持分比率が減少し

たため持分法の適用範囲から除外してお

ります。

　なお、前連結会計年度において連結子

会社でありました㈱三洋化成製作所及び

同社子会社２社は持分比率の減少により、

連結子会社から持分法適用関連会社に変

更しております。

(2）持分法を適用していない非連結子会社

であるソルプラス＆アークイースタン

（モルドバ）、㈱ソーデナガノの子会社

６社、サーモの子会社１社、その他１社

及び関連会社であるデイーインティア

（韓国）、サンエンジニアリング（韓国）、

㈱ソーデナガノの関連会社８社は、それ

ぞれ当期純損益（持分に見合う額）及び

利益剰余金（持分に見合う額）等からみ

て、持分法の対象から除いても連結財務

諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、

全体としても重要性がないため持分法の

適用範囲から除外しております。

(2）持分法を適用していない非連結子会社

であるソルプラス＆アークイースタン

（モルドバ）、㈱ソーデナガノの子会社

６社、サーモの子会社１社、㈱シバック

スの子会社１社及び関連会社であるデ

イーインティア（韓国）、サンエンジニ

アリング（韓国）、㈱ソーデナガノの関

連会社８社は、それぞれ当期純損益（持

分に見合う額）及び利益剰余金（持分に

見合う額）等からみて、持分法の対象か

ら除いても連結財務諸表に及ぼす影響が

軽微であり、かつ、全体としても重要性

がないため持分法の適用範囲から除外し

ております。

(3）持分法適用会社のうち、決算日が連結

決算日と異なる会社については、㈱ソー

デナガノの子会社２社は１月31日現在、

同社の関連会社１社及びその他関連会社

１社は２月28日現在、アヴァプラスの関

連会社３社は３月31日現在で実施した仮

決算に基づく財務諸表を、その他の持分

法適用会社については各社の事業年度に

係る財務諸表をそれぞれ使用しておりま

す。

(3）

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

３．連結子会社の事業年度等に

関する事項

国内連結子会社のうち、㈱安田製作所、

㈱ソルプラス、㈱タクミック・エスピー、

㈱グラフィックプロダクツ及び同社の子会

社13社、㈱シバックスの子会社２社、㈱日

本テクシードの子会社２社、ニューシステ

ムホールディングの子会社１社の決算日は

12月31日であり、昭和精機工業㈱及び徳島

昭和精機㈱の決算日は３月20日であります。

また、海外連結子会社のうち、ムネカタ

アメリカ及びその子会社１社、ＰＣＬグ

ループ及びその子会社７社、アヴァプラス

及びその子会社３社、サーモの子会社１社、

㈱日本テクシードの子会社１社の決算日は

３月31日であり、これら以外の海外連結子

会社の決算日は12月31日であります。

連結財務諸表の作成に当たっては、決算

日が12月31日及び３月20日である連結子会

社については、同日現在の財務諸表を使用

し、連結決算日との間に生じた重要な取引

については、連結上必要な調整を行ってお

ります。また、決算日が３月31日である

サーモの子会社１社はサーモの決算日であ

る12月31日現在で、本決算に準じた仮決算

を実施し、親会社の財務諸表に連結されて

おります。

国内連結子会社のうち、㈱安田製作所、

㈱ソルプラス、㈱タクミック・エスピー、

アルファホールディングス㈱（旧：㈱グラ

フィックプロダクツ）及び同社の子会社12

社、㈱シバックスの子会社２社、㈱日本テ

クシードの子会社２社、ニューシステム

ホールディングの子会社１社、南部化成㈱

の子会社２社の決算日は12月31日であり、

昭和精機工業㈱及び徳島昭和精機㈱の決算

日は３月20日であります。

また、海外連結子会社のうち、ムネカタ

アメリカ及びその子会社１社、ＰＣＬグ

ループ及びその子会社８社、アヴァプラス

及びその子会社３社、サーモの子会社１社、

㈱日本テクシードの子会社１社の決算日は

３月31日であり、これら以外の海外連結子

会社の決算日は12月31日であります。

連結財務諸表の作成に当たっては、決算

日が12月31日及び３月20日である連結子会

社については、同日現在の財務諸表を使用

し、連結決算日との間に生じた重要な取引

については、連結上必要な調整を行ってお

ります。また、決算日が３月31日である

サーモの子会社１社はサーモの決算日であ

る12月31日現在で、本決算に準じた仮決算

を実施し、親会社の財務諸表に連結されて

おります。

４．会計処理基準に関する事項

(イ)重要な資産の評価基準及

び評価方法

(1）有価証券

満期保有目的の債券

原価法

(1）有価証券

満期保有目的の債券

同左

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は主として移動平均

法により算定）

その他有価証券

時価のあるもの

同左

時価のないもの

　移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

(2）デリバティブ

時価法

(2）デリバティブ

同左

(3）たな卸資産

製品・仕掛品

　主として個別法による原価法

(3）たな卸資産

製品・仕掛品

同左

原材料

　主として移動平均法による原価法

原材料

同左

貯蔵品

　主として最終仕入原価法

貯蔵品

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

(ロ)重要な減価償却資産の減

価償却の方法

(1）有形固定資産

　当社及び国内子会社は主として定率法

（ただし、平成10年４月１日以降に取得し

た建物（建物附属設備を除く）については

定額法）を採用しております。在外子会社

は所在地国の会計基準による償却方法（主

として定額法）を採用しております。

(1）有形固定資産

同左

　なお、主な耐用年数は以下のとおりであ

ります。

建物及び構築物　　　３～60年

機械装置及び運搬具　２～20年

　なお、主な耐用年数は以下のとおりであ

ります。

同左

 

