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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 6,624 △2.4 △655 ― △779 ― △1,340 ―

20年3月期 6,785 △14.1 △905 ― △1,114 ― △935 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当た

り当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 △148.86 ― △71.4 △20.3 △9.9

20年3月期 △103.81 ― △31.3 △18.1 △13.3

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20年3月期  ―百万円

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期 2,981 1,157 38.8 128.54
20年3月期 4,702 2,600 55.3 288.65

（参考） 自己資本   21年3月期  1,157百万円 20年3月期  2,600百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

21年3月期 △366 △320 281 476
20年3月期 △684 2,668 △2,097 882

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

20年3月期 ― ― ― 0.00 0.00 ― ― ―

21年3月期 ― ― ― 0.00 0.00 ― ― ―

22年3月期 
（予想）

― ― ― 0.00 0.00 ―

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
連結累計期間

2,200 △46.7 △70 ― △90 ― △120 ― △13.30

通期 4,000 △39.6 6 ― △23 ― △73 ― △8.11



4.  その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注）詳細は、24ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期 9,020,000株 20年3月期 9,020,000株

② 期末自己株式数 21年3月期  15,768株 20年3月期  12,537株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 5,447 3.7 △643 ― △650 ― △1,188 ―

20年3月期 5,255 △8.9 △622 ― △670 ― △783 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年3月期 △131.96 ―

20年3月期 △86.96 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期 2,476 798 32.2 88.69
20年3月期 3,764 1,992 52.9 221.26

（参考） 自己資本 21年3月期  798百万円 20年3月期  1,992百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 上記の業績予想は、現在入手可能な情報により当社が合理的に判断した予想であり、実際の業績は様々な要因により変動いたしますのでご承知おき下
さい。予想前提条件その他の関連する事項については、３ページ「１．経営成績 (1）経営成績に関する分析」をご覧ください。 

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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
累計期間

2,110 △36.8 18 ― 3 ― 0 ― 0.00

通期 4,000 △23.9 △41 ― △11 ― △6 ― 0.67



(1）経営成績に関する分析 

① 平成21年３月期の概況 

 当連結会計年度における世界経済は、期の前半においてはサブプライム問題等の顕在化により、米国経済は収縮傾

向にありましたが、原油価格、原材料等の価格の高騰はあったものの新興国の経済の拡大で、国内における経済状況

は安定的に推移するものと予想されておりましたが、期後半に入り米国より発した金融危機により、急激な円高と経

済の混迷に陥り、自動車産業、家電業界を中心に企業収益の悪化に伴い雇用情勢の不安定から個人消費は一段と厳し

い状況となっております。 

 このような環境において、当連結グループは過年度より赤字体質からの脱却を図るために、デジタルコネクタをは

じめとした高付加価値製品の開発、生産、生産拠点の再編成（ 適地生産）、海外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推進してまいりました。 

 しかしながら、第３四半期以降の急激な市場変化により、受注の大幅な減少に見舞われ、従来から行ってきた「第

二次再建計画」では体質改善効果が期待できない状況となったために、更に構造改革を前倒し、強化した「経営再建

計画」を策定しました。 

ａ．海外生産拠点の再編成 

 ・マレーシア生産現地法人等の不採算部門の閉鎖（平成21年４月20日生産停止） 

 ・中国生産拠点の構造改革（部品生産に特化し、組立製品は外部委託へのシフト） 

 ・変動費の圧縮 

ｂ．国内生産拠点の再編成 

 ・新潟事業所と福島工場の機能の見直し 

ｃ．固定費の圧縮 

 ・人件費の圧縮：役員報酬の25％、執行役員10％、管理職６％の減額 

 ・国内全事業所を対象に一時帰休の実施 

 ・販売管理費の徹底的な見直しによる25％の削減 

 ・海外販売子会社の管理費の10％削減 

 等の改革を実行に移しております。 

 従いまして、当連結グループの損益は売上げが前期より１億61百万円減少しておりますが、営業損失では製造コス

トの削減、販売管理費の抑制等の効果により、前期に比して２億50百万円の改善をしております。しかし、まだ十分

な改善効果は表れていない状況にあります。 

 経常利益は、期中における大幅な為替変動による為替差損及び資金調達に伴う手数料等の支払があったものの、前

期に比して３億35百万円ほど改善しております。 

 この結果、当連結会計年度は、売上高66億24百万円（前連結会計年度比2.4％減）、営業損失６億55百万円（前連

結会計年度は営業損失９億５百万円）、経常損失７億79百万円（前連結会計年度は経常損失11億14百万円）、当期純

損失13億40百万円（前連結会計年度は当期純損失９億35百万円）となりました。 

  

