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事業構造改革の実施による特別損失の計上及び繰延税金資産の取崩しに伴う 

業績予想の修正に関するお知らせ 
 

当社は、本日開催の取締役会において事業構造改革を実施することを決議いたしました。また、事業

構造改革に伴う特別損失の計上及び繰延税金資産の取崩しを行う見込みとなりましたのでお知らせいた

します。 

これらに伴い、平成 21年 1月 30日の第 3四半期決算発表時に公表いたしました通期業績予想を下記

のとおり修正しましたのでお知らせいたします。 

記 

 
1.事業構造改革の目的と理由 
 
  昨年後半からの世界同時不況は、当社グループの事業活動に大きな影響を与えており、当社グループ
の主要市場である車載、産業機器、情報通信などの市場環境は今後も厳しい状況が継続すると考えられ
ます。 
  当社グループは、「部品単品による物量ビジネスでの経営リスク」や「製造拠点の多さに起因するト
ータルコスト増による競争力低下」から脱却し、経営リソースの集中、リレー事業体制の再編、人員の
スリム化と徹底的なコスト削減による事業再生計画を策定し、これに基づく事業構造改革を行うことが
不可欠であると判断いたしました。 
   詳細につきましては、下記「事業構造改革の詳細」を参照願います。 
 
2.特別損失の計上額 
 
（1）特別損失の計上額 

                             （単位：百万円） 
 連結決算 個別決算 
① 事業構造改善費用他 500 280
② 固定資産の減損損失 1,180 260
③ 関係会社株式評価損 - 5,440
④ 関係会社貸倒引当金繰入額 - 2,000
⑤ 投資有価証券評価損 50 -
⑥ 貸倒引当金繰入額 120 -
      合計 1,850 7,980

 
（2）特別損失の内容 
 
  ①事業構造改革費用他 
   来期以降の業績改善に繋げるため、リレー事業の再生に向け、固定資産の減損処理に併せ、製造 

拠点の整理統合を行い、固定費削減による事業構造の改善を図ることとしました。 
     製造拠点の整理統合に伴い、人員削減費用等を連結決算で約 500 百万円を特別損失に計上する見

込みであります。 
 
 



  ②固定資産の減損損失 
   世界的な景気後退の影響を受け、車載用・産業機器用リレーを中心に需要が急激に縮小したこと

から、一時休業等の対策を実施してまいりましたが、今後も急速な事業環境の改善は見込めないこ
とから、当期において車載用リレーを中心として、連結決算で約 1,180 百万円、個別決算で約 260
百万円の減損損失を計上する見込みであります。 

 
③関係会社株式評価損及び関係会社貸倒引当金繰入額 

   個別決算において、一部の連結子会社について、事業構造改善費用や固定資産の減損損失の計上
により、その財政状態を勘案し、関係会社株式評価損約 5,440 百万円、関係会社貸倒引当金繰入額
約 2,000 百万円を計上する見込みであります。 

   なお、当該損失は連結決算においては消去されますので影響ありません。 
 
  ④投資有価証券評価損 
   株式市場の下落により、連結子会社が保有する投資有価証券について、時価が投資簿価の 50％以

上下落したものについて約 50百万円の投資有価証券評価損を計上する見込みとなりました。 
   なお、当期末日の時価により変動する可能性があります。 
 
  ⑤貸倒引当金繰入額 
   米国ＧＭ、クライスラー社に対する救済策が遅延している状況下、当社米国連結子会社での回収

遅延売掛債権等を含め約 120 百万円の貸倒引当金繰入額を計上いたします。 
 
3.繰延税金資産の取崩し 
  当期の業績見通しを踏まえ、繰延税金資産の回収可能性を慎重に見直しました結果、回収可能性の
見込みが低いものにつき取崩すこととし、連結決算において、法人税等調整額を約 500 百万円計上す
る見込みとなりました。 

 
 
4．通期の業績予想の修正 
 

（1）連結業績予想の修正（平成 20年 4月 1日～平成 21年 3月 31日） 

                                    （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 銭) 

