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問合せ先 上席執行役員 

杉 田 多 生 

TEL(050)5536-9824 

 

当社株式の上場時価総額及び今後の展開等について 

 

当社株式につきましては、平成21年１月の上場時価総額（月末上場時価総額）が３億円未満と 

なりましたので、今後の見通し等につきましてお知らせいたします。 

 

記 

 

１．当社株式の時価総額について    

当社株式は、平成21 年１月の月末上場時価総額が３億円未満となりました。 

ジャスダック証券取引所株券上場廃止基準第２条第１項第３号（上場時価総額）では、９ヶ

月（事業の現状、今後の展開、事業計画の改善その他ジャスダック証券取引所が必要と認める事

項を記載した書面を３ヶ月以内にジャスダック証券取引所に提出しない場合にあっては、３ヶ

月）以内に、毎月の月間平均上場時価総額及び月末上場時価総額が５億円以上にならない時は、

上場廃止になる旨規定されております。 

なお、上記株券上場廃止基準第２条第１項第３号（上場時価総額）については、現下の株式

市場の状況に鑑み、平成 21 年 12 月末までの間は、上場時価総額基準を５億円未満から３億円

未満に変更して当該基準が適用されることとなっております。 

 

（ご参考） 

（１）①当社株式平成21年１月末（1/30）現在の上場時価総額 

        １月末 終価格24円×１月末上場株式総数9,020,000株 

                        ＝月末上場時価総額216,480,000円 

   ②当社株式平成21年２月末（2/27）現在の上場時価総額 

        ２月末 終価格13円×２月末上場株式総数9,020,000株 

                        ＝月末上場時価総額117,260,000円 

   ③当社株式平成21年３月末（3/31）現在の上場時価総額 

        ３月末 終価格18円×３月末上場株式総数9,020,000株 

                        ＝月末上場時価総額162,360,000円 
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（２）①当社株式平成21年１月平均上場時価総額229,297,895円 

   ②当社株式平成21年２月平均上場時価総額174,386,667円 

   ③当社株式平成21年３月平均上場時価総額152,051,429円 

 

２．事業の現状 

当社及び連結子会社（平成 21 年３月 31 日現在８社）は、家庭用電気製品向けの民生用及び

業務用電気製品向けの産業用の映像機器・音響機器に使用される電子機器用部品及び電子機器の

製造販売を主要事業として、広く国内外のAV（オーディオ・ビジュアル）機器メーカー等に当社

の製品を供給しており、その販売比率は国内40％、海外60％となっております。 

事業としては、機構製品事業・回路（高周波）製品事業・プレス製品事業で構成されており、

生産は国内（新潟・福島）及び海外４箇所、販売は国内（東京・大阪）と海外４箇所で行ってお

ります。 

 

  海外事業所は以下のとおりです。 

 企業名 事業内容 備考 

生産 JALCO ELECTRONICS MALAYSIA SDN.BHD.（マレーシア） 回路（高周波）製品 平成21年４月閉鎖

生産 PT JALCO ELECTRONICS INDONESIA（インドネシア） 機構製品  

生産 杭州佳路克有限公司（中華人民共和国） 機構製品・プレス製品  

生産 佳路克電子（深圳）有限公司（中華人民共和国） 機構製品 平成21年４月閉鎖

販売 JALCO ELECTRONICS SINGAPORE PTE.LTD.（シンガポール）   

販売 JALCO ELECTRONICS HONG KONG LTD. （香港）   

販売 佳路克集団香港有限公司（香港）  平成21年４月閉鎖

販売 JALCO ELECTRONICS USA,INC.（アメリカ合衆国）  平成21年４月閉鎖

 

