
 

 1

平成 21 年 4 月 27 日 

各  位 

  会 社 名 島田理化工業株式会社   

代表者名 取締役社長 安井 正彰 

（コード番号 6818 東証第一部） 

問合せ先 経営企画室長 藤本 完二 

                       （TEL 042-481-8512） 

 

 

経営再建プランに関するお知らせ 

 

当社は、平成 21 年 4 月 27 日の取締役会において、経営再建プランについて決議しまし

たのでお知らせします。 

昨年秋口以降の不況の影響により当社の受注環境は著しく悪化し、その回復時期が依然

として見通せないなか、当社と致しましては、収益力の持続する企業へ再生すべく、下記

のとおり、抜本的な事業ポートフォリオの見直しを含めた経営再建プランを策定し、あら

ゆる経営改革・経営改善諸施策を断行して早期経営再建を目指して参ります。 
 

記 
 

１．経営再建プランについて 

（１）背景と経緯 

当社は、売上規模減少を主因とする業績低迷により、平成 17 年度に 1,509 百万円、

平成 19 年度に 1,538 百万円の当期純損失をそれぞれ計上したこと等から、財務体質

を大きく毀損することとなり、厳しい経営状況が続いてきました。この間、当社は、

この難局から一刻も早く脱却すべく、新事業の育成や新規顧客の開拓等による事業

拡大と開発力の強化や徹底したコスト及び経費の削減等、各種の改善対策による経

営体質の改善・強化に取り組んで参りました。 

しかしながら、平成 20 年度下期に世界同時不況が深刻化し、当社製品の対象市場

である産業機器分野と通信機器分野においても、設備投資計画の延期等による大幅

な需要縮小が加速し、受注環境は当初の予想をはるかに超える厳しい状況に至り、

早期の回復が見込めない状況にあります。 

かかる状況に対し、当社は、本年１月以降、役員報酬の減額を実施した他、管理職

給与の減額や更なる経費削減等、あらゆる内部改善施策を実施しておりますが、今

後の市場動向の見通しを踏まえると、受注規模の大幅減少にも対応し得る事業構造

への抜本的な改革が不可欠であることから、不採算事業の終息による事業の選択と

集中並びに人員削減を中心とした固定費削減等による構造改革を実施することを、
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本取締役会において決議致しました。 

これに伴い、平成 20 年度連結決算において、固定資産の減損損失等の事業構造改

善費用 1,357 百万円を特別損失に計上する結果、当期純損失は 1,338 百万円の見込

みとなり、平成 21 年 3 月末において債務超過となる見込みとなりました。当社は、

経営基盤を強化し当該状況を解消すべく、以下の抜本的な事業構造改革を中心とし

た経営再建プランを推進して参ります。 

 

（２）構造改革の内容 

当社グループの体質強化と業績改善に向け、将来展望を見出すことが厳しい事業につ

いての見極めとともに、当社の強みを活かせる分野へ経営資源を集中することにより、

経営再建を確実なものとすべく以下の事業構造改革を実行致します。平成 21 年度中に

本事業構造改革を完遂することにより、当社の事業規模に見合った事業体制と収益･費

用構造を再構築し、安定的な経営基盤の確立を目指します。 

 