（会計方針の変更）

　当社及び国内連結子会社は、法人税法の

改正に伴い、当連結会計年度より、平成19

年４月１日以降に取得した有形固定資産に

ついて、改正後の法人税法に基づく減価償

却の方法に変更しております。

　これにより営業利益及び経常利益がそれ

ぞれ222百万円減少し、税金等調整前当期

純損失が同額増加しております。

　なお、セグメント情報に与える影響は、

当該箇所に記載しております。

（追加情報）

　当社及び国内連結子会社は、法人税法の

改正に伴い、平成19年３月31日以前に取得

した資産については、改正前の法人税法に

基づく減価償却の方法の適用により取得価

額の５％に到達した連結会計年度の翌連結

会計年度より、取得価額の５％相当額と備

忘価額との差額を５年間にわたり均等償却

し、減価償却費に含めて計上しておりま

す。

　これにより営業利益及び経常利益がそれ

ぞれ225百万円減少し、税金等調整前当期

純損失が同額増加しております。

　なお、セグメント情報に与える影響は、

当該箇所に記載しております。

(2）無形固定資産

　自社利用のソフトウェアについては、社

内における利用可能期間（３～５年）に基

づく定額法を採用しております。

(2）無形固定資産

同左

(ハ)繰延資産の処理方法 株式交付費

　全額支出時の費用としております。

株式交付費

同左

(ニ)重要な引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　当社及び国内子会社は債権の貸倒れによ

る損失に備えるため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収可能性を勘案し、

回収不能見込額を計上しております。在外

子会社は所在地国の会計基準（回収不能見

込額を見積計上）により計上しております。

(1）貸倒引当金

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

(2）賞与引当金

　当社及び国内子会社は、従業員の賞与の

支払に備えるため、当連結会計年度に負担

すべき支給見込額を計上しております。在

外子会社は、所在地国の会計基準（主とし

て当連結会計年度に負担すべき支給見込額

を計上）によっております。

(2）賞与引当金

同左

(3）退職給付引当金

　連結子会社は、従業員の退職給付に備え

るため、当連結会計年度末における退職給

付債務及び年金資産の見込額に基づき計上

しております。

　数理計算上の差異は、各連結会計年度の

発生時における従業員の平均残存勤務期間

内の一定の年数(５～15年)による定額法に

より按分した額をそれぞれ発生した翌連結

会計年度から費用処理することとしており

ます。

　また、過去勤務債務は、発生時における

従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数（５～15年）による定額法により、発生

した連結会計年度から費用処理することと

しております。

（追加情報）

　当社は、平成19年３月31日付で退職給付

制度を廃止しており、これに伴い、制度廃

止時の退職給付債務と年金資産及び退職給

付引当金との差額21百万円を特別利益に計

上しております。

(3）退職給付引当金

同左

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

──────

(4）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支払に備えるため、

子会社の一部において、内規に基づく連結

会計年度末要支給額を計上しております。

(4）役員退職慰労引当金

同左

(ホ)重要なリース取引の処理

方法

　当社及び国内子会社は、リース物件の所

有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引については、

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計

処理によっております。在外子会社のファ

イナンス・リース取引については、所在地

国の会計基準（主として通常の売買取引に

係る方法に準じた会計処理）によっており

ます。

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

(へ)重要なヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理を採用しております。

また、為替変動リスクのヘッジについて

振当処理の要件を満たしている場合には

振当処理を、金利スワップについて特例

処理の条件を満たしている場合には特例

処理を採用しております。

(1）ヘッジ会計の方法

同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段 ヘッジ対象

金利スワップ 借入金

為替予約 製品輸出等による

外貨建売上債権、

原材料輸入等によ

る外貨建買入債務

及び外貨建予定取

引

同左

(3）ヘッジ方針

　金利リスク及び為替リスクの低減並び

に金融収支改善のため、対象債権債務及

び予定取引の範囲内でヘッジを行ってお

ります。

(3）ヘッジ方針

同左

(4）ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ対象の相場変動またはキャッ

シュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の

相場変動またはキャッシュ・フロー変動

の累計を比較し、その変動額の比率に

よって有効性を評価しております。

　ただし、特例処理によっている金利ス

ワップについては、有効性の評価を省略

しております。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

同左

(ト)その他連結財務諸表作成

のための重要な事項

消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は、税抜方式に

よっております。

消費税等の会計処理

同左

５．連結子会社の資産及び負債

の評価に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価につ

いては、全面時価評価法を採用しており

ます。

同左

６．のれん及び負ののれんの償

却に関する事項

　のれんは、その効果の発現する期間を

見積もり、20年以内で均等償却を行って

おります。

同左

７．連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金及

び容易に換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか負わない

取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっております。

同左
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） ──────

　当連結会計年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年12月

９日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号　平成

17年12月９日）を適用しております。

　従来の資本の部の合計に相当する金額は75,060百万円で

あります。

　なお、当連結会計年度における連結貸借対照表の純資産

の部については、連結財務諸表規則の改正に伴い、改正後

の連結財務諸表規則により作成しております。

（役員賞与に関する会計基準） ──────

　当連結会計年度より、「役員賞与に関する会計基準」（企

業会計基準第４号　平成17年11月29日）を適用しておりま

す。

　この変更が損益に与える影響は軽微であります。

（ストック・オプション等に関する会計基準） ──────

　当連結会計年度より、「ストック・オプション等に関す

る会計基準」（企業会計基準第８号　平成17年12月27日）

及び「ストック・オプション等に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第11号　平成18年５月31日）