２―１．事業の内容 

（１）機構部品事業 

機構部品事業は、ピンジャック、丸型コネクタ、角型コネクタ等のアナログ系のコネク

タやAVターミナル（音声・映像の入出力複合型ジャックターミナル）とHDMIコネクタ、USB

コネクタ等のデジタル系のコネクタを中心に製造、販売をしております。 

当社のコネクタは、薄型テレビ、DVD レコ

ーダ、ブルーレイレコーダ、オーディオやセ

ットトップボックス（ケーブルテレビ用の受

信機）等の機器間接続用として幅広く使われ

ております。 

その中でも売上高への貢献が高いリードフ

レームタイプの複合型ジャックターミナル

（写真参照）は、薄型TV用に開発され、基板

（ご参考） 

リードフレームタイプ複合型ジャックターミナル
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スペースを有効に使用できることから、多くの薄型TV用に採用されております。 

また、こじり（ねじりをともなうような挿抜）に強く、ディスプレーの薄型化に対応し

た世界で 低背のタイプ（図面参照）を含めた HDMI コネクタ（写真参照）は、機器のデジ

タル化に伴い受注が急増しており、平成 21 年３月期では昨年実績に対して２倍の伸長とな

り、平成22年３月期は更に倍増を見込んでおります。 

    

 

注記：コネクタとは、ケーブル同士、ケーブルと基盤、基盤同士を接続する際に使われる、

メス（Receptacle）・オス（Pin）が対となる接続器です。機器と機器の接続にもコネ

クタが使用されます。  

 

（２）回路事業 

回路事業は、薄型 TV 用の RF スイッチ（一つの画面で複数のチャンネルを見られるよう

な機能を有し、裏録ができるようにするチューナーの切替器）と 400MHz 無線伝送ユニット

（400MHz 帯の無線を使用した業務用データ送受信機）を中心に事業を展開しております。

ただし薄型TV用のRFスイッチは、市場に於けるテレビ販売競争の激化等で、テレビの低価

格化が進み、複数のチューナーを搭載している時にコントロールする機能を有する部品であ

る RF スイッチの使用数は、平成 19 年下期から急激に減少しました。400MHz 無線伝送ユニ

ットは、インターホンや家庭用医療機器等のデータ伝送に採用されており、安定した受注を

確保しています。 

 

（３）精密プレス事業 

精密プレス事業は、金型設計、金型製作、

プレス加工まで社内一貫生産をしております。

従来はオーディオ・ビジュアル市場を中心と

した当社製コネクタに使用する部品の生産が

主でしたが、金型設計、金型製作、製品の加

工精度、バネの耐久性を加味した製品開発等

が多くのメーカーより高く評価され、オーデ

ィオ・ビジュアル市場以外の携帯電話の内部

アンテナ、デジタルカメラの内部接点、ゲー

（ご参考）HDMIコネクタ 低背のタイプ

側面図（ 低背の高さ＝ｈ） 

（ご参考）HDMIコネクタ 

（ご参考） 

携帯電話用小型振動モーターの端子 
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ム機・携帯電話用小型振動モーターの端子（写真参照）や軸受けなど、新たな市場に対して

超精密プレス部品として生産が拡大しております。 

 

２―２．当社事業を取り巻く環境  

平成 18 年から平成 19 年にかけまして、世界的な原油価格高騰、素材の高騰があったもの

の、輸出や個人消費に支えられ世界経済は堅調に推移しました。しかしながら当社製品の主市

場である、オーディオ・ビジュアル市場に於ける、当社の主な商品であるコネクタが使用され

ている薄型テレビ等の 終商品であるデジタル家電は、大幅に販売価格が低下したまま推移し、

好調と言えるまでには至っておりませんでした。 

平成20年は北京オリンピックに向けてデジタル家電などの需要が拡大し、民生用電子機器市

場の主力製品である薄型TV、デジタルカメラ、携帯電話等はいずれも平成20年の第２四半期ま

では前年同期比で二桁以上の伸びを示しましたが、第３四半期に入り世界的な経済収縮により、

いずれも前年同期比マイナスあるいは大幅な減少となっております。 

平成21年の世界経済成長率見通しは戦後 低となる0.5％、国内成長はマイナスと発表され

ており、国内経済は、輸出が世界経済の減速及び円高の影響で減少するとみられ、民間需要も

企業収益から波及した雇用環境、所得環境の悪化に伴い低迷するものと思われます。以上の需

要動向から在庫圧縮の傾向が高まり生産は減少を続けるものと見込まれます。 

 