①事業の選択と集中 

当社は、マーケット･オリエンテッドな事業の選択と集中及び将来の方向性につい

て模索して参りました。その中で当社の強みに磨きをかけ、事業競争力を強化すべ

く、品質管理･原価管理の強化や工期短縮、研究開発の効率化等の収益力向上に向け

た内部改革に取り組んで参りましたが、昨今の市場全体の需要が減少していく状況

において、経営環境の急激な悪化に伴う影響は、これらの改善施策の効果を大きく

上回り、この難局を克服していくためには、抜本的な事業の選択と集中が不可欠と

の判断に至りました。 

具体的には、産業機器事業のうち、洗浄装置事業（フラットパネル洗浄・精密洗浄）

については、現時点の既受注案件の完了をもって終息致します。当該事業について

は、これまで事業改善に向けた改善諸施策を実施して参りましたが、景気変動に伴

う事業規模の振幅が大きく、かつ市場での競争が激化する中において、将来的に安

定的な収益を確保していくことが困難であると判断しました。 

今後、当社は、通信･電子機器事業、同軸･導波管コンポーネント事業、高周波応用

機器事業をコア事業として経営資源を集中し、親会社である三菱電機株式会社との

シナジーを追求することで、これらの事業における安定的な収益確保と着実な成長

を目指して参ります。 

＜抜本的な事業の選択と集中＞ 

 ａ) 洗浄装置事業の終息 

既受注案件については生産を継続し、納入･引渡しの完了を以って洗浄装置事

業を終息することと致します。既納製品のアフターサービスについては、引続

き継続して実施して参ります。 
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＜強化事業の今後の戦略＞ 

ａ) 通信･電子機器事業の強化 

通信分野は、携帯電話基地局関連事業を中心に、国内市場では LTE(Long Term 

Evolution)や WiMAX 等の次世代携帯電話通信方式の導入に合わせ、各種増幅器

や通信エリア拡張装置に注力し、低価格・高効率で競争力のある製品を投入し

て参ります。また、欧州・アジア市場に対しても増幅器等の販売展開を図って

参ります。衛星通信用コンポーネントについては、米国市場を中心に付加価値

の高い LNB(Low Noise Block Down Converter)を新規に開発し、販売を拡大して

参ります。 

電子機器分野は、親会社である三菱電機株式会社との強固な技術補完関係を構

築し、更なるシナジー強化を図ります。これを元に、国内外の顧客向けに従来

から注力している気象･宇宙等、各分野のレーダ機器等に組込まれるマイクロ波

コンポーネント製品やミリ波応用機器、電子機器、各種試験装置を中心に事業

拡大を行って参ります。特に、衛星･船舶･航空機等の搭載用電子機器分野への

積極的な参入拡大により、安定的な事業規模確保を図ります。 

電波応用分野は、国内研究機関向け特殊電子機器等の製品群や、米国顧客と進

めてきた共同研究成果による医療機器向け高出力信号発生器を中心に、今後も

高品質の維持と規模確保を図ります。 

ｂ) 同軸･導波管コンポーネント事業の強化 

当社が独自性を発揮できる高電力･高性能の特殊導波管やロータリージョイン

ト等の特殊コンポーネント分野については、多品種･少量生産に対応した生産効

率化を重点的に推進し、コスト競争力の強化と短納期化、営業力強化により、

国内市場に加えて海外市場においても受注拡大を積極的に進めて参ります。特

に、医療用･研究用の高電力高周波コンポーネントや、衛星･船舶･航空機搭載用

の高周波コンポーネント等については、重点分野として位置付け、従来からの

実績を基盤に国内外市場への拡販活動を更に強化して参ります。 

通信用コンポーネント分野は、携帯電話の周波数再編が既に進行中であり、更

に平成 24 年度より実施が見込まれる無線通信周波数の本格的再編に向けて、干

渉除去用フィルタや多周波数共用器等の当社が従来から得意とするコンポーネ

ント製品分野で、低価格・高性能化の技術優位性を活かした事業展開を図って

参ります。 

また、従来の製品ラインアップを充実するだけに留まらず、各コンポーネント

の組合せによる複合製品や、マイクロ波・ミリ波の増幅装置等と組み合わせた

ユニット製品を投入し、市場のニーズに応える製品展開を行っていく他、各種

レーダ製品の給電系設計受託業務等のエンジニアリングも拡充して参ります。 
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ｃ)高周波応用機器事業の強化 