を適用しております。

　この変更が損益に与える影響は軽微であります。

㈱アーク (7873) 平成 20 年 3 月期決算短信

－ 31 －



表示方法の変更

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

（連結貸借対照表）

　前連結会計年度において、「連結調整勘定」として掲

記されていたものは、当連結会計年度から、「のれん」

と表示しております。　

　また、前連結会計年度において、「営業権」は無形固

定資産の「その他」に含めて表示しておりましたが、当

連結会計年度から、「のれん」に含めて表示することに

しました。

　なお、前連結会計年度において、無形固定資産の「そ

の他」に含まれている「営業権」は710百万円であります。

（連結貸借対照表）

──────

（連結損益計算書） （連結損益計算書）

　「貸倒引当金戻入額」は、前連結会計年度は特別利益

の「その他」に含めて表示しておりましたが、当連結会

計年度において金額的重要性が増したため区分掲記しま

した。

　なお、前連結会計年度の「貸倒引当金戻入額」の金額

は25百万円であります。

──────

　「投資有価証券評価損」は、前連結会計年度は「その

他」に含めて表示しておりましたが、当連結会計年度に

おいて金額的重要性が増したため区分掲記しました。

　なお、前連結会計年度の「投資有価証券評価損」の金

額は15百万円であります。

（連結キャッシュ・フロー計算書）

　前連結会計年度において、「連結調整勘定償却額」と

して掲記されていたものは、当連結会計年度から「のれ

ん償却額」として表示しております。

（連結キャッシュ・フロー計算書）

　営業活動によるキャッシュ・フローの「事業再構築関

連費用」は、前連結会計年度は「その他」に含めて表示

しておりましたが、当連結会計年度において区分掲記し

ました。

　なお、前連結会計年度の「事業再構築関連費用」の金

額は251百万円であります。
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

※１　非連結子会社及び関連会社に対する事項 ※１　非連結子会社及び関連会社に対する事項

投資有価証券（株式） 8,910百万円 投資有価証券（株式） 6,976百万円

※２　担保に供している資産ならびに担保付債務 ※２　担保に供している資産ならびに担保付債務

担保資産  

現金及び預金 613百万円

受取手形及び売掛金 1,124

有価証券 230

建物及び構築物 18,069

機械装置及び運搬具 13,041

工具器具及び備品 443

土地 18,002

「無形固定資産」その他 21

「投資その他の資産」その他 537

合計 52,085

担保資産  

現金及び預金 1,356百万円

受取手形及び売掛金 1,189

建物及び構築物 16,237

機械装置及び運搬具 2,682

工具器具及び備品 17

土地 19,501

「無形固定資産」その他 13

「投資その他の資産」その他 413

合計 41,410

担保付債務  

支払手形及び買掛金 100百万円

短期借入金 31,793

１年以内返済予定長期借入金 8,821

「流動負債」その他 457

社債 1,086

長期借入金 24,733

合計 66,991

担保付債務  

短期借入金 26,783百万円

１年以内返済予定長期借入金 9,439

「流動負債」その他 257

社債 1,389

長期借入金 27,540

合計 65,409

　上記債務のほか、連結子会社の輸入関係銀行保証58

百万円、その他関連会社１社の借入金449百万円及び

その他保証441百万円について、上記資産を担保に提

供しております。

　上記債務のほか、連結子会社の輸入関係銀行保証78

百万円、その他関連会社１社の借入金178百万円及び

その他保証542百万円について、上記資産を担保に提

供しております。

　３　偶発債務

(1）保証債務

　連結会社以外の会社の金融機関等からの借入等に対

し、保証を行っております。

　３　偶発債務

(1）保証債務

　連結会社以外の会社の金融機関等からの借入等に対

し、保証を行っております。

（関係会社）

宇田 1,180百万円

その他５社 1,227

（取引先）

２社 622

合計 3,030

（関係会社）

宇田 1,001百万円

その他６社 1,094

（取引先）

２社 575

合計 2,671

(2）手形割引高及び裏書譲渡高 (2）手形割引高及び裏書譲渡高

受取手形割引高      946百万円

受取手形裏書譲渡高 401百万円

受取手形割引高 1,199百万円

受取手形裏書譲渡高 290百万円

※４　連結会計年度末日満期手形

　連結会計年度末日満期手形の会計処理については、

当連結会計年度の末日が金融機関の休日でしたが、満

期日に決済が行われたものとして、処理しております。

当連結会計年度末日満期手形の金額は次のとおりであ

ります。

※４

──────

受取手形      645百万円

支払手形 1,054百万円
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前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

※５　土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布

法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評価を行い、

土地再評価差額金を純資産の部に計上しております。

※５　土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布

法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評価を行い、

土地再評価差額金を純資産の部に計上しております。

・再評価の方法：土地の再評価に関する法律施行令

（平成10年３月31日公布政令第119号）第２条第３

号に定める固定資産税評価額に合理的な調整を行っ

て算出

・再評価を行った年月日 ：平成14年３月31日

・再評価を行った土地の当期

末における時価と再評価後

の帳簿価額との差額 ：△286百万円

・再評価の方法：土地の再評価に関する法律施行令

（平成10年３月31日公布政令第119号）第２条第３

号に定める固定資産税評価額に合理的な調整を行っ

て算出

・再評価を行った年月日 ：平成14年３月31日

・再評価を行った土地の当期

末における時価と再評価後

の帳簿価額との差額 ：　   △309百万円

※６

──────

※６　コミットメントライン契約

　当社は、資金調達の選択肢の拡大及び迅速かつ安定

的な調達手段の確立のため、㈱三菱東京ＵＦＪ銀行、

㈱みずほ銀行及び㈱三井住友銀行の３行を共同アレン

ジャーとするコミットメントライン契約を締結してお

ります。この契約に基づく当連結会計年度末における

借入金未実行残高は次のとおりであります。

コミットメントラインの総額 30,000百万円

借入実行残高 15,900 

差引額 14,100 

 

　本契約には以下の財務制限条項が付されております。

　①各決算期末（中間決算期末含む）の連結、個別の

貸借対照表の純資産の部の金額が、2007年３月期に係

る貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準の

変更による影響を考慮して、2006年３月期末、直前決

算期末のそれぞれの実質的に該当する金額の75%を下

回らないこと。

　②各決算期末（中間決算期末含む）の連結、個別の

損益計算書の経常損益が経常損失とならないこと。

　③各決算期末（中間決算期末含む）の連結、個別の

貸借対照表におけるネット有利子負債の金額を、当該

決算期のそれぞれの損益計算書における営業損益、減

価償却費、受取配当金及び子会社からの収益の合計金

額（中間決算期の場合、当該金額の２倍の金額）で除

した数値が、負の数値とならず、また、連結の場合10

を上回らず、個別の場合15を上回らないこと。

 

 

    　なお、平成20年３月期末におきまして、上記財務制

限条項の①に抵触しておりますが、各金融機関と当該

契約の変更について交渉中であります。
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費用及び金額は

次のとおりであります。

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費用及び金額は

次のとおりであります。

給料     10,181百万円

減価償却費 1,799

賃借料 1,629

運搬費 3,255

役員退職慰労引当金繰入額 103

販売業務委託料 50

管理業務委託料 897

のれん償却額 1,571

賞与引当金繰入額 300

退職給付費用 423

研究開発費 1,014

給料     12,421百万円

減価償却費 1,884

賃借料 1,667

運搬費 4,026

役員退職慰労引当金繰入額 74

販売業務委託料 85

管理業務委託料 1,398

のれん償却額 1,264

賞与引当金繰入額 322

退職給付費用 732

研究開発費 1,370

※２　一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 ※２　一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

1,165百万円 1,443百万円

※３　固定資産売却益は次のとおりであります。 ※３　固定資産売却益は次のとおりであります。

建物及び構築物 6百万円

機械装置及び運搬具 286百万円

土地 53百万円

その他 18百万円

合計 364百万円

建物及び構築物 68百万円

機械装置及び運搬具 376百万円

工具器具及び備品 6百万円

土地 375百万円

その他 80百万円

合計 906百万円

※４　固定資産除売却損は次のとおりであります。 ※４　固定資産除売却損は次のとおりであります。

建物及び構築物 178百万円

機械装置及び運搬具 373百万円

工具器具及び備品 119百万円

その他 9百万円

合計 680百万円

建物及び構築物 391百万円

機械装置及び運搬具 249百万円

工具器具及び備品 104百万円

土地 1百万円

その他 19百万円

合計 766百万円

　※５　

──────

　※５　事業再構築関連費用は次のとおりであります。

場所 内容
 

（百万円）

関西１件

九州２件

欧州２件

子会社の清算に伴う損失 360

関東２件

アジア７件

欧州４件

事業再構築に伴う資産人員整理損

失
967

合計 1,328
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前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