 事業部門別の業績は次のとおりであります。 

 高周波部品事業は、売上高10億17百万円（前連結会計年度比34.8％減）、生産高９億75百万円（同39.1％減）、受

注残高94百万円（同43.6％減）となりました。機構部品事業は、売上高48億１百万円（同11.0％増）、生産高47億68

百万円（同13.9％増）、受注残高７億８百万円（同11.5％増）となりました。プレス部品事業は、売上高８億５百円

（同7.7％減）、生産高９億96百万円（同15.6％増）、受注残高31百万円（同41.2％減）となりました。 

 所在地別セグメントの業績は次のとおりであります。 

 所在地別セグメントの業績では、日本においては、売上高40億15百万円（同11.8％増）、営業損失１億25百万円

（前連結会計年度は営業損失21百万円）となりました。東南アジアにおいては、売上高15億32百万円（前連結会計年

度比19.6％減）、営業損失10百万円（前連結会計年度は営業損失７百万円）となりました。東アジアにおいては、売

上高10億76百万円（前連結会計年度比16.5％減）、営業損失２億４百万円（前連結会計年度は営業損失１億84百万

円）となりました。 

   

１．経営成績



② 平成22年３月期の見通し 

 今後の経済環境は、一部の新興国で改善の兆しは見られるものの、景気後退のなかで回復の兆しは見えにくく、先

行き不透明感が続くものと予想されます。 

 このような状況下で、当連結グループの 大の課題である「赤字体質」からの脱却を図るため、企業体質改善のた

めの経営再建計画を引き続き強力に推し進め、今後拡大が見込める薄型テレビ、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い、販売を拡大させるともに、車

載市場は、カーオーディオ機器、カーナビゲーション機器に特化、モバイル市場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の展開に重点を置いて、顧客への提案活動、新製品の開発と効率化を

図り、収益の向上及び経営体質の強化のための基盤整備に努めてまいります。 

 平成22年３月期の通期連結見通しとしましては、連結売上高40億円（前連結会計年度比39.6％減）、連結営業利益

６百万円（前連結会計年度は連結営業損失６億55百万円）、連結経常損失23百万円（前連結会計年度は連結経常損失

７億79百万円）、連結当期純損失73百万円（前連結会計年度は連結当期純損失13億40百万円）、また平成22年３月期

の通期単独見通しといたしましては、売上高40億円（前期比23.9％減）、営業損失41百万円（前会計年度は営業損失

６億43百万円）、経常損失11百万円（前会計年度は経常損失６億50百万円）、当期純損失６百万円（前会計年度は当

期純損失11億88百万円）を予定しております。 

  

(2）財政状態に関する分析 

① 平成21年３月期の概況 

 ・資産、負債及び純資産の状況 

 当連結会計年度における流動資産の残高は、21億66百万円となり、前連結会計年度と比較して11億41百万円の減

少となりました。これは主に現金、預金、売掛債権及び棚卸し資産が減少したことによります。 

 当連結会計年度における固定資産の残高は、８億14百万円となり、前連結会計年度と比較して５億80百万円の減

少となりました。これは主にマレーシア生産子会社（JALCO ELECTRONICS (M) SDN.BHD.）及び、中国生産子会社

（杭州佳路克電子有限公司）の固定資産を減損処理したことによります。 

 当連結会計年度における流動負債の残高は、12億85百万円となり、前連結会計年度と比較して２億36百万円の減

少となりました。これは主に支払手形及び買掛債務が減少したことによります。 

 当連結会計年度における固定負債の残高は、５億38百万円となり、前連結会計年度と比較して42百万円の減少と

なりました。これは主に役員退職慰労引当金の取崩しによります。 

 当連結会計年度における純資産合計は、11億57百万円となり、前連結会計年度と比較して14億42百万円の減少と

なりました。これは主に当期純損失を計上したことによります。 

 ・キャッシュ・フローの状況  

 当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、４億76百万円となりました。  

 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、当期損失を計上したことと、仕入債務及び支払手形の決済により３億66

百万円の減少となりました。（前連結会計年度は６億84百万円の減少） 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得と保証金の差入れにより３億20百万円の減少となり