２―３．当社の状況 

当社は48期（平成16年３月期）より、台湾・中国などのローカルメーカーとの予想を上回る

価格競争のため、連結決算においては、営業利益、経常利益、当期純利益ともに赤字となりま

した。49期および50期におきましては、新製品企画室を立ち上げ、技術・販売・生産の各部門

が新製品の開発をスムーズに行えるよう企画の推進、各部門間の調整を行い、開発のスピード

アップを図るとともに、北米連絡事務所を現地法人に格上げして、米国市場での拡販に努める

と共に、不採算品の改善対策として、ＶＥ（注）による付加価値の向上、材料の歩留まり率の

改善等のコストダウンを強力に推し進めました。また、減損会計の適用により、旧川西工場お

よび新潟工場の減損処理、香港・中国地域における事業展開の再構築を行い、その過程におい

て中国生産現法で在庫処分を実施し、旧本社・旧横浜工場を売却を行いました。 

 

注記：ＶＥ（Value Engineering）とは、工業製品等の製造・提供コストあたりの価値（機能・

性能・満足度など）を 大にしようという体系的手法です。 

 

51期（平成19年３月期）は原材料の高騰に伴い、不採算品のコストダウンを進めましたが、

売価への転嫁がほとんど出来なかったこと、利益率の高い高周波部品の拡販強化に対し、得意

先セットメーカーの内製化や企画中止などにより、当初計画を大幅に下回ることになりました。

結果、営業損失は前期に比べ改善されたものの４期連続の営業損失となりました。このため企

業体質の改善を企図し、過去の対処的な改善施策を全面的に見直しグループ間を横断的に改革

するため第一次再建計画（生産拠点の再編、 適地生産、適正人員の配置等、生産部門を中心
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とした改革）を立案しました。この計画に基づき海外拠点を中心に生産工程の見直しを行った

ことによる廃棄損及び評価減、主に福島工場で生産しているプレス品を中国杭州工場へ移管し

たための棚卸資産の廃棄及び評価減４億20百万円の特別損失を計上しました。さらに平成19年

２月に希望退職者を募り、これに関連する特別退職金29百万円を特別損失に計上しております。 

 

52期（平成20年３月期）はサブプライムローン問題等の顕在化により、米国経済は減速傾

向が見られたものの、EU、日本には大きな影響はなく経済は拡大基調で推移しておりました。

国内経済においては原油、金属素材等の市況商品は高騰が続いており、個人消費、企業業績に

も影響を与える状況下で、第４四半期に入ると急激な円高・ドル安の局面となり、国内の輸出

企業を中心に米国の景気減速とともに業績面での不安定要因となりました。 

当社及びグループ各社は、片桐代表取締役の新経営体制のもと、51期に策定した第一次再建

計画を基に第二次再建計画（デジタルコネクタをはじめとした精密プレス製品、高付加価値製

品の開発・生産・販売強化、生産拠点の再編成（ 適地生産）、海外生産拠点における一貫生

産体制の構築、適正人員の配置など事業構造の再構築）を策定しグループ一体となって推進し

てまいりました。デジタルコネクタの開発・生産、適正人員の配置等は予定通り進捗し、デジ

タルコネクタの受注増とともに製造コストの低減及び販売管理費の削減を図ることができまし

たが、販売単価の下落、金属素材料等の高騰による原価アップを吸収するまでにはいたりませ

んでした。 

特別損益においては、当社の所有する賃貸マンションの売却等による固定資産売却益３億90

百万円、並びに投資有価証券売却益１億17百万円等が特別利益に計上されております。反面、

グループ間の過年度債権債務整理損３億23百万円、投資有価証券売却損21百万円、本社売却及

び本社移転関係費用等64百万円、関係会社整理損失引当金繰入額54百万円等が特別損失として

計上するに至っております。 

 