※６　減損損失

　当連結会計年度において、当社グループは、以下の

資産グループについて減損損失を計上しております。

場所 用途 種類
減損損失

（百万円）

アジア２件 遊休資産

建物及び構築物

機械装置及び運搬具

工具器具及び備品

369

中部１件

関西１件

九州１件

アジア６件

北米３件

欧州２件

事業用資産

建物及び構築物

機械装置及び運搬具

工具器具及び備品

土地

無形固定資産

5,901

関西１件

アジア７件

北米２件

欧州３件

のれん のれん 6,338

合計 12,609

※６　減損損失

　当連結会計年度において、当社グループは、以下の

資産グループについて減損損失を計上しております。

場所 用途 種類
減損損失

（百万円）

東北２件

中部１件

アジア４件

北米１件

遊休資産

建物及び構築物

機械装置及び運搬具

土地

736

中部２件

関東２件

アジア15件

北米４件

欧州５件

事業用資産

建物及び構築物

機械装置及び運搬具

工具器具及び備品

土地

無形固定資産

18,119

関東２件

関西１件

アジア２件

北米１件

欧州４件

のれん のれん 6,482

合計 25,338

 当社グループは、概ね独立したキャッシュ・フロー

を生み出し、継続的に収支の把握がなされる最小の管

理会計上の単位に基づき資産のグルーピングを行い、

また、遊休資産については、個々の資産ごとに減損損

失の認識の判定及び測定を行っております。

　遊休資産については、継続的な使用が見込めなく

なった機械装置及び工具器具等の帳簿価額を回収可能

価額まで減額し、当該減少額を減損損失369百万円と

して特別損失に計上しております。

　事業用資産は、解散予定連結子会社に係る建物及び

機械装置等を回収可能価額まで減額し、当該減少額389

百万円を、収益性の低下した連結子会社に係る機械装

置等の各種固定資産を回収可能価額まで減額し、当該

減少額5,512百万円を同様に計上しております。

　のれんについては、取得時に検討した事業計画にお

いて、当初想定した収益が見込めなくなったのれんを

回収可能価額まで減額して当該減少額6,338百万円を

同様に計上しております。

　なお、遊休資産の回収可能価額は、正味売却価額に

よっており、事業用資産の回収可能価額は、使用価値

及び正味売却価額のうち価値の高いほうにより測定を

行っております。使用価値の算定に用いる割引率は5.8

～6.9％を使用しております。不動産については主と

して相続税評価額及び固定資産税評価額等を参考とし

ております。また、のれんは、当該のれんに係る資産

グループの修正後事業計画に基づき測定しております。

 当社グループは、概ね独立したキャッシュ・フロー

を生み出し、継続的に収支の把握がなされる最小の管

理会計上の単位に基づき資産のグルーピングを行い、

また、遊休資産については、個々の資産ごとに減損損

失の認識の判定及び測定を行っております。

　遊休資産については、継続的な使用が見込めなく

なった土地、建物、機械装置等の帳簿価額を回収可能

価額まで減額し、当該減少額を減損損失736百万円と

して特別損失に計上しております。

　事業用資産は、収益性の低下した連結子会社に係る

土地、建物、機械装置等の各種固定資産を回収可能価

額まで減額し、当該減少額18,119百万円を同様に計上

しております。

　のれんについては、取得時に検討した事業計画にお

いて、当初想定した収益が見込めなくなったのれんを

回収可能価額まで減額して当該減少額6,482百万円を

同様に計上しております。

　なお、遊休資産の回収可能価額は、正味売却価額に

よっており、主として相続税評価額及び固定資産税評

価額等を参考としております。事業用資産の回収可能

価額は、使用価値及び正味売却価額のうち価値の高い

ほうにより測定を行っております。使用価値の算定に

用いる割引率は1.3～9.4％を使用しております。不動

産については主として相続税評価額及び固定資産税評

価額等を参考としております。のれんの回収可能価額

は、当該のれんに係る資産グループの修正後事業計画

に基づき測定しております。
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前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

※７　前期損益修正損は次のとおりであります。

海外連結子会社前渡金前期損

益修正損

307百万円

海外連結子会社たな卸資産前

期損益修正損

253百万円

合計 560百万円

※７　

──────

※８　

──────

※８　過年度法人税等の内容

　　　過年度の税務処理について税務当局との見解の相違

に備え未払法人税等を計上しておりましたが、当期に

申告額が確定しましたので、未払法人税等の戻し入れ

等を過年度法人税等として計上しております。
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（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末株
式数（株）

当連結会計年度増加
株式数（株）

当連結会計年度減少
株式数（株）

当連結会計年度末株
式数（株）

発行済株式

普通株式（注）１ 34,050,796 34,050,796 － 68,101,592

合計 34,050,796 34,050,796 － 68,101,592

自己株式

普通株式（注）２ 3,498 3,695 － 7,193

合計 3,498 3,695 － 7,193

（注）１．普通株式の発行済株式総数の増加34,050,796株は、平成18年４月１日付で普通株式１株につき２株の株式分

割を行ったことによる増加であります。

      ２．普通株式の自己株式の株式数の増加3,695株は、平成18年４月１日付で普通株式１株につき２株の株式分割を

行ったことによる増加3,498株及び単元未満株式の買取りによる増加197株であります。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の目的となる株式の数（千株） 
当連結会計
年度末残高
（百万円）

前連結会計
年度末

当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計
年度末

連結子会社 新株予約権付社債による新株

予約権（アキュリス）
－ － － － － 10

ストック・オプションとして

の新株予約権（アヴァプラス）
－ － － － － 35

合計 － － － － － 46

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額

基準日 効力発生日

平成18年６月29日

定時株主総会
普通株式 510 15円00銭 平成18年３月31日 平成18年６月30日

 （注）平成18年３月期期末配当金の内訳は、普通配当12円50銭、東証一部上場記念配当２円50銭であります。

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日

平成19年６月28日

定時株主総会
普通株式 510 資本剰余金 ７円50銭 平成19年３月31日 平成19年６月29日
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当連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末株
式数（株）

当連結会計年度増加
株式数（株）

当連結会計年度減少
株式数（株）

当連結会計年度末株
式数（株）

発行済株式

普通株式 68,101,592 － － 68,101,592

合計 68,101,592 － － 68,101,592

自己株式

普通株式（注） 7,193 19,309 － 26,502

合計 7,193 19,309 － 26,502

（注）　　普通株式の自己株式数の増加19,309株は、単元未満株式の買取による増加139株、持分法適用会社が取得し

た自己株式（当社株式）の当社帰属分19,170株であります。

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の目的となる株式の数（千株） 
当連結会計
年度末残高
（百万円）

前連結会計
年度末

当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計
年度末

連結子会社 新株予約権付社債による新株

予約権（アキュリス）
－ － － － － 35

ストック・オプションとして

の新株予約権（アヴァプラス）
－ － － － － 18

合計 － － － － － 53

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額

基準日 効力発生日

平成19年６月28日

定時株主総会
普通株式 510 7円50銭 平成19年３月31日 平成19年６月29日

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

　　該当事項はありません。
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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

