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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 ％

21年3月期第3四半期 238,758 ― 4,966 ― 2,344 ― △3,524 ―

20年3月期第3四半期 282,381 21.4 6,842 △36.9 4,802 △52.1 △4,354 ―

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

21年3月期第3四半期 △51.77 ―

20年3月期第3四半期 △63.95 ―

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

21年3月期第3四半期 246,924 57,767 15.0 543.94
20年3月期 340,426 85,786 14.5 724.02

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  37,028百万円 20年3月期  49,287百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 0.00 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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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 300,000 △21.7 5,500 △19.0 1,000 △61.7 △15,000 ― △220.26

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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 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３ページ【定性的情報・財務諸表等】 「３．連結業績予想に関する定性的情報」 をご覧 
ください。 
2. 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針 
第14号）を適用しております。また「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第3四半期  68,101,592株 20年3月期  68,101,592株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  26,630株 20年3月期  26,502株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  68,075,016株 20年3月期第3四半期  68,094,364株
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 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、サブプライムローン問題に端を発した世界的な金融市場の混乱

が実体経済に影響を及ぼし、自動車をはじめとする製造業で生産調整や設備投資削減が相次ぐなど、景気は急速に悪

化しました。海外においては、米国及び欧州ともに景気は急速に悪化し、中国及びインドをはじめとする新興国も景

気減速が表れました。 

 また、当社を取巻く経済環境としましては、世界的な景気後退、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、国内外グループ企業の組織・技術・人的資源の再編を図り、業務の効率化、合理

化ならびに管理体制の一層の強化を行っており、事業ポートフォリオの再構築とコア品目への経営資源の集中化の一

環として、前連結会計年度末に携帯電話機の外装ケース等の各種プラスチックの射出成形・塗装・組立に高い加工技

術力をもつ株式会社三洋化成製作所を、当第３四半期連結累計期間においては、 先端の３Ｄ技術を活用した新製品

の設計開発から完成品の組立までを行っているムネカタ株式会社、高付加価値プリント配線基板を製造する相互股份

有限公司、 自動車を中心とした工業製品の総合デザイン開発支援企業である株式会社シバックス及びデジタルカメ

ラや携帯電話等の家電製品における金属部品の表面処理加工を行っております株式会社勝光社を連結子会社から持分

法適用関連会社としました。また、金属製品の精密部品プレス加工及び加工用金型の製造販売を行っております株式

会社ソーデナガノ、通信機器及び医療・自動車関係を中心としたプラスチック成形品、プレス加工及び精密金型等の

設計、製作、販売を行っております樫山金型工業株式会社ならびに液晶テレビやプリンター向けプラスチック成形及

び組立・仕上げ・二次加工品の製造販売を行うなど総合的な成形事業を手掛けております大連日東塑料加工有限公司

の当社保有株式の全部を譲渡し、連結対象除外としました。 

 このように、これまで収益構造の抜本的改革と財務構造の改善を 重要経営課題とし、グループの事業再編に取り

組んでまいりましたが、当第３四半期以降、デジタル家電及び自動車販売等が急激に落ち込んだことで民生機器及び

輸送用機器分野を中心に世界各地域において受注が減少したことにより、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上

高は238,758百万円にとどまりました。また、売上高減少に伴う採算悪化が進行するなか、営業利益は4,966百万円と

なりましたが、支払利息及び割引料3,098百万円及び急激な円高の影響等による為替差損1,256百万円等を計上した結

果、経常利益は2,344百万円となりました。さらに関係会社株式売却益1,541百万円及び固定資産売却益424百万円等

2,131百万円を特別利益として計上する一方で、事業構造改善費用4,215百万円、減損損失405百万円等の特別損失

5,585百万円を計上した結果、税金等調整前四半期純損失1,109百万円となり、税金費用2,557百万円及び少数株主損

失142百万円を控除後の四半期純損失は3,524百万円となりました。  

 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、第２四半期まで順調に推移しました薄型テレビをはじめとするデジタル家電の製品開発