前回発表予想（Ａ） 42,000 △3,000 △3,450 △3,500 △50,653.56

今回修正予想（Ｂ） 42,000 △2,500 △3,000 △5,300 △76,703.95

増減額（Ｂ－Ａ） - 500 450 △1,800 - 

増減率 - - - -     - 

（ご参考）前期実績 

（平成 20年 3月期） 
51,982 1,962 1,541 2,692 38,889.70

  
（2）個別業績予想の修正（平成 20年 4月 1日～平成 21年 3月 31日） 

      （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 銭) 

前回発表予想（Ａ） 36,100 △3,500 △3,450 △3,600 △52,100.80

今回修正予想（Ｂ） 36,100 △1,500 △1,450 △9,450 △136,764.60

増減額（Ｂ－Ａ） - 2,000 2,000 △5,850 - 

増減率 - - - - - 

（ご参考）前期実績 

（平成 20年 3月期） 
44,709 882 823 658 9,507.89

 
 



5. 修正の理由 
 
世界的な金融危機の深刻化や景気後退の長期化懸念から、需要縮小及び為替変動の影響等、当期の

事業環境はこれまでにない極めて厳しい状況にあることを前提に、役員報酬の減額や製造子会社での
一時帰休や人員対策等の経営合理化に取り組んでまいりましたことで、連結・個別とも、営業利益及
び経常利益につきましては前回予想を上回る見込みでありますが、当期純利益は、今回発表いたしま
した特別損失の計上及び繰延税金資産の取崩しに伴い、前回予想を大幅に下回る見込みであります。 

 
6．事業構造改革の詳細 
 
（1）事業構造改革の内容 
  
 ①経営リソースの集中 

   当社はこれまで主として、リレー、コネクタ、キーボード、サーマルプリンタ、タッチパネル等
の個別商品を市場に販売してまいりましたが、今後は、成長が予測される市場に、当社技術を集結
した複合商品を開発し、積極的拡販を推進してまいります。 

   具体的には、エネルギーイノベーション対応市場、複合入出力デバイス関連市場、ポータル市場
に経営リソースを集中し、お客様の商品価値向上のベストパートナーとなるべく 適のソリューシ
ョンを提供していきます。 

   このため、不採算商品からの生産中止や撤退を加速度的に推進してまいります。 
 
  ②リレー事業体制の再編 
   当社の売上高の約 30％を占めるリレーが車載用を中心に大きく減少し、大幅な赤字となっており

ます。現在、リレーの組立拠点は国内 3 拠点、海外 2 拠点の 5 拠点があり、今後は、2 拠点に集約
し、固定費の削減を図ってまいります。 

   このため、人員対策として、再配置及び請負・派遣や海外（マレーシア工場）を中心として、2010
年上期までに約 850 人の削減を図ります。この結果、請負・派遣を含めたグループ人員は 08 年 3
月の 5,400 人が 4,000 人体制となります。 

 
  ③徹底的なコスト削減 
   固定費の削減として、既に製造子会社での一時帰休、勤務形態の変更やグループ全体での時間外

勤務の抑制に加え、役員報酬の返上・減額、グループ全体の従業員を対象とした賞与削減等を実施
してまいりました。 

   今後につきましても役員報酬や幹部社員給与の減額、当社従業員を対象とした一時帰休を実施す
るとともに、これまで取り組んでまいりました生産革新活動の更なる推進を行い、棚卸資産の圧縮、
設備投資の抑制を図ってまいります。 

 
7．次期（平成 22年 3月期）の連結業績予想 
 
   翌期の市場環境も厳しい状況が継続するものと想定され、上記、事業構造改革を実施してまいり

ますが、効果の大半は平成 23年度となりますので、翌期の業績は次のとおり赤字を予想しておりま
すが、下期には益転を計画しております。 

   なお、業績の悪化及び事業構造改革に伴う特別損失の計上等により、翌上期中に債務超過となる
見込みのため、引受先を親会社富士通株式会社とする優先株式 20億円の発行による資本増強につい
て、同社より引受けの意向の表明を受けております。 

   優先株式の発行時期、内容及び条件等につきましては、今後、両社で協議のうえ決定する予定で
す。 

   優先株式の発行内容等が決定次第、改めて公表いたします。 
                                       （単位：百万円） 

 
売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

第 2四半期 18,100 △1,600 △1,740 △1,770

通   期 37,900 △1,150 △1,400 △1,500

 
    

以 上 