53期（平成21年３月期）は期後半から米サブプライムローン問題を発端とする金融不安、世

界同時株安に伴う需要の減退などが世界経済に大きく影響し、国内経済においても、輸出が世

界経済の減速及び急激な円高の影響で企業収益の悪化に伴い雇用環境及び所得環境も悪化し、

このような需要動向から在庫圧縮の傾向が高まり生産は減少を続ける状況下で、当社は第二次

再建計画のもと、デジタルコネクタ及び精密プレス製品の開発および販売強化を押し進めて参

りました。その結果、機構部品は薄型TV、ブルーレイレコーダ、セットトップボックス等に当

社製品の採用が進み、10月迄は前年同期比二桁の伸びで推移しておりました。しかしながら11

月以降の世界的な不況と急激な円高による客先のアメリカでの販売が減少することにより、当

社グループを取り巻く環境は予想以上に激変し、受注は急激に減少しました。 

収益につきましては、第二次再建計画による事業構造の再構築をグループ一体となって進め

た結果、第２四半期連結累計期間までは順調に推移し、営業利益は前年同期比60％の改善が進

みましたが、上期実績に対して11月以降の大幅な減収及び急激な円高の影響により一気に悪化

しました。 
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（ご参考） 

平成21 年３月期の業績予想につきましては、平成21 年2 月9 日発表のとおりであります。 

 

業績                             （単位：百万円） 

 

平成19 年３月期 平成20 年３月期 平成21 年３月期 

５１期 ５２期 ５３期 

 

中間期 

（実績） 

通期 

(実績) 

中間期 

（実績）

通期 

(実績) 

中間期 

（実績） 

通期 

(見込) 

売上高 4,542 7,896 3,462 6,785 4,127 6,700 

営業利益 △115 △634 △514 △905 △186 △680 

経常利益 △152 △697 △557 △1,114 △95 △930 

当期純利益 △165 △1085 △516 △935 △153 △1,010 

 

  当期の業績推移                                    （単位：百万円） 

 

３．実施中及び今後の施策及び事業計画 

当社は、平成19年６月（52期）に新経営体制を発足後、経営体質の改善をはかるべく、事業

構造の見直し、事業体制の改善を目的とした拠点の統廃合、コスト低減、組織のスリム化を実施

する為、生産の構造改革を中心とした第一次再建計画を見直し、生産・販売・開発・管理を含め

た構造改革とした第二次再建計画により企業体質強化に取り組んでまいりました。 

しかしながら、昨今の、世界的な不況により、当社グループを取り巻く外部環境も予想以上

に激変しており、１月から３月までの売上が上期比半減となった現状においては第二次再建計画

では安定した経営体質の改善は見込めない状況になっております。 

そのため当社グループでは、現在の外部環境の影響を踏まえ、利益体質への構造改革と新た

な成長基盤の確立を目指して平成21年１月31日に「ジャルコ再建委員会」を発足し「経営再建

計画」を策定しました。 

この「経営再建計画」を強力に推進するために金子代表取締役を中心とした経営体制へと経

営陣の刷新を図りました。 

 

 

平成21 年３月期（５３期）  

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期(見込)

売上高 1,989 2,138 1,526 1,047

営業利益 △90 △101 △222 △272

経常利益 0.9 △101 △506 △329

当期純利益 114 △268 △523 △334
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Ⅰ．経営再建計画 

 （１）経営目標 

売上     平成24年３月期まで毎年10％以上の伸長 

売上総利益  平成24年３月期に売上高比35％以上の確保(平成20年３月期  12.5％) 

販売管理費  平成24年３月期に売上高比20％以下に抑制(平成20年３月期  25.9％) 

営業利益   平成24年３月期に売上高比15％以上の実現(平成20年３月期 △13.4％) 

  