高周波応用機器は、省エネ･省スペース及び CO2削減の低環境負荷効果の優位性

を訴求し、薄板加熱等の当社独自技術により新市場を開拓して参ります。特に、

｢薄板加熱･塗装乾燥｣、｢太陽電池･半導体用シリコン溶解｣、｢焼入れ｣、｢非接触

給電｣の４分野に重点を置いた事業展開を進めます。 

｢薄板加熱・塗装乾燥｣分野では、非磁性体を含む薄板均一加熱技術や設備メー

カーとの共同研究による均一塗装乾燥技術、リチウムイオン電池の電極乾燥技

術等により製品の汎用化開発を進めて参ります。 

｢太陽電池･半導体用シリコン溶解｣分野では、高純度の太陽電池用シリコン溶

解加熱技術をベースに、次世代半導体用 SiC 溶解のための電源や、太陽電池反

射防止成膜用プラズマ電源の製品開発を行って参ります。 

｢焼入れ｣分野では、自動車部品やコンプレッサー部品等の製造分野を中心に、

焼入れ装置やろう付装置等の受注活動を更に強化します。 

｢非接触給電｣分野では、実用化されている搬送車への非接触給電技術をもとに、

電動車両等のバッテリー充電用途として、将来を見据えた応用を図って参りま

す。 

また、販売活動においても、｢炉から IH｣への環境投資需要に即した市場開拓を

展開するとともに、高周波加熱用電源装置の他社供給も含め、積極的な事業展

開を行って参ります。 

 

②生産拠点の集約化と電子機器生産子会社の解散による経営効率化 

洗浄装置事業の終息に伴い、当社の生産体制を再編することとし、島田製作所(静

岡県島田市)を東京製作所(東京都調布市)に集約することにより、従来の二拠点生産

体制から一元化し経営の効率化を図ります。これに伴い、島田製作所で生産してい

る高周波応用機器事業については、平成 21 年度中に東京製作所へ移管します。 

また、当社の電子機器製造子会社である株式会社岐阜島田理化(岐阜県中津川市)に

ついては、生産効率化のため、製造機能を平成 21 年 9 月までに当社･東京製作所に

移管し、株式会社岐阜島田理化は解散することと致します。 

 

③希望退職者の募集 

洗浄装置事業の終息並びに生産拠点統合による経営効率化に伴い、以下の通り希望

退職を募集することと致します。 

a）募集人数   180 名程度（予定） 

b）募集期間   平成 21 年 9 月上旬～平成 21 年 9 月中旬（予定） 

c）退職日    平成 21 年 9 月最終稼働日（予定） 
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（３）事業構造改革実施後の当社グループの状況 

以上の事業構造改革を実行し、会社組織の簡素化と生産統合による効率化を図ること

により経営基盤の安定化を図ります。 

また、これらの事業構造改革により、平成 22 年度までに平成 20 年度比で年間約 30

億円の固定費削減を行う計画です。 

  

２．特別損失の金額と内訳 

洗浄装置事業の終息及び株式会社岐阜島田理化の解散に伴い、平成 20 年度決算にて

「事業構造改善費用」として計上する特別損失は以下の通りです。 

  [連結決算] 

①固定資産の減損損失             約 9.4 億円 

②事業終息等に伴う棚卸資産評価減     約 4.2 億円 

               合計  約 13.6 億円 

[個別決算] 

①固定資産の減損損失         約 8.3 億円 

②事業終息等に伴う棚卸資産評価減   約 4.2 億円 

③子会社貸付金の貸倒引当金繰入額   約 2.5 億円 

               合計  約 15.0 億円 

なお、平成 21 年度決算において希望退職の募集等に係る費用を特別損失として計上

する予定です。 

 

３．資金手当について 

以上の事業構造改革を遂行するための資金手当として、当社は平成 21 年 4 月 27 日開

催の当社取締役会において、親会社である三菱電機株式会社を割当先とする総額 55 億

円の優先株式の発行を決議致しました。本優先株式発行の詳細につきましては、平成

21 年 4 月 27 日付「第三者割当による優先株式の発行及び定款の一部変更に関するお知

らせ」をご参照ください。 

 

４．将来ビジョン 

以上の構造改革施策に加え、将来の成長に結びつく新規事業の開拓にも取り組んで参

ります。当社は、創業以来保有するマイクロ波通信技術と高周波誘導加熱技術を軸とし

て、産業機器分野と通信･電子機器分野に様々な応用製品を世に送り出すことにより、

安定的な経営基盤を確立し、次なる成長への挑戦も行って参ります。 

以 上 