　当社グループは、企画、デザイン、設計から試作品、金型・成形品等の製造に至るまで、お客様の新製品開

発活動を一貫して支援することを主な事業内容としており、「デザイン・設計」、「モデル」、「金型・成形

品」、「その他」の個々の品目にとどまらず、これらの品目を総合的に提供することで独自の事業展開を図っ

ております。事業の種類の区分は、製・商品、役務等の種類、性質、製造方法、販売市場等の類似性に基づき

検討がなされますが、当社グループは、新製品開発支援を目的としてお客様に各品目を総合的に提供する観点

から各品目の有機的な関連性を考慮し、事業の種類別セグメントを単一セグメントとしております。そのため、

事業の種類別セグメント情報は記載しておりません。

ｂ．所在地別セグメント情報

前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

国内
（百万円）

北米
（百万円）

欧州
（百万円）

アジア
（百万円）

計
（百万円）

消去または
全社

（百万円）

連結
（百万円）

Ⅰ　売上高及び営業損益

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 154,700 22,758 35,394 105,650 318,504 － 318,504

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
2,306 15 93 5,415 7,832 (7,832) －

計 157,007 22,774 35,488 111,066 326,337 (7,832) 318,504

営業費用 146,566 22,529 35,949 109,597 314,643 (7,288) 307,355

営業利益又は

営業損失(△）
10,440 245 △461 1,468 11,693 (543) 11,149

Ⅱ　資産 215,677 29,963 43,269 140,250 429,161 (64,637) 364,523

　（注）１．地域は地理的近接度により区分しております。

２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。

北米…………米国、メキシコ、カナダ

欧州…………英国、フランス、ハンガリー、ドイツ、ルーマニア、イタリア、オランダ、ポーランド、

チェコ

アジア………タイ、韓国、マレーシア、台湾、オーストラリア、中国、シンガポール、インドネシア、ベ

トナム、フィリピン、インド

当連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

国内
（百万円）

北米
（百万円）

欧州
（百万円）

アジア
（百万円）

計
（百万円）

消去または
全社

（百万円）

連結
（百万円）

Ⅰ　売上高及び営業損益

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 153,857 29,238 39,772 160,456 383,324 － 383,324

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
3,585 68 283 5,737 9,675 (△9,675) －

計 157,442 29,306 40,056 166,193 392,999 (△9,675) 383,324

営業費用 152,133 28,204 42,165 162,992 385,496 (△8,963) 376,532

営業利益又は

営業損失(△）
5,309 1,102 △2,109 3,201 7,503 (△711) 6,792

Ⅱ　資産 215,874 21,284 41,304 139,819 418,456 (△78,934) 339,348

　（注）１．地域は地理的近接度により区分しております。

２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。

北米…………米国、メキシコ、カナダ、ブラジル

欧州…………英国、フランス、ハンガリー、ドイツ、ルーマニア、イタリア、オランダ、ポーランド、

チェコ

アジア………タイ、韓国、マレーシア、台湾、オーストラリア、中国、シンガポール、インドネシア、ベ

トナム、フィリピン、インド
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３．「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当社及び国内関連会社は、法人税法

改正に伴い、当連結会計年度より、平成19年４月以降に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法

に基づく減価償却の方法に変更しております。これにより、国内の営業利益が222百万円減少しておりま

す。

　また、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の「追加情報」に記載のとおり、当社及び国

内関連会社は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、平成19年３月31日以前に取得した資産につい

ては、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得価額の５％に到達した連結会計年度の翌

連結会計年度より、取得価額の５％相当額と備忘価額との差額を５年間にわたり均等償却し、減価償却費に

含めて計上しております。これにより、国内の営業利益が225百万円減少しております。

ｃ．海外売上高

前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

北米 欧州 アジア 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 28,764 42,818 109,429 181,012

Ⅱ　連結売上高（百万円） 318,504

Ⅲ　海外売上高の連結売上高に占

める割合（％）
9.0 13.4 34.4 56.8

（注）１．地域は地理的近接度により区分しております。

２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。

北米…………米国、メキシコ、カナダ

欧州…………英国、フランス、ハンガリー、ドイツ、ルーマニア、イタリア、オランダ、ポーランド

アジア………タイ、韓国、マレーシア、台湾、オーストラリア、中国、シンガポール、インドネシア、　

　ベトナム、フィリピン、インド

３．海外売上高は、提出会社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高の合計額（ただし、連結

会社間の内部売上高は除く。）であります。

当連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

北米 欧州 アジア 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 35,379 44,341 163,537 243,257

Ⅱ　連結売上高（百万円） 383,324

Ⅲ　海外売上高の連結売上高に占

める割合（％）
9.2 11.6 42.7 63.5

（注）１．地域は地理的近接度により区分しております。

２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。

北米…………米国、メキシコ、カナダ、ブラジル

欧州…………英国、フランス、ハンガリー、ドイツ、ルーマニア、イタリア、オランダ、ポーランド

アジア………タイ、韓国、マレーシア、台湾、オーストラリア、中国、シンガポール、インドネシア、　

　ベトナム、フィリピン、インド

３．海外売上高は、提出会社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高の合計額（ただし、連結

会社間の内部売上高は除く。）であります。
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１株当たり純資産額   1,102.27円

１株当たり当期純損失 171.79円

１株当たり純資産額     708.20円

１株当たり当期純損失 398.80円

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、１株当たり当期純損失であり、また、希薄化効果を

有している潜在株式が存在していないため記載しておりま

せん。

　当社は、平成18年４月１日付で普通株式１株につき２株

の株式分割を行っております。当該株式分割が前期首に行

われたと仮定した場合の前連結会計年度における１株当た

り情報については、それぞれ以下のとおりとなっておりま

す。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、１株当たり当期純損失であり、また、希薄化効果を

有している潜在株式が存在していないため記載しておりま

せん。

１株当たり純資産額 1,222.65円

１株当たり当期純利益 79.21円

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、希薄化効果を有している潜在株式が存在していない

ため記載しておりません。

 

　（注）　１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当期純損失（△）（百万円） △11,698 △27,151

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

（うち利益処分による役員賞与金） （－） 　（－）

普通株式に係る当期純損失（△）（百万円） △11,698 △27,151

期中平均株式数（千株） 68,094 68,081

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益金額の算定に含めな

かった潜在株式の概要

68,094 68,081

 （開示の省略）

　連結キャッシュ・フロー計算書、リース取引、有価証券、デリバティブ取引、退職給付関係、ストック・オプショ

ン等、税効果会計、関連当事者との取引に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくない

と考えられるため、開示を省略しております。

㈱アーク (7873) 平成 20 年 3 月期決算短信

－ 42 －



５．個別財務諸表
(1）貸借対照表

前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
（百万円）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 4,259 3,975