（２）経営再建計画の基本骨子 

①「経営再建計画」は当社在籍しているすべての管理職の意見をベースに構築し、再建の主役

は全社員が担うものとしました。 

②経営陣は再建の方向付けを明確にすると共に率先垂範します。 

③“スクラップ＆ビルド”をスローガンに全社一丸となった構造改革に取り組みます。 

④利益目標の数値は、当期の売上高が 低ラインとなる1～3月の単月の実績並びに予測値を基

準に策定しました。 

⑤目標を達成する為、目標管理制度を導入し、各拠点長、各部門長とは個別にコミュニケーシ

ョンを図るとともに、指示系統と各責任者のミッションを明確にし、４月以降毎週目標管理

に基づく進捗状況を確認します。 

以上の「経営再建計画」の基本骨子に基づき、以下の「３－１．市場戦略」、「３－２．製

品戦略」、「３－３．新規事業」、「３－４．利益体質への構造改革」及び「３－５．資本の

増強及び資金の調達」を重要課題と位置づけ、早期の黒字化に邁進いたします。 

そのための具体的な取り組みにつきましては以下のとおりであります。 

 

３―１．市場戦略  

民生用の市場につきましては、国内、海外に関係なく 53 年間築き上げたオーディオ・ビジ

ュアル機器メーカーとの関係は、当社としての強みであり、今後も維持拡大を図ります。特に

今後も拡大が見込まれる薄型TV、DVD レコーダ、ブルーレイレコーダ、ＡＶレシーバ等への部

品販売は開発技術者を同行させニーズの掘り起こしを行うことで販売を拡大して行きます。 

また、その他の市場に関しても的を絞れず販売が低迷していましたが、以下の通り市場ごと

に的を絞り民生で築いた技術をベースに拡販を図ります。デジタルカメラ市場には、クレード

ル（デジタルカメラ本体の充電等をするための台）等オーダーメイド性の高い分野を重点的に

販促していきます。車載市場には、当面はすでに実績のあるピンジャック、USB コネクタを販

売の軸としてカーオーディオ機器、カーナビゲーション機器に特化した展開をしていきます。

モバイル市場には、精密プレス技術を応用した提案型製品をニッチでオーダーメイド性の高い

分野へ重点的に展開します。産業用の市場には、ネットワーク化への対応として使用している

USBコネクタの拡販を中心として事務機器分野を特別強化市場として展開します。 

 

３－２．製品戦略    

民生用の市場向けとしまして、薄型TV用としてリードフレームジャックターミナルのVA品
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を投入し、HDMIコネクタはシリーズの拡充と労働集約型の生産から自動化生産による生産規模

の拡大により平成 22 年度までにシェア 30％(現状７％程度)を目指します。また、汎用ピンジ

ャックは、中国メーカーとタイアップしOEM 化することにより固定費を削減し、安価で高品質

を実現することにより受注拡大を図ります。 

車載市場は当面カーAV（カーオーディオ、カーナビゲーション等）を中心にピンジャック、

USBコネクタを積極的に展開しますが、OEM供給先と協業による強い協力関係を構築することに

より、ボードtoボードコネクタ（基板同士を接続するコネクタ）、FPCコネクタ（基板とフラ

ットケーブルを接続するコネクタ）等車載市場に特化した製品を開発していきます。 

携帯電話市場は、当社のコア技術であるバネ性のある材料を使用した抜き、曲げ、絞りの精

密プレス技術を活かし、小型スピーカ用端子、振動モーター用端子の強化に加え、比較的オー

ダーメイド性の強い電池ホルダ、アース端子を積極的に展開致します。 

新技術として、防水、防塵に優れた、金属と樹脂の強度融着技術(ナノモールドテクノロジ

ー)を応用した製品を提案して参ります。 

 

３－３．新規事業   

（１）アンテナ開発 

テレビ地上波放送のアナログ信号からデジタル信号への変更に伴い、家庭用テレビにはデジ

タル信号の受信が可能な UHF 帯域のアンテナが必要となります。特に、都市部においては UHF

帯域のアンテナの普及率が低く、放送変更に伴い新たに設置が必要となります。また 近の液

晶ディスプレー付モバイル機器において、ワンセグ、あるいはフルセグの地上波デジタル放送

を視聴しようとする動きがありますが、これらの視聴の際にもアンテナが必要であり、なおか

つその携帯性が問われます。 

これらのニーズに答えるべく、RFスイッチや400MHz無線伝送ユニットなどの高周波回路ユ

ニットにて培われた技術を駆使して高周波アンプを内蔵したUHF 帯域のデジタル地上波放送受

信用アンテナを開発中です。すでに基本性能を満たす試作機は完成されており、アンテナ関連

の会社、パソコン周辺装置の会社とのデザインに関わる打合せを進めております。 

 