需要が低迷し、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急激な悪化により新製品開発受注が減少

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引き続き停滞しました。その

結果、国内での売上高は87,732百万円、営業利益は3,054百万円となりました。 

（２）北米 

 北米地域におきましては、自動車販売不振が顕著になるなか、米国自動車ビッグ３を主要顧客とするカナダ子

会社の業績が低迷しております。このような状況のもと、グローバル案件の取り込み、グループ内企業の連携強

化等に注力した事業展開を本格的に開始しております。その結果、北米地域での売上高は12,386百万円、営業損

失が21百万円となりました。 

（３）欧州 

 欧州地域におきましては、欧州市場での自動車販売不振と中国での販売減速の兆しが先行き懸念に拍車をかけ

ているなか、中東欧、ロシアの成長も鈍化している等、輸送機器関連部門の業績に影響が出ました。その結果、

欧州地域での売上高は30,331百万円、営業損失は480百万円となりました。 

（４）アジア 

 アジア地域におきましては、民生機器、輸送機器分野における各メーカーの新機種開発の順延や、生産台数の

下方修正に伴い受注が減少しました。特に韓国におきましては、自動車販売の不振、原材料価格の高騰及びそれ

に伴う完成車メーカーからのコスト削減要求による受注単価の低下圧力等により、開発、量産ともに受注及び利

【定性的情報・財務諸表等】 

１．連結経営成績に関する定性的情報 
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益の確保に影響が及びました。その結果、アジア地域での売上高は108,308百万円、営業利益は2,609百万円とな

りました。 

  

  

 当第３四半期連結会計年度末における総資産は、246,924百万円となり、前連結会計年度末に比べ93,501百万円減

少いたしました。これは主に、連結経営成績に関する定性的情報の記載のとおり、事業ポートフォリオの再構築とコ

ア品目への経営資源の集中化の一環としての連結子会社の除外及び持分法化、急激な円高ならびに会計基準等の改正

が大きく影響しております。 

 その結果、流動資産は、前連結会計年度末に比べ49,004百万円減少し129,223百万円となりました。これは主に、

現金及び預金が8,638百万円、売上債権が25,971百万円、たな卸資産が12,354百万円、未収還付法人税等が1,099百万

円それぞれ減少したことによるものであります。 

 固定資産は、前連結会計年度末に比べ44,496百万円減少し117,701百万円となりました。これは主に、有形固定資

産が36,379百万円、のれんが3,065百万円それぞれ減少したことによるものであります。 

 負債は、前連結会計年度末に比べ65,483百万円減少し189,156百万円となりました。これは主に、仕入債務が

18,353百万円、借入金が29,048百万円、未払金が6,272百万円、繰延税金負債が1,895百万円それぞれ減少したことに

よるものであります。 

 純資産は、前連結会計年度末に比べ28,018百万円減少し57,767百万円となりました。これは主に、3,524百万円の

四半期純損失の計上、その他為替変動による為替換算調整勘定が8,916百万円、少数株主持分が15,728百万円それぞ

れ減少したことによるものであります。  

  

  

 当社及び当社グループを取巻く経営環境は、サブプライムローン問題に端を発した金融危機及びそれに伴う世界的

な実体経済の急激な悪化を受け、特に当第３四半期以降、極めて厳しい状況となっております。 

 民生機器、輸送用機器分野における各メーカーの新機種開発の順延や、生産台数の下方修正に伴い、関連分野を中

心とした受注が大幅に減少し、営業利益、経常利益、当期純利益は、売上高の減少、採算の悪化、急激な円高の影響

や、事業再編に伴う事業構造改善費用の計上等により前回予想を大幅に下回る見込みであることから、当期の連結業

績予想を下記の通り修正いたしました。 

 

 平成21年３月期通期連結業績予想数値の修正（平成20年４月１日～平成21年３月31日） 

  

 なお、上記予想は、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、上記予想と異なる場合があります。  

２．連結財政状態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 

  
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

前回発表予想（Ａ） 350,000 8,000 6,500 1,400 20.55

今回発表予想（Ｂ） 300,000 5,500 1,000 △15,000 △220.26

増減額（Ｂ－Ａ） △50,000 △2,500 △5,500 △16,400 △240.81

増減率（％） △14.3 △31.3 △84.6 － －

（ご参考）前期実績 
（平成20年３月期） 383,324 6,792 2,613 △26,073 △382.98
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該当事項はありません。 

  

   

  ①簡便な会計処理 

 該当事項はありません。 

 ②四半期連結財務諸表作成に特有の会計処理 

 該当事項はありません。 

  

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） 

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

 会計処理基準に関する事項の変更 

 ①四半期財務諸表に関する会計基準の適用 

 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結

財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

 ②たな卸資産の評価基準の変更 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として原価法によっておりましたが、第１四

