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営業外損失の発生及び業績予想の修正並びに構造改革の取組みに関するお知らせ 

 

当社は、平成 21 年３月期（平成 20 年４月 1 日～平成 21 年３月 31 日）において下記の通り、営業外損

失の発生を見込みましたのでお知らせいたします。また、平成 21 年２月 13 日に公表いたしました平成 21

年３月期（平成 20 年４月１日～平成 21 年３月 31 日）の通期業績予想を、下記の通り修正することとなり

ましたのでお知らせいたします。このほか、世界的な景気後退にともなう事業環境の悪化に対処すべく、

収益力の改善を目的として、下記の通り構造改革に取組むことといたしましたので併せてお知らせいたし

ます。 

 

記 

１．営業外損失の発生 

（１）為替差損の計上 

   シンジケートローンによる海外子会社への貸付金が円高の影響により為替差損２億 20 百万円 

    を発生させる見込みであります。 

 

２．平成 21 年３月期 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 

前回発表予想(Ａ) 26,700 △100 △500 △1,014 △72.56 

今回発表予想(Ｂ) 26,600 △100 △795 △1,640 △117.35 

増減額(Ｂ－Ａ) △100 0 △295 △626 － 

増減率(％) △0.3 － － － － 

(ご参考)前期実績 

(平成 20 年 3月期) 

32,994 77  8 △988 △70.72 

 

３．平成 21 年３月期 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 

前回発表予想(Ａ) 14,300 △200 120 △458 △32.77 

今回発表予想(Ｂ) 13,878 △235 109 △617 △44.15 

増減額(Ｂ－Ａ) △422 △35 △11 △159 － 

増減率(％) △2.9 － △9.1 － － 

(ご参考)前期実績 

(平成 20 年 3月期) 

17,882 △436 △97 △970 △69.43 

 
 
 



 
４．修正の理由 

  （連結） 

  平成 21 年２月 13 日の業績予想修正時におきまして、売上高につきましては、自動車・家電メーカ

ーの大幅な販売不振の影響を受け、当社主力であるデジタル家電関連・カーエレクトロニクス関連か

らの受注が急激に低迷するという厳しい市場環境が継続していることに加え、円高の進展により前回

予想時に想定しました為替レートを現状のレートをもって見直しましたところ、海外での売上高が目

減りすること等により平成 20年 11 月 14 日に公表しました業績予想より 48億円の減収となる 267 億

円になる見込みである旨を発表させていただきました。 

その後、売上高及び営業損益につきましてはほぼ想定どおりに推移いたしましたが、円高の影響に

よるシンジケートローンの為替差損の増加により経常損益は前回予想時より２億 95 百万円減益の 

  ７億 95 百万円の経常損失となる見込みであります。当期純損益につきましては経常損失の増加に加え、 

  繰延税金資産の取崩し及び事業所の統廃合に係る固定資産の減損等のリストラ費用の発生により、前

回予想時より６億 36 百万円減益となる 16 億 40 百万円の当期純損失となる見込みであります。 

 

（個別） 

 平成 21 年２月 13 日の業績予想修正時におきまして、売上高につきましては、デジタル家電関連や

カーエレクトロニクス関連及び電子応用関連の低迷等が継続しており、平成 20 年 11 月 14 日に公表い

たしました業績予想より12億円減収となる143億円になる見込みである旨を発表させていただきまし

た。  

 しかしその後、デジタル家電関連やカーエレクトロニクス関連以外の分野からの受注も低迷いたし

ました結果、前回予想時より４億 22 百万円減収の 138 億 78 百万円となる見込みであります。 

損益につきましては、営業損益は、人件費の削減をはじめとした各種経費削減を図りましたが、売

上高の減収を賄いきれず前回予想時より 35 百万円減益の２億 35 百万円の営業損失となる見込みであ

ります。また、経常損益は持分法適用会社からの受取配当金はあったものの営業損失の増加により、

前回予想時より 11 百万円減益の１億９百万円の経常利益となる見込みであります。当期純損益につき

ましては、繰延税金資産の取崩しにより前回予想時より１億 59 百万円減益の６億 17 百万円の当期純

損失となる見込みであります。 

 