（２）板金とモールド複合技術 

モールド成形会社の開発した金属とモールドの接合技術を応用し、当社の精密プレス品とモ

ールドプラスチックを組み合わせたコネクタの製造あるいは小型複合製品を開発中です。 

現在この技術は比較的大きな製品での実績しかありませんが、当社との共同企画および開発

により当社コネクタサイズの製品への応用をすすめます。 

従来の金属とプラスチックから組み立てられる製品は、接着剤、ねじ類、金属のフック類等

により両者を固定する必要がありました。この接合技術を応用することにより、これらの固定

用部材を削減すると同時に、プレス部品やモールド部品の形状をシンプルにすることができま

す。 

これは金型形状の簡略化につながり、金型費用のコスト低減になるだけでなく、部品製造時

のサイクルタイム（ひとつの部品が機械によって生産される時間）や金型メンテナンス時間の
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短縮化など、ランニングコストの低減にも寄与します。 

さらに金属部分を省略できるため大幅な軽量化を実現できます。 

 

（３）プレス金型内のタップ（雌ねじの切削）加工技術 

プレス機械の上下運動をタップ工程の回転運動に変換し、順送（ひとつの金型で複数の工程

を順々に加工していく工法）プレス加工と同時にタップ加工を行います。従来はプレスと別工

程に行われていた工程を取り込むことにより両者の同期を取るための装置や治工具が不要とな

ります。 

従来のねじ内径３ｍｍ程度のレベルから、ねじ内径 0.95ｍｍまでのタップ加工の可能性が

見えてきており、さらに小経化、高速化の検討を進めています。 

 

３－４．利益体質への構造改革 

（１） 海外生産拠点の再編成 

①固定費の圧縮 

ａ.中国工場は、コネクタの組み立て、プレス、成形品の一貫生産を行っていましたが、労務

費の高騰に対応し、組み立ては安価な外部委託を基本に展開し固定費の削減をおこない、

労務費高騰の影響が少ない「プレス」「成形品」の部品生産に特化し、TS-16949（自動車

部品品質保証国際基準）、ISO27000（情報セキュリティ規格）を活用した外販の拡大を図

ります。 

ｂ.インドネシア工場はアナログ系コネクタの組み立てと成形品の生産を中心に行っていま

すが、治具等の見直しによる組み立て一人当たりの生産性改善、成形作業の熟練者の採用

により成形作業者の教育や金型のメンテナンス技術の育成などを行い一人当たりの持ち台

数の改善、成形時間の改善等、徹底的な生産性の改善を実施し固定費の圧縮を図ります。 

ｃ.マレーシア工場は、RF スイッチを中心に生産している工場ですが、受注減に伴い工場の

維持が困難なことから、平成21年４月に閉鎖作業を開始しております。 

②変動費の圧縮 

  現在、煩雑化している材料の構成内容を、非鉄金属、樹脂材料、梱包材、鍍金加工、購

入プレス品、購入成型品等に明確化することで、適切な目標設定及びコスト管理できるよう

にし、おのおのにおいて変動費の圧縮を図ります。 

③特別強化施策 

ａ.外注政策の機能強化 

本社から外注先に指導者を派遣し、外注先工場の製造指導と品質管理指導の強化、設備製

作、金型起工に関する日本の生産技術との連携、生産計画に基づいた発注管理能力並びに

在庫管理能力を強化し、本社が一元化することで管理の強化も図ります。 

ｂ.自工場内作機能強化 

自工場内への機械設備の増設により内製化率60％（平成20年3月期9.5％）、現地協力会

社の開拓・指導により内製含む現地調達率90％（平成20年3月期28.0％）、指導者の派

遣と現地労働者の採用、育成によりメイド・イン・マーケットに基づいた現地R＆Dの強化、
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初期流動管理能力の強化、労働生産性（組み立て一人当たりの生産性）30％向上、工程品