半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）が

適用されたことに伴い、原価法（貸借対照表価額については、収益性の低下に基づく簿価切下げ法）により

算定しております。 

 これにより、当第３四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益は34百万円減少し、税金等調整前四半期

純損失は328百万円増加しております。 

 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。 

 ③リース取引に関する会計基準の適用 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によ

っておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計

審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計

基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改

正））が平成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができる

ことになったことに伴い、第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係

る会計処理によっております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却

の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

 なお、リース取引開始日がリース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引に

ついては、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。 

 この変更が総資産及び損益に与える影響は軽微であります。 

 ④連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱いの適用 

 第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱

い」（実務対応報告第18号 平成18年5月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。 

 これにより、当第３四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益は21百万円増加し、税金等調整前四半期

純損失は21百万円減少しております。 

 また、当該修正により当連結会計年度期首の利益剰余金が386百万円増加しております。 

 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。 
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 33,878 42,517

受取手形及び売掛金 59,078 85,049

有価証券 1,647 1,747

商品及び製品 4,488 7,333

仕掛品 12,739 20,541

原材料及び貯蔵品 4,912 6,621

繰延税金資産 882 1,651

未収還付法人税等 962 2,062

その他 11,925 13,676

貸倒引当金 △1,292 △2,973

流動資産合計 129,223 178,227

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 47,086 68,903

減価償却累計額 △22,444 △30,107

建物及び構築物（純額） 24,641 38,795

機械装置及び運搬具 83,811 114,206

減価償却累計額 △61,930 △81,711

機械装置及び運搬具（純額） 21,880 32,494

工具、器具及び備品 28,086 37,772

減価償却累計額 △19,555 △25,548

工具、器具及び備品（純額） 8,530 12,223

土地 23,602 34,608

建設仮勘定 7,306 4,218

有形固定資産合計 85,961 122,341

無形固定資産   

のれん 11,225 14,290

その他 1,805 2,649

無形固定資産合計 13,030 16,940

投資その他の資産   

投資有価証券 10,756 10,718

長期貸付金 1,457 2,172

差入保証金 1,582 2,059

繰延税金資産 1,019 1,149

その他 4,200 7,265

貸倒引当金 △306 △448

投資その他の資産合計 18,709 22,916

固定資産合計 117,701 162,198

資産合計 246,924 340,426
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 35,436 53,790

短期借入金 57,375 68,033

1年内返済予定の長期借入金 17,430 20,573

未払金 4,101 10,373

リース債務 993 1,117

未払法人税等 964 2,695

未払消費税等 863 854

未払費用 5,645 6,925

繰延税金負債 337 1,161

賞与引当金 1,524 2,554

その他 10,677 12,709

流動負債合計 135,351 180,788

固定負債   

社債 285 2,194

長期借入金 39,524 54,771

リース債務 1,652 2,409

繰延税金負債 4,424 5,496

再評価に係る繰延税金負債 27 27

退職給付引当金 5,876 5,781

役員退職慰労引当金 456 653

その他 1,559 2,517

固定負債合計 53,805 73,851

負債合計 189,156 254,640

純資産の部   

株主資本   

資本金 30,755 30,755

資本剰余金 1,059 26,623

利益剰余金 6,986 △15,387

自己株式 △29 △29

株主資本合計 38,771 41,961

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △123 31

繰延ヘッジ損益 － △2

土地再評価差額金 △156 △156

為替換算調整勘定 △1,463 7,453

評価・換算差額等合計 △1,743 7,326

新株予約権 23 53

少数株主持分 20,715 36,444

純資産合計 57,767 85,786

負債純資産合計 246,924 340,426
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 238,758

売上原価 202,832

売上総利益 35,926

販売費及び一般管理費 30,960

営業利益 4,966

営業外収益  

受取利息 566

デリバティブ評価益 23

持分法による投資利益 153

その他 2,204

営業外収益合計 2,946

営業外費用  

支払利息 3,098

為替差損 1,256

シンジケートローン手数料 230

その他 983

営業外費用合計 5,568

経常利益 2,344

特別利益  

固定資産売却益 424

貸倒引当金戻入額 81

関係会社株式売却益 1,541

その他 84

特別利益合計 2,131

特別損失  

固定資産除売却損 254

事業構造改善費用 4,215

たな卸資産評価損 293

減損損失 405

その他 415

特別損失合計 5,585

税金等調整前四半期純損失（△） △1,109

法人税、住民税及び事業税 1,847

法人税等調整額 709

法人税等合計 2,557

少数株主損失（△） △142

四半期純損失（△） △3,524
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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（△） △1,109

