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業績予想の修正及び特別損失の発生に関するお知らせ 

 
近の業績動向を踏まえ、平成 20 年 5月 21 日に公表した業績予想を下記の通り修正いたしましたので

お知らせいたします。 
また、平成 21 年 3 月期第 3四半期において、下記のとおり特別損失が発生いたしますので、併せてお

知らせいたします。 

 

記 

 
１． 通期業績予想の修正について（平成 20 年 4 月 1日～平成 21 年 3月 31 日） 
 
（１）平成 21 年 3 月期 連結業績予想数値の修正 

（単位：百万円） 

 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 
（円） 

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

今回修正予想（Ｂ） 300,000 5,500 1,000 △15,000 △220.26

増減高（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

 
（２）平成 21 年 3 月期 個別業績予想数値の修正 

（単位：百万円） 

 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 
（円） 

前回発表予想（Ａ） 15,000 1,400 1,600 2,000 29.37

今回修正予想（Ｂ） 13,500 600 1,200 300 4.41

増減高（Ｂ－Ａ） △1,500 △800 △400 △1,700 △24.96

増減率（％） △10.0 △57.1 △25.0 △85.0 △85.0

（ご参考）前期実績 

（平成 20年 3 月期） 
14,318 1,401 4,164 △25,674 △337.05

 

 
２． 修正の理由 
 
（１）連結業績について 

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、極めて厳しい状況となっております。 



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

2,532 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（「３．特別

損失の発生について（１）連結 ①事業再構築に係る費用」参照）、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。 

また、第 4四半期に関しましても、低水準での受注環境の継続、円高の影響、事業再編に伴う事

業構造改善費用が見込まれること等から、当期の連結業績予想を上記の通り修正いたしました。 

 
（２）個別業績について 

個別業績予想につきましても、第 3四半期において売上高、営業利益、経常利益が悪化し、特別

損失（「３．特別損失の発生について（２）個別」参照）を計上したことに加えまして、第４四半

期においても国内外グループ企業の組織・技術・人的資源の再編に伴う事業構造改善費用が見込ま

れること等から、当期の個別業績予想を上記の通り修正いたしました。 

 

 
３． 特別損失の発生について 

 

（１）連結 

下記のとおり、平成 21 年 3 月期第 3 四半期連結会計期間において特別損失 3,633 百万円（第 2

四半期連結累計期間計上分は除く）を計上いたしました。 

 
①事業再構築に係る費用 

選択と集中による事業再編を行い、子会社の統合・売却・清算・部門縮小等の見直しを進めた

結果、子会社において、資産整理、人員リストラ等の事業構造改善費用 3,243 百万円を特別損失

として計上いたしました。 

 
国内     4 件 
アジア     4 件 

 
②その他特別損失 

固定資産除売却損、減損損失等で 390 百万円を計上いたしました。 

 
（２）個別 

下記のとおり、平成 21 年 3 月期第 3 四半期会計期間において特別損失 3,634 百万円（第 2 四半

期累計期間計上分は除く）を計上いたしました。 

 
①関係会社株式評価損 

当社が保有する関係会社株式のうち財政状態が悪化したものについて、関係会社株式評価損

2,552 百万円を特別損失として計上いたしました。 

 
国内     1 件 
北米     1 件 
アジア     1 件 

 
②債務保証損失引当金繰入額 

関係会社の金融機関等からの借入等に対する債務保証について、債務保証損失引当金繰入額

1,082 百万円を特別損失として計上いたしました。 



 
国内     2 件 
北米     1 件 

 
 
４．今後の施策について 

当社グループは、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す。 

 
【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＞ 

    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・清算を実施並びに検討

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・清算を実施並びに

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、執行役員及び経営幹部報酬の減額 

   経営責任を明確にするため、下記の通り役員、執行役員及び経営幹部の減額を実施いたし

ます。 

（減俸の内容） 

  平成 21 年 2 月より、業績が改善するまでの間継続して次のとおり実施する予定です。 
代表取締役会長     減額 50% 
代表取締役社長     減額 50% 
専務取締役      減額 40% 
常務取締役（2名）    減額 30% 
取締役（2名）     減額 20% 



執行役員（12 名）    減額 15% 
経営幹部（25 名）    減額 10% 

 
 

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

実施してまいります。 

 
 

    以 上 
※ 上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、

実際の業績は今後の環境変化等の要因によって予想数値と異なる場合があります。 