ました。（前連結会計年度は26億68百万円の増加） 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金及び第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（ＭＳＣＢ）

の発行により２億81百万円の増加となりました。（前連結会計年度は20億97百万円の減少） 

  



② 平成22年度の見通し 

 キャッシュ・フロー重視の経営を徹底し、棚卸資産の低減等運転資本の改善等により営業活動によるキャッシュ・

フローの増加を図りながら資金需要にも迅速に対応していく所存であります。  

 なお、当連結グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。  

※自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産  

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

(注) １．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

２．株式時価総額は期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

３．営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用して

おります。有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象と

しております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しておりま

す。 

４．営業キャッシュ・フローがマイナスのため、債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオの表示を

しておりません。  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当 

 利益配分については、株主に対する利益還元が経営の 重要政策であることを認識し、安定的経営基盤の確保とＲ

ＯＥ（株主資本当期純利益率）の向上に努め、安定的配当の継続を基本に業績並びに企業競争力の一層の強化と将来

の事業展開にそなえるための内部留保の充実など、総合的に勘案して決定することを基本方針としております。 

 当社は、期末配当として年１回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。期末配当の決定機関は、株

主総会であります。 

 然しながら当期業績は当初予想対比大幅な改善が困難となり、遺憾ながら当期につきましては期末配当を見送るこ

とと致しました。現在、収益改善に向けて事業の再建にむけて邁進しておりますが、改善策の効果が具体的になるの

は来期以降になると予想しております。一日も早く営業利益ベースでの黒字化を図るよう努力致しますので、ご理解

頂きたくお願い申し上げます。 

(4）事業等のリスク 

 有価証券届出書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可

能性のある事項には、以下のようなものがあります。 

① アジア諸国へのエクスポージャー 

 当連結グループは東南アジア並びに東アジアに生産拠点及び販売拠点を有しており、これらの地域に関係するさま

ざまなリスクに晒されております。東南アジア及び東アジアにおける反日運動等の政治リスクや、アジア通貨が大幅

に変動した場合の為替リスクにより、当連結グループの売上と利益に悪影響が及ぶ恐れがあります。 

② 格付け低下及び与信条件悪化のリスク 

 当連結グループの業績悪化につれて金融機関が格付けを引き下げており、当連結グループは資金調達が困難となっ

ております。その結果として当連結グループの業績及び財政状況に悪影響を与えることが懸念されます。 

  平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期 

自己資本比率（％）  44.2  55.3  38.8

時価ベースの自己資本比率（％）  15.6  18.2  5.4

債務償還年数（年）  －  －  －

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）  －  －  －



③ 価格競争について 

 当連結グループの製品の主力を占めるＡＶ関連向け機構部品は、中国企業等の部品メーカーの台頭著しく、近年販

売価格の低下が急速に進んでおります。当連結グループも中国において一貫生産体制を確立し価格競争力を高めると

共に限界利益率の低い製品は中国においてＯＥＭ先との連携を図り価格低下に対応するよう努力しております。また

早急に高付加価値製品を中心とする製品構成への転換を目指しております。しかしながらこの価格競争の為に当連結

グループの機構製品を中心とする製品は厳しい価格競争に晒され有利な価格決定をすることが困難な状況に置かれる

と懸念されます。このような競合状態は、当連結グループの利益の維持に対する深刻な圧力となっており、今後の業

績に影響を与える可能性があります。 

④ 為替変動リスク、金利変動リスクについて 

 当連結グループの業績及び財務状況は為替相場の変動によって影響を受けおります。為替変動は、当連結グループ

の外貨建て取引から発生する資産及び負債の日本円換算額に影響を与える可能性があります。当連結グループは外国

為替リスクを軽減し、またこれを回避するための手段を講じておりますが、為替相場の変動によって業績及び財務状

況が悪影響を受ける可能性があります。 

⑤ 非鉄金属等原材料価格の変動リスクについて 

 当連結グループの製品は銅など国際商品市況の影響を大きく受ける非鉄金属の原材料を使用しております。現在高

騰しつつある国際商品市況の動向によっては当連結グループの業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。 