２．受取手形 ※４ 756 550

３．売掛金 4,511 3,292

４．有価証券 903 907

５．製品 96 49

６．原材料 131 172

７．仕掛品 184 304

８．貯蔵品 34 48

９．前払費用 114 106

10．未収還付法人税等 － 1,137

11．繰延税金資産 197 －

12．その他 50 95

13．貸倒引当金 △0 －

流動資産合計 11,241 10.9 10,640 11.7 △600

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産

(１)建物 ※１ 3,124 3,140

減価償却累計額 △1,710 1,413 △1,827 1,313

(２)構築物 137 137

減価償却累計額 △108 29 △112 24

(３)機械及び装置 ※１ 655 668

減価償却累計額 △514 140 △548 119

(４)車両運搬具 70 60

減価償却累計額 △54 15 △49 10

(５)工具器具及び備品 300 328

減価償却累計額 △224 76 △251 77

(６)土地 ※１ 1,084 1,084

(７)建設仮勘定  6 －

有形固定資産合計 2,767 2.7 2,630 2.9 △137

２．無形固定資産

(１)電話加入権 9 9

(２)ソフトウェア 62 129

無形固定資産合計 72 0.0 138 0.1 66
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前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
（百万円）

３．投資その他の資産

(１)投資有価証券 155 60

(２)関係会社株式 84,922 73,217

(３)関係会社出資金 6 6

(４)関係会社長期貸付金 3,915 3,596

(５)長期未収入金 60 37

(６)長期前払費用 16 11

(７)差入保証金 490 491

(８)保険積立金 3 －

(９)その他 349 340

(10)貸倒引当金 △625 △5

投資その他の資産合計 89,295 86.4 77,757 85.3 △11,538

固定資産合計 92,135 89.1 80,526 88.3 △11,608

資産合計 103,376 100.0 91,167 100.0 △12,209

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．買掛金 807 576

２．短期借入金 ※1,5 13,000 25,900

３．関係会社短期借入金 － 800

４．１年以内返済予定長期
借入金

※１ 4,752 5,024

５．未払金 445 493

６．未払費用 32 67

７．未払法人税等 1,074 －

８．未払消費税等 95 7

９．預り金 64 43

10．賞与引当金 283 198

11．債務保証損失引当金 － 212

12．繰延税金負債 － 29

13．その他 3 3

流動負債合計 20,558 19.9 33,357 36.6 12,798
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前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
（百万円）

Ⅱ　固定負債

１．長期借入金 ※１ 24,409 24,035

２．長期未払金 488 360

３．債務保証損失引当金 － 2,785

４．繰延税金負債 22 14

５．再評価に係る繰延税金
負債

※２ 27 27

固定負債合計 24,948 24.1 27,222 29.8 2,274

負債合計 45,506 44.0 60,579 66.4 15,072

（純資産の部）      

Ⅰ　株主資本      

１．資本金  30,755 29.8  30,755 33.7 －

２．資本剰余金      

(1）資本準備金 31,579   26,079  

(2）その他資本剰余金 －   536  

資本剰余金合計  31,579 30.5  26,615 29.2 △4,963

３．利益剰余金      

(1）利益準備金 111   111  

(2）その他利益剰余金      

固定資産圧縮積立金 7   －  

配当平均積立金 450   －  

別途積立金 5,600   －  

繰越利益剰余金 △10,511   △26,749  

利益剰余金合計  △4,342 △4.2  △26,638
△

29.2
△22,296

４．自己株式  △9 △0.0  △9 △0.0 △0

株主資本合計  57,983 56.1  30,722 33.7 △27,260

Ⅱ　評価・換算差額等        

１．その他有価証券評価差
額金

 42 0.0  20 0.0 △21

２．土地再評価差額金 ※２  △156 △0.1  △156 △0.1 －

評価・換算差額等合計  △113 △0.1  △135 △0.1 △21

純資産合計  57,869 56.0  30,587 33.6 △27,282

負債純資産合計  103,376 100.0  91,167 100.0 △12,209
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(2）損益計算書

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
（百万円）

Ⅰ　売上高 15,950 100.0 14,318 100.0 △1,632

Ⅱ　売上原価

１．製品期首たな卸高 95 96

２．当期製品製造原価 ※２ 11,661 10,481

合計 11,757 10,578

３．製品期末たな卸高 96 11,660 73.1 49 10,529 73.5 △1,130

売上総利益 4,290 26.9 3,788 26.5 △502

Ⅲ　販売費及び一般管理費

１．運搬費 72 75

２．広告宣伝費 25 57

３．役員報酬 202 261

４．給料 784 900

５．賞与 46 51

６．賞与引当金繰入額 99 55

７．福利厚生費 137 131

８．退職給付費用 7 －

９．旅費交通費 91 103

10．減価償却費 38 47

11．賃借料 175 173

12．その他 ※１ 512 2,194 13.8 529 2,387 16.7 192

営業利益 2,095 13.1 1,401 9.8 △694

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 ※２ 39 106

２．受取配当金 ※２ 481 3,570

３．雑収入 27 548 3.4 27 3,705 25.9 3,156
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前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
（百万円）

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 377 615

２．シンジケートローン組
成費用

－ 270

３．雑損失 14 392 2.4 56 942 6.6 550

経常利益 2,252 14.1 4,164 29.1 1,912

Ⅵ　特別利益

１．固定資産売却益 ※３ － 0

２．貸倒引当金戻入額 1 0

３．退職給付制度終了益 21 23 0.1 － 1 0.0 △21

Ⅶ　特別損失

１．固定資産除売却損 ※４ 1 1

２．貸倒引当金繰入額 620 －

３．関係会社株式売却損 －   475    

４．債務保証損失引当金繰
入額

－   2,997    

５．関係会社株式評価損 11,285 11,906 74.6 27,377 30,852 215.5 18,945

税引前当期純損失
（△）

△9,631 △60.4 △26,687
△

186.4
△17,055

法人税、住民税及び事
業税

937 63

過年度法人税等 ※５ － △234

法人税等調整額 207 1,145 7.2 233 62 0.4 △1,083

当期純損失（△） △10,776 △67.6 △26,749
△

186.8
△15,972
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(3）株主資本等変動計算書

前事業年度（自　平成18年4月１日　至　平成19年3月31日）　　　　　　　　　　　(単位：百万円）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己
株式