減価償却費 9,393

のれん償却額 846

退職給付引当金の増減額（△は減少） 766

貸倒引当金の増減額（△は減少） 232

賞与引当金の増減額（△は減少） △874

固定資産除売却損益（△は益） △169

事業構造改善費用 4,215

減損損失 405

受取利息及び受取配当金 △592

支払利息 3,098

売上債権の増減額（△は増加） △2,605

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,207

仕入債務の増減額（△は減少） △1,599

その他の流動資産の増減額（△は増加） △1,202

その他の固定資産の増減額（△は増加） 572

その他の流動負債の増減額（△は減少） 370

その他の固定負債の増減額（△は減少） 22

その他 △858

小計 13,120

利息及び配当金の受取額 529

利息の支払額 △3,202

法人税等の支払額 △4,349

法人税等の還付額 1,720

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,819

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 △3,409

定期預金の払戻による収入 2,491

関係会社株式の取得による支出 △821

有形固定資産の取得による支出 △16,595

有形固定資産の売却による収入 1,803

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出

△666

短期貸付金の増減額（△は増加） △121

長期貸付けによる支出 △382

長期貸付金の回収による収入 297

その他 △751

投資活動によるキャッシュ・フロー △18,156
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（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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） 12,029

長期借入れによる収入 6,280

長期借入金の返済による支出 △12,621

社債の償還による支出 △531

少数株主への配当金の支払額 △530

その他 △685

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,942

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,368

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △8,762

現金及び現金同等物の期首残高 41,466

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △3

現金及び現金同等物の四半期末残高 32,700
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 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

基づいて四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

 当社グループは当第３四半期連結累計期間において、2,344百万円の経常利益を計上し、7,819百万円の営業キ

ャッシュフローのプラスを確保し有利子負債を前期末比32,695百万円圧縮しましたが、事業構造改善費用を特別

損失に計上したこと等による3,524百万円の純損失を計上しており、当期末において３期連続の当期純損失とな

る可能性があります。 

 また、当第３四半期末において、純損失の計上に加え、急激な円高による為替換算調整勘定の減少、事業再構

築に伴う子会社株式売却の加速化等に伴う少数株主持分の減少により純資産の部が大幅に減少したため、当期末

において前期末比75％未満となりコミットメントライン契約の財務制限条項のうち純資産基準に抵触する懸念が

生じています。なお、コミットメントライン契約の詳細については、平成21年３月期第２四半期報告書の四半期

連結貸借対照表関係の注記※２に記載しています。 

 これらの状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しています。 

  

 当社グループは、平成20年３月期の２期連続当期純損失を受け、その後、安定的な経営基盤の早期形成と財務

基盤の早期回復を目指し、以下に掲げる「事業再構築」を実行してまいりましたが、事業を取り巻く環境の悪化

の影響を吸収しきれず、当第３四半期につきましては、上記の結果となりました。 

  

【事業再構築の具体的な内容】 

 当社は現在、国内外グループ企業の組織・技術・人的資源の再編を図り、業務の効率化、合理化ならびに管

理体制の一層の強化を行っており、収益力の増強策として、①グループ営業機能の強化、②外注・購買コスト

の削減、③事業ポートフォリオの再構築とコア品目への経営資源の集中化を行っております。それらの効果は

着実に表れてきており、例えば平成20年３月期において175社あった連結子会社数について、平成21年３月期

には120～130社に減少させるべく再編を実施しており、当第３四半期末時点においては139社となっておりま

す。 

①コア事業 

 デザイン・設計、モデル、金型、一部の成形をコア事業と位置付けており、それ以外の事業会社やコア事

業であっても再生、改善の見込みのない会社については、売却・再編を実施しております。 

 ＜デザイン・設計、モデル事業＞ 

 顧客先の開発業務を現地で対応すべく、新製品開発支援体制をより一層強化することで、更なる開発期

間の短縮化と低価格化を組織的に行ってまいりました。また、グローバル間での技術連携の一層の強化も

進めております。 

 ＜金型事業＞ 

 高コスト地域での金型事業の大幅な縮小・撤退を検討してまいりました。具体的には、アジア地域を生

産・供給拠点、国内は販売・技術開発拠点、欧米地域においては販売・メンテナンス拠点を明確に位置付

けました。 

 ＜成形事業＞ 

 グループシナジー効果が低いと思われる子会社を中心に、売却・清算を実施ならびに検討してまいりま

した。 

②非コア事業 

 非コア事業会社については、収益性の低い会社から優先的に株式売却・清算を実施ならびに検討してまい

りました。 

  