⑥ 上場維持について 

 株式会社ジャスダック証券取引所が公表しております当社株式は、平成21年１月の上場時価総額（月間平均時価総

額および月末時時価総額）が３億円未満となりました。 

 ジャスダック証券取引所上場廃止基準第２条第１項第３号により上場時価総額が３億円に満たない場合において、

2009年10月（事業の現状、今後の展開、事業計画の改善その他当取引所が必要と認める事項を記載した書面を３ヵ月

以内に当取引所に提出しない場合にあっては2009年４月）までに３億円以上とならないとき（市況全般が急激に悪化

した場合において、当取引所がこの基準によることが適当でないと認めたときにあっては、当取引所がその都度定め

るところによる。）は、上場廃止となります。 

 当社は平成21年４月28日にジャスダック証券取引所に「当社株式の上場時価総額及び今後の展開等について」を提

出したことにより猶予期間が2009年10月末日となり、また同日付で開示をしております。  

 （注）平成21年１月13日にジャスダック証券取引所が定めた措置により、本年12月末までの間、時価総額の基準は

５億円から３億円に変更して適用されております。 

⑦ 株式会社ジャルコ第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（ＭＳＣＢ）の発行について 

 平成21年３月２日に決議しました株式会社ジャルコ第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（ＭＳＣＢ）の発行

により平成21年５月20日現在、1,692,311株の新株が発行されております。 

 当社はＭＳＣＢの危険性は充分に認識しており、その上で「上場会社の企業行動に関する規範」に留意して取り組

んでまいります。 

⑧ 上場会社の企業行動に関する規範について 

 株式会社ジャルコ第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（ＭＳＣＢ）の発行に対しジャスダック証券取引所か