※業績予想につきましては、本資料発表時現在において得られた情報に基づいて算定しております

が、多分に不確定な要素を含んでおります。したがいまして、実際の業績は状況の変化により、上記

の予想数値と異なる場合があります。          

 

５．構造改革の取組みについて 

  （１）構造改革の内容 

① 事業所の閉鎖 

平成 21 年３月末をもって金沢営業所を閉鎖及び６月末をもって大阪営業所を閉鎖し、賃借料の

削減を実施いたします。また、７月を目処に本社営業所（京都）は生産管理センター（滋賀県

野洲市）に移動し、京都・大阪・金沢の営業活動拠点の集約を実施し、業務効率の向上を図り

ます。 

 

   ② 当社所有不動産への移転 

平成 21 年８月末をもって、本社は、当社所有不動産である現在のＣＡＤセンターに本拠移転し、

賃借料の削減を実施いたします。従来ＣＡＤセンターで行っておりました設計業務は生産管理

センターに集約し、各部門間の連携をより強化し業務効率の向上を図ります。 

※現在、本社は京都市右京区西京極北大入町６７にありますが、８月末以降は現在の本社から

徒歩５分程度の京都市右京区梅津南広町 46-２（現ＣＡＤセンター）に移転の予定です。 

 

   ③ 海外事業活動の見直し 

     平成 21 年３月末をもって当社連結子会社である Shirai Electronics Technology America,Inc. 

     は現地での営業活動を一時休止し、営業活動に係る経費の削減を実施いたします。また、白井

電子科技(香港)有限公司におきまして、穴あけ工程を担当しておりました工場（沙頭白井電子

廠）は４月末をもって閉鎖し、工場操業に係る経費の削減を実施いたします。 



 

④ 人員の適正化 

早期に収益力の改善を図るため、国内外の人員（派遣社員を含む）を月平均約 300 人削減し、

適正化を実施いたします。 

 

⑤ 役員報酬の減額及び管理職役付手当・海外特別手当の減額並びに賞与支給の減額 

本日公表いたしました業績予想を真摯に受け止め、平成 21 年４月より当面の間役員報酬の 20

～40％の減額を実施いたします。また、経営環境の悪化に対応し早期に収益を回復するため、

固定費の削減を行うべく、平成 21 年４月より当面の間管理職の役付手当の 50％及び海外特別

手当の 20～25％の減額を実施いたします。また、従業員賞与の支給を大幅に減額いたします。 

 

   ⑥ 連結子会社の合併 

     平成 21 年４月 20 日に公表いたしました通り、７月１日をもって、当社子会社であるグロリヤ

電子工業(株)を存続会社、(株)ミスズを消滅会社とする合併を行い、両者の業務・資産等を集

約してより 適な企業体制の構築を実施いたします。 

 

⑦ 役員退職慰労金制度の廃止 

  当社は平成 21 年６月開催予定の定時株主総会でもって役員退職慰労金制度を廃止する予定で

あります。これにより、役員退職慰労引当金を廃止し経費の削減を実施いたします。 

  なお、役員退職慰労金制度の廃止に伴い、平成 21 年６月開催予定の第 40 回定時株主総会にお

いて、在任中の取締役及び監査役に対し、これまでの在任期間に対応する退職慰労金を打ち切

り支給する議案を付議する予定であります。 

 

⑧ その他固定費の削減 

上記のほか、全グループにおける製造・販売固定費、一般管理費等についても徹底的に精査を

行い、削減の取組みを実施いたします。 

  

（２）今後の見通し 

これらの取組みの実施により、平成 22 年３月期（平成 21 年４月 1日～平成 22 年３月 31 日）はグ

ループ全体で年間１０億円の固定費削減を見込んでおります。今後の業績回復に向け、より一層努力

してまいる所存でございますので、今後ともご支援賜りますようお願い申し上げます。 

 

以 上 