【今後の対応策】 

①事業再構築の完遂 

 これまで進めてきた各子会社の再編について、再編対象会社を更に絞りこみ、早期に売却・清算を進めて

まいります。 

②グループ経営の合理化 

 子会社を含めた組織・人員のスリム化を実施すると同時に、子会社の管理体制を整備し、 大限のシナジ

ー効果が発揮できるグループを形成してまいります。 

③役員報酬の減額 

 経営責任を明確にするため、役員報酬の減額を実施いたします。 

（４）継続企業の前提に関する注記 
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 以上を踏まえ、上記対応策をより具体化した「中期経営計画」を早急に策定し、当該計画を着実に実施してい

くことにより、継続企業の前提に関する重要な疑義を抱かせる事象又は状況の解消に努めてまいります。 

  

 また、当社のメイン銀行団からは、以前よりグループ再編についての指導を受けており、中期経営計画策定に

向けた今後の対応策を着実に実施していくことにより、引き続き支援を継続していただけるものと考えておりま

す。 

 今回、コミットメントラインの財務制限条項への抵触懸念が生じましたが、当該コミットメントライン内の融

資残高につきましても継続する方向でご承諾頂くことを各金融機関にご検討いただいております。 

 また今後は、各金融機関との連携をさらに強化し、中期経営計画に沿った事業再構築に伴う必要資金の案件毎

の調達等についても、合意に向けて検討・協議を重ねてまいります。 

  

 四半期連結財務諸表は、継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を四半期連結財

務諸表には、反映しておりません。 
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 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。 

  

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

  

（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 

３．「定性的情報・財務諸表等」の４．（３）②に記載のとおり、通常の販売目的で保有するたな卸資産につい

ては、従来、主として原価法によっておりましたが、第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関す

る会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）が適用されたことに伴い、原価法（貸借対照表価

額については、収益性の低下に基づく簿価切下げ法）により算定しております。 

 これにより、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間において、国内では営業利益

が57百万円減少、アジアでは２百万円減少し、北米では営業損失が24百万円減少しております。 

４．「定性的情報・財務諸表等」の４．（３）④に記載のとおり、第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸

表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）

を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。 

 これにより、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間において、北米では営業損失

が21百万円減少しております。 

（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

〔所在地別セグメント情報〕 

  
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） 
消去又は全社
（百万円） 

連結
（百万円） 

売上高                                                                                             

(1）外部顧客に対する売

上高 
 87,732  12,386  30,331  108,308  238,758  －  238,758

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 3,085  83  106  4,244  7,519  (7,519)  －

計  90,817  12,470  30,437  112,552  246,278  (7,519)  238,758

営業利益又は 

営業損失（△）  
     3,113  △21  △480  2,609  5,221  (255)  4,966
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当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

（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 

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。 

  

  

〔海外売上高〕 

  北米 欧州 アジア 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）    15,026  33,747  105,825  154,599

Ⅱ 連結売上高（百万円                      238,758

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占

める割合（％） 
 6.3  14.1  44.3  64.8

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 当社は、欠損てん補のため平成20年６月27日の定時株主総会において、資本準備金を取り崩し、その他資本剰

余金に振り替えることを決議いたしました。また同日付けで、その他資本剰余金を利益剰余金に振り替えること

を決議した結果、当第３四半期連結会計期間末までに、資本剰余金が25,563百万円減少し、利益剰余金が同額増

加しております。 
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「参考資料」  

前四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

  

科目 

前年同四半期
（平成20年３月期 
第３四半期） 

金額（百万円）

Ⅰ 売上高  282,381

Ⅱ 売上原価  241,762

売上総利益  40,618

Ⅲ 販売費及び一般管理費  33,776

営業利益  6,842

Ⅳ 営業外収益  2,985

Ⅴ 営業外費用  5,025

経常利益  4,802

Ⅵ 特別利益  455

Ⅶ 特別損失  4,427

税金等調整前四半期純利益  830

税金費用  3,161

少数株主利益  2,023

四半期純損失（△） △4,354
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