らＭＳＣＢの発行決議が「上場企業の企業行動に関する規範」に対して、払込期日における上場株式数の10％を超え

る部分に係る新株予約権等の転換又は行使を行えないようにする措置が講じられていないことから企業行動規範第６

条第２項の規定に違反している。また、行使価額が下方にのみ修正される設定となっていること及び下限行使価額で

ある１円で新株予約権の行使が行われた場合、希薄化の割合が1,700％を超えることが流通市場への影響及び株主の

権利への配慮が著しく欠けているとして、平成21年３月３日付で公表措置を受けております。これに対し、当社は平

成21年３月11日開催の臨時取締役会において新株予約権付社債の発行について、①引受契約書において、本新株予約

権の制限超過行使を行わない旨の条項を設けること。②転換価額の修正において、下限行使価額を当初行使価額の

30％（４円）に訂正すること。③新株予約権の行使の条件として当社の発行可能株式総数を超える数の株式が発行さ

れることとなる場合には、当該本新株予約権を行使することはできない旨を追加する。 

 以上の決議を行いましたが、行使価額が下方にのみ修正される設定となっていること及び新株予約権の行使が行わ

れたときの希薄化の規模が大きいことが流通市場への影響及び株主の権利への配慮が著しく欠けているとして、平成

21年３月11日付で公表措置を受けております。 

 なお、上記の制限を設けることによって償還期限である９月18日までに新株予約権の全ての行使が実行されない可



能性があり償還期限に償還金の返済が発生します。その場合は今後の金融機関等から計画している融資による資金調

達により償還をする予定ですが現時点では未定となっております。  

⑨ 新株予約権行使差止等仮処分命令申立について 

 当新株予約権の発行に対し平成21年３月５日付で新株予約権行使差止等仮処分命令申立書が東京地方裁判所に提出

されましたが、平成21年３月13日に取下げられました。 

⑩ 海外子会社の清算について 

 当社は平成21年２月20日の取締役会において連結子会社４社の解散を決議しております。この決定により事業規模

が縮小する恐れはありますが、この拠点の統廃合に施策の実行により組織がスリム化され固定費や運搬費等のコスト

低減ができ企業体質の強化が図れるものであります。 

⑪ 代表者及び役員の異動について 

 当社は次のとおり代表者及び役員の異動を行っております。 

 代表取締役の退任 片桐 陽 （平成21年２月26日付） 

 代表取締役の就任 金子 智行（平成21年２月26日付） 

 取締役の辞任 小野 敬三（平成21年２月25日付） 

 常勤監査役の辞任 宝谷 博光（平成21年２月27日付） 

 監査役（社外監査役）の辞任 金井 満 （平成21年２月27日付） 

 監査役（社外監査役）の辞任 権藤 隆彦（平成21年２月27日付） 

 ※会社再建を経営陣の若返りに期待したものであります。 

 ※監査役の辞任により、当社監査役は不在となり欠員が生じることとなりますので、会社法第346条に定める措置を

講ずる予定であります。 

⑫ 一時監査役の選任について 

 当社は平成21年２月27日付で常勤監査役宝谷博光氏、社外監査役金井満氏及び権藤隆彦氏が辞任し、監査役に欠員

が生じておりましたが、次のとおり一時監査役の選任を行っております。 

 一時監査役の就任 麻生 興太郎 （平成21年４月21日付） 

 一時監査役（社外監査役）の就任 藤澤 宏（平成21年４月21日付） 

 一時監査役（社外監査役）の就任 三嶋 良英（平成21年４月21日付） 

 ※東京地方裁判所の決定に基づき仮監査役の任期は平成21年６月開催予定の当社定時株主総会において後任監査役

の選任があるまでの期間といたします。なお、当社は、平成21年６月開催予定の当社定時株主総会において常勤監査

役候補者として麻生 興太郎氏を監査役（社外監査役）として藤澤 宏氏及び三嶋 良英氏を推薦する予定です。  

 麻生興太郎氏と藤澤宏氏は、当社と同業種の会社に勤務する知人からの紹介であり、両氏とも上場会社役員を経験

していることから、これまで培ってきたビジネス経験を生かすことにより、当社監査体制を強化することに寄与する

ものと考えております。 

 三嶋良英氏は、内部統制のコンサルティングを依頼した会社に勤務する方からの紹介であり、公認会計士の資格を

有しており、専門的見地から監査業務を遂行し麻生氏、藤澤氏とともに、当社の監査体制強化に寄与するものと考え

ております。  

⑬ 資金について 

 カタリスト株式会社から受けている１億５千万円の融資には、福島工場の担保設定がされております。また、東京

信用保証協会の保証枠は、福島工場を第一抵当とすることが条件であり、担保を解除することを前提として申請中で

あります。カタリスト株式会社には平成21年５月末の返済期限前に担保を解除することを交渉しております。 

(5）継続企業の前提に関する重要事象等 

 当社は平成18年３月期に７億82百万円、平成19年３月期に６億92百万円、平成20年３月期に６億22百万円、平成21

年３月期に６億55百万円の営業損失を計上しております。当該状況により継続企業の前提に関する重要な疑義が存在

しております。当社は、グループ一丸となって構造改革（海外工場の統廃合、国内事業所の機能再編成、販売管理費

の削減、スリム化、組織・人事の改革）を推進し黒字体質にすることにより、早期に当該状況を解消すべく努めてお

ります。  

  



 近の有価証券報告書（平成19年６月28日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関係会社の状況」

から重要な変更がないため開示を省略しております。 

  

 平成19年３月期中間決算短信（平成18年11月24日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため(1）会