株主
資本
合計

資本
準備金

資本
剰余金合
計

利益
準備金

その他利益剰余金

利益剰余
金合計

固定
資産
圧縮
積立金

配当　平
均　積立
金

別途
積立金 

繰越
利益
剰余金

平成18年３月31日　残高 30,755 31,579 31,579 111 54 450 5,500 910 7,025 △8 69,351

事業年度中の変動額

剰余金の配当（注）        △510 △510  △510

役員賞与（注）        △80 △80  △80

固定資産圧縮積立金の取崩

（注）
    △45   45 －  －

別途積立金の積立（注）       100 △100 －  －

固定資産圧縮積立金の取崩

（当期）
    △0   0 －  －

当期純損失        △10,776 △10,776  △10,776

自己株式の取得          △0 △0

株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額（純額）
           

事業年度中の変動額合計 － － － － △46 － 100 △11,421 △11,367 △0 △11,368

平成19年３月31日　残高 30,755 31,579 31,579 111 7 450 5,600 △10,511 △4,342 △9 57,983

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

土地再評価差額金
評価・換算差額等
合計

平成18年３月31日　残高 55 △156 △100 69,251

事業年度中の変動額

剰余金の配当（注）    △510

役員賞与（注）    △80

固定資産圧縮積立金の取崩

（注）
   －

別途積立金の積立（注）    －

固定資産圧縮積立金の取崩

（当期）
   －

当期純損失    △10,776

自己株式の取得    △0

株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額（純額）
△13 － △13 △13

事業年度中の変動額合計 △13 － △13 △11,381

平成19年３月31日　残高 42 △156 △113 57,869

（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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当事業年度（自　平成19年4月１日　至　平成20年3月31日）　　　　　　　　　　　(単位：百万円）

株主資本

資本金

資本剰余金
 

利益剰余金

自己
株式

株主
資本
合計資本

準備金

その他
資本　
　　　
　　　
剰余金

資本
剰余金
合計

利益
準備金

その他利益剰余金

利益剰
余金合
計

固定
資産
圧縮
積立金

配当　
平均　
積立金

別途
積立金 

繰越
利益
剰余金

平成19年３月31日　残高 30,755 31,579 － 31,579 111 7 450 5,600△10,511 △4,342 △9 57,983

事業年度中の変動額

資本準備金の取崩  △5,500 5,500 －      －  －

その他資本剰余金から繰越利

益剰余金への振替
  △4,453 △4,453     4,453 4,453  －

剰余金の配当   △510 △510      －  △510

固定資産圧縮積立金の取崩      △7   7 －  －

配当平均積立金の取崩       △450  450 －  －

別途積立金の取崩        △5,600 5,600 －  －

当期純損失         △26,749△26,749  △26,749

自己株式の取得          － △0 △0

株主資本以外の項目の当事業

年度中の変動額（純額）
            

事業年度中の変動額合計 － △5,500 536 △4,963 － △7 △450 △5,600△16,238△22,296 △0△27,260

平成20年３月31日　残高 30,755 26,079 536 26,615 111 － － －△26,749△26,638 △9 30,722

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

土地再評価差額金
評価・換算差額等
合計

平成19年３月31日　残高 42 △156 △113 57,869

事業年度中の変動額

資本準備金の取崩    －

その他資本剰余金から繰越

利益剰余金への振替
   －

剰余金の配当    △510

固定資産圧縮積立金の取崩    －

配当平均積立金の取崩    －

別途積立金の取崩    －

当期純損失    △26,749

自己株式の取得    △0

株主資本以外の項目の当事

業年度中の変動額（純額）
△21 － △21 △21

事業年度中の変動額合計 △21 － △21 △27,282

平成20年３月31日　残高 20 △156 △135 30,587
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

(1）子会社株式及び関連会社株式

　移動平均法による原価法を採用してお

ります。

(1）子会社株式及び関連会社株式

同左

(2）その他有価証券

時価のあるもの

　決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平均法により

算定）を採用しております。

時価のないもの

　移動平均法による原価法

(2）その他有価証券

時価のあるもの

同左

 

 

 

時価のないもの

同左

２．デリバティブ等の評価基

準及び評価方法

デリバティブ

　時価法

デリバティブ

同左

３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

(1）製品・仕掛品

　個別法による原価法

(1）製品・仕掛品

同左

(2）原材料

　移動平均法による原価法（一部の原材

料については最終仕入原価法）

(2）原材料

同左

(3）貯蔵品

　最終仕入原価法

(3）貯蔵品

同左

４．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

定率法（ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（建物附属設備を除

く）については定額法）を採用しており

ます。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

建物　　　　　15～38年

機械及び装置　６～８年

(1）有形固定資産

同左

──────

（会計方針の変更）

法人税法の改正に伴い、当事業年度よ

り、平成19年４月１日以降に取得した有

形固定資産について、改正後の法人税法

に基づく減価償却の方法に変更しており

ます。

これにより営業利益及び経常利益はそ

れぞれ６百万円減少し、税引前当期純損

失は同額増加しております。
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項目
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

──────

（追加情報）

法人税法の改正に伴い、平成19年３月

31日以前に取得した資産については、改

正前の法人税法に基づく減価償却の方法

の適用により取得価額の５％に到達した

事業年度の翌事業年度より、取得価額の

５％相当額と備忘価額との差額を５年間

にわたり均等償却し、減価償却費に含め

て計上しております。

これにより営業利益及び経常利益はそ

れぞれ４百万円減少し、税引前当期純損

失は同額増加しております。

(2）無形固定資産

　自社利用のソフトウェアについては、

社内における利用可能期間（５年）に基

づく定額法を採用しております。

(2）無形固定資産

同左

５．繰延資産の処理方法 株式交付費

　支出時に全額費用として処理しており

ます。

株式交付費

同左

 

６．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については個

別に回収可能性を勘案し、回収不能見込

額を計上しております。

(1）貸倒引当金

同左

(2）賞与引当金

　従業員の賞与支払に充てるため、当期

に負担すべき支給見込額を計上しており

ます。

(2）賞与引当金

同左

(3）

──────

(3）債務保証損失引当金

保証債務の履行によって生ずる損失に

備えるため、債務保証先会社の財政状態

等を勘案して、個別に算定した損失見込

み額を計上しております。

７．リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっております。

同左
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項目
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