質2000ppm以下を実現し、数値で管理します。 

 

（２）国内生産拠点の再編成 

①新潟事業所 

多品種少量生産となっている機構部品、回路部品の生産アイテムを回路ユニットに絞り、

海外拠点に指導者を派遣し工程不良率の低減を図り海外生産品の検査工程を廃止する仕組

みを作ることで縮小を図ります。前述の施策で余剰となった人員で外部委託している物流業

務を内部に取り込み物流費を削減します。 

②福島工場 

組み立て、成形の試作機能を取り込み、マザー工場としての位置付けで、先行生産工場と

しても強化します。 

 

（３）人件費（労務費）及び経費の圧縮 

①平成21年１月給与より単月で黒字化するまで役員報酬の25％減額、執行役員報酬の10％

減額、管理職役割給の50％減額を実施しております。 

②平成21年４月給与より３ヶ月間、執行役員、管理職は基準内賃金15％の減額、他の社員は

10％の減額を実施します。 

③国内全事業所を対象に３月から６月までの間に一時帰休を実施しております。 

④販売管理費の徹底的な見直しにより、25％の削減を図ります。 

⑤海外販社の人件費・経費見直しを行い10％の削減を図ります。 

⑥さらに必要に応じて、人員整理を検討します。 

上記①～⑥の実施により、以下の通り一般管理費の削減を見込んでおります。 

 

一般管理販売費                            （単位：百万円） 

 

平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期 

52期実績 53期見込み 54期目標 

 

金額 対前年削減額 金額 対前年削減額 金額 対前年削減額

人件費 788 △36 670 △118 356 △314

その他経費 969 △60 1,036 67 687 △349

合計 1,757 △96 1,706 △51 1,043 △663

 

（４）利益体質への構造改革による効果 

上記（１）～（３）の施策効果として平成21年7月以降、月額72,000千円を予定しており

ます。また、年額では864,000千円の削減効果を予定しております。 

 

３―５．資本の増強及び資金の調達  
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当社は平成16 年 3 月期より営業赤字を連続して計上しており、「継続企業の前提に重要な

疑義を抱かせる事象又は状況」を注記しております。このため、当社は有利子負債を有してい

ないにも係らず間接金融である金融機関からの借入に関しては非常に難しい状況にあり、機構

改革のための必要資金の調達ができず、改革は自己資金内で行っており、満足な改革を行うに

は至らない状況で推移してきました。このため運転資金までもが枯渇する状況を回避するため、

平成20年５月に株式会社カタリストから、当社福島工場の土地建物を担保とし更に特約事項と

して新株予約権の割り当てを条件に、150百万円の借入を実行しております。 

平成 21 年３月には、アテナ・インベストメントを割当先として、第三者割り当てによる第

一回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行で150 百万円の資金を調達しました。当該資金

調達の差し引き手取り概算額120百万円は運転資金に使用いたします。 

さらに、平成 21 年５月、信用保証協会枠の利用により、金融機関から 大280 百万円の借

り入れ等により資金調達を行う予定であり、手取金の使途としては、経営再建計画の一部に充

当する予定でおります。なお、信用保証協会枠の利用による金融機関からの借り入れについて

は、中小企業信用保険法第２条第４項第５号に基づく文京区からの認可は受けており、現在東

京信用保証協会に申請中であります。 

 

４．今後について  

当社は、「経営再建計画」に基づき、 低限での売上においても利益を出せる体質を早急に

構築するとともに、民生市場でのジャック、コネクタの拡充と、精密プレス技術を活かした新規

市場への展開を強力に推し進め、引き続き上場維持に向けて安定的な収益力を確保するために、

全社一丸となって取り組んでまいります。 

なお、本書面をジャスダック証券取引所に提出することにより、平成21 年 10 月末日までの

いずれかの月において、月間平均上場時価総額及び月末上場時価総額が３億円以上となったとき

は、株券上場廃止基準第２条第１項第３号に該当しないことになります。 

当社といたしましては、株主、投資家の皆様のご理解を頂き、企業価値を高めて行くことで

上場を維持してまいりたいと考えております。 

以 上 