８．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

　特例処理の要件を満たしている金利ス

ワップについては、特例処理を採用して

おります。

(1）ヘッジ会計の方法

同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段 ヘッジ対象

金利スワップ 　借入金

同左

(3）ヘッジ方針

　社内管理規程は特に設けておりません

が、取締役会において承認された基本方

針に従い、統括本部が行っております。

(3）ヘッジ方針

同左

９．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は、税抜方式に

よっております。

消費税等の会計処理

同左

会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

　当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準」（企業会計基準第５号　平成

17年12月９日）及び「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準

適用指針第８号　平成17年12月９日）を適用してお

ります。

　従来の資本の部の合計に相当する金額は、57,869

百万円であります。

　なお、当事業年度における貸借対照表の純資産の

部については、財務諸表等規則の改正に伴い、改正

後の財務諸表等規則により作成しております。

──────
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20年３月31日）

※１　担保に供している資産ならびに担保付債務 ※１　担保に供している資産ならびに担保付債務

担保資産

建物   917百万円

土地 932

機械及び装置 13

合計 1,864

担保付債務

短期借入金 3,000

１年以内返済予定長期借入金 1,844

長期借入金 5,742

合計 10,586

担保資産

建物 854百万円

土地 932

機械及び装置 10

合計 1,797

担保付債務

短期借入金 4,000

１年以内返済予定長期借入金 1,548

長期借入金 7,993

合計 13,542

　上記債務のほか、関係会社の借入金 15,416百万円

及び関税保証 23百万円について上記資産を担保に供

しております。

　上記債務のほか、関係会社の借入金15,784百万円及

び関税保証20百万円について上記資産を担保に供して

おります。

※２　土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布

法律第34号及び平成11年３月31日公布法律第24号）に

基づき、事業用の土地の再評価を行い、土地再評価差

額金を純資産の部に計上しております。

※２　土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布

法律第34号及び平成11年３月31日公布法律第24号）に

基づき、事業用の土地の再評価を行い、土地再評価差

額金を純資産の部に計上しております。

　　再評価の方法…土地の再評価に関する法律施行令（平

成10年３月31日公布政令第119号）第２条第３号に定

める固定資産税評価額に合理的な調整を行って算定す

る方法により算出

　　再評価の方法…土地の再評価に関する法律施行令（平

成10年３月31日公布政令第119号）第２条第３号に定

める固定資産税評価額に合理的な調整を行って算定す

る方法により算出

　　再評価を行った年月日：平成14年３月31日 　　再評価を行った年月日：平成14年３月31日

　　再評価を行った土地の期末におけ

る時価と再評価後の帳簿価額との

差額 ：△286百万円

　　再評価を行った土地の期末におけ

る時価と再評価後の帳簿価額との

差額 ：△309百万円
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前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20年３月31日）

３　保証債務 ３　保証債務

保証先
金額

（百万円）
内容

クローバー電子工業㈱ 6,947 借入及び
リース債務

アークセチンマネジメント 6,222 借入債務

サーモ 4,002 借入債務

㈱ソルプラス 3,872
借入及び
リース債務

アーケルエンタープライズ 3,777 借入債務

ＰＣＬグループ 2,614 借入債務

アキュリス 2,293 借入債務

㈱サトーセン 1,800 借入債務

ムネカタアメリカ 1,770 借入債務

プラコー他32社 18,865 借入債務等

合計 52,166

保証先
金額

（百万円）
内容

クローバー電子工業㈱ 6,878 借入及び
リース債務

プラコーチェコ 4,718 借入債務

アークセチンマネジメント 4,114 借入債務

㈱ソルプラス 3,318
借入及び
リース債務

サーモ 2,982 借入債務

ＰＣＬグループ 2,799 借入債務

アーケルエンタープライズ 1,740 借入債務

㈱サトーセン 1,645 借入債務

プラコー 1,314 借入債務

㈱安田製作所他30社 12,594 借入債務等

合計 42,106

※４　期末日満期手形

　期末日満期手形の会計処理については、当期の末日

は金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行われた

ものとして処理しております。期末日満期手形の金額

は、次のとおりであります。

※４

──────

受取手形 77百万円
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前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20年３月31日）

※５

──────

※５　コミットメントライン契約

　当社は、資金調達の選択肢の拡大及び迅速かつ安定

的な調達手段の確立のため、㈱三菱東京ＵＦＪ銀行、

㈱みずほ銀行及び㈱三井住友銀行の３行を共同アレン

ジャーとするコミットメントライン契約を締結してお

ります。この契約に基づく当事業年度末における借入

金未実行残高は次のとおりであります。

コミットメントラインの総額 30,000百万円

借入実行残高 15,900 

差引額 14,100 

 

　本契約には以下の財務制限条項が付されております。

　①各決算期末（中間決算期末含む）の連結、個別の

貸借対照表の純資産の部の金額が、2007年３月期に係

る貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準の

変更による影響を考慮して、2006年３月期末、直前決

算期末のそれぞれの実質的に該当する金額の75%を下

回らないこと。

　②各決算期末（中間決算期末含む）の連結、個別の

損益計算書の経常損益が経常損失とならないこと。

　③各決算期末（中間決算期末含む）の連結、個別の

貸借対照表におけるネット有利子負債の金額を、当該

決算期のそれぞれの損益計算書における営業損益、減

価償却費、受取配当金及び子会社からの収益の合計金

額（中間決算期の場合、当該金額の２倍の金額）で除

した数値が、負の数値とならず、また、連結の場合10

を上回らず、個別の場合15を上回らないこと。　

　なお、平成20年３月期末におきまして、上記財務制

限条項の①に抵触しておりますが、各金融機関と当該

契約の変更について交渉中であります。
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

※１　研究開発費の総額 ※１

一般管理費に含まれる研究開発費

 69百万円

──────

※２　関係会社との取引 ※２　関係会社との取引

外注加工費 2,967百万円

受取利息 34

受取配当金 480

外注加工費 2,295百万円

受取利息 96

受取配当金 3,569

※３ ※３　固定資産売却益の内容

────── 車両運搬具  0百万円

※４　固定資産除売却損の内容 ※４　固定資産除売却損の内容

除却損

建物  0百万円

構築物 0

機械及び装置 0

工具器具及び備品 0

車両運搬具 0

合計 1

除却損

機械及び装置  0百万円

工具器具及び備品 0

車両運搬具 0

合計 1

※５

──────

※５　過年度法人税等の内容

　　　過年度の税務処理について税務当局との見解の相違

に備え未払法人税等を計上しておりましたが、当期に

申告額が確定しましたので、未払法人税等の戻し入れ

等を過年度法人税等として計上しております。

（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式
数（株）

当事業年度増加株
式数（株）

当事業年度減少株
式数（株）

当事業年度末株式
数（株）

普通株式（注） 3,498 3,695 － 7,193

合計 3,498 3,695 － 7,193

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加3,695株は、平成18年４月１日付で普通株式１株につき２株の株式分割を行っ

たことによる増加3,498株及び単元未満株式の買取りによる増加197株であります。

当事業年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式
数（株）

当事業年度増加株
式数（株）

当事業年度減少株
式数（株）

当事業年度末株式
数（株）

普通株式（注） 7,193 139 － 7,332

合計 7,193 139 － 7,332

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加139株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１株当たり純資産額        849.84円

１株当たり当期純損失 158.26円

１株当たり純資産額 449.19円

１株当たり当期純損失 392.83円

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。

　当社は、平成18年４月１日付で株式１株につき２株の

株式分割を行っております。

  なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場

合の前事業年度における１株当たり情報については、以下

のとおりとなります。　

１株当たり純資産額 1,015.81円

１株当たり当期純利益      4.39円

  なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　（注）　１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当期純損失（△）（百万円） △10,776 △26,749

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る当期純損失（△）

（百万円）
△10,776 △26,749

期中平均株式数（千株） 68,094 68,094

 （開示の省略）

　リース取引、有価証券、税効果会計に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと

考えられるため、開示を省略しております。
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６．その他
該当事項はありません。
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