社の経営の基本方針、(2）目標とする経営指標の各項目について開示を省略いたします。 

 当該中間決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

 （当社のホームページ）  

http://www.jalco.co.jp/ 

 （ジャスダック証券取引所ホームページ（「ＪＤＳ」検索ページ）） 

http://jds.jasdaq.co.jp/tekiji/ 

(3）中長期的な経営戦略 

 当社は創業以来「顧客第一」を基本とし、顧客密着型営業に徹して参りましたが、今後は更にユーザーの要求・期

待に応える提案型営業活動を強力に実践して参ります。 

 当社のメイン市場であるホームＡＶ（映像・音響）業界は、急速にデジタル化が進行していますが、これに対応す

べくアナログからデジタル部品へスピーディに技術開発すると共に、車載関連・携帯情報関連分野へのドメインを拡

大し、開発資源を投入すると共に、基幹技術であるプレス部品の開発など、効率的な商品の提案を行う事により、売

上拡大を図って参ります。 

 一方、グローバル化の加速に対応する事が企業存続の条件であるという認識に立ち、強い部品を中心とした製品構

成の見直しを図り、グループの生産・販売拠点統廃合及び体制を 適化し、人事制度等の見直しを含め、効率良い経

営を目指し、「顧客満足型企業」として邁進する所存です。 

(4）会社の対処すべき課題 

 電子部品産業は、総じて拡大傾向にありますが、当社の主力ホームＡＶ分野のアナログ機構部品は、デジタル化に

より優位性を失うと共に低価格競争が激化し、当社の収益構造に重大な影響を与えています。更に主力製品であるジ

ャック類も、中国・台湾企業等の台頭により強く影響を受けています。 

 また、商流物流の整流化、一貫生産化の遅れによる原価率改善も遅れており、売上・収益の低下を招いています。

① 事業構造の改善 

 ホームＡＶ一辺倒から、車載関連機器、携帯情報機器へ事業ドメインを拡大し、事業構造を確固としたものにして

参ります。 

② 事業体制の改善と拠点の統廃合 

 適地生産、受注規模に見合った生産・販売体制を再構築し、商流物流の整流化に努め効率の良い経営にして参り

ます。 

③ 原価率の改善 

 海外生産工場の現調化、一貫生産化を進め、更に商流物流の整流化による経費削減を盛り込み、原価率の改善を図

って参ります。 

④ 組織のスリム化と経費削減 

 フラットな組織に体制を変え、人件費の削減、スリム化を図って参ります。 

⑤ 開かれたものつくりの現場を目指す 

 生産現場では、 適地生産を図ることは勿論、「ものつくり」の現場として、開かれたものつくり、個性を発揮で

きるようにして参ります。 

 今後は更に夫々の生産現場の特性を高め、顧客の要求・期待に十分応えていける生産現場を創造して参ります。 

⑥ 第３四半期報告書の提出遅延（金融商品取引法違反への対応） 

 当社は平成21年３月期の第３四半期報告書を金融商品取引法の定める法定提出期限の平成21年２月16日までに提出

ができませんでした。これは平成20年11月以降の世界的な不況と円高により受注が大幅に減少し、資金繰りの計画が

期初の見込みと乖離が発生したことにより、会計監査人より今後１年間の安定的な事業資金の確保に関して疑義が生

じたことによるものであります。 

 当社は提出の遅延に対し金融商品取引法に抵触することを厳粛に受け止め平成21年４月７日に関東財務局局長宛に

金融商品取引法第26条に基づく報告を行っております。 

 今後は財務体質の強化及び金融商品取引法の法令を遵守する体制整備に努めてまいります。 

２．企業集団の状況

３．経営方針



４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 ※2  970,619 ※2  534,028

受取手形及び売掛金 1,154,553 737,983

たな卸資産 991,604 －

商品及び製品 － 289,006

仕掛品 － 171,839

原材料及び貯蔵品 － 301,682

未収還付法人税等 36,776 －

繰延税金資産 7,819 －

その他 146,381 137,015

貸倒引当金 － △4,884

流動資産合計 3,307,755 2,166,671

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 331,801 149,927

機械装置及び運搬具（純額） 258,391 80,358

工具、器具及び備品（純額） 394,640 182,012

土地 ※2  295,384 ※2  289,351

建設仮勘定 － 17,280

有形固定資産合計 ※1  1,280,216 ※1  718,930

無形固定資産 14,211 15,803

投資その他の資産   

投資有価証券 14,155 7,709

差入保証金 － 44,165

繰延税金資産 4,834 －

その他 81,770 27,976

投資その他の資産合計 100,759 79,850

固定資産合計 1,395,187 814,584

資産合計 4,702,943 2,981,255



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,071,617 599,780

短期借入金 ※2  26,786 ※2  157,963

1年内償還予定の社債 － 150,000

未払金 145,682 64,455

未払費用 112,424 82,551

未払法人税等 18,355 8,523

賞与引当金 40,399 －

関係会社整理損失引当金 54,590 －

事業構造改善引当金 － 155,180

その他 52,470 67,212

流動負債合計 1,522,327 1,285,667

固定負債   

繰延税金負債 20,003 18,587

退職給付引当金 302,810 300,655

役員退職慰労引当金 250,083 215,118

その他 7,696 3,825

固定負債合計 580,594 538,187

負債合計 2,102,921 1,823,855

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,010,000 1,010,000

資本剰余金 1,269,000 797,592

利益剰余金 341,902 △527,266

自己株式 △3,084 △3,309

株主資本合計 2,617,817 1,277,016

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,470 △2,271

為替換算調整勘定 △21,266 △117,344

評価・換算差額等合計 △17,796 △119,615

純資産合計 2,600,021 1,157,400

負債純資産合計 4,702,943 2,981,255



（２）連結損益計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 6,785,913 6,624,096

売上原価 5,934,963 5,719,284

売上総利益 850,949 904,811

販売費及び一般管理費 ※1, ※2  1,756,600 ※1, ※2  1,560,332

営業損失（△） △905,650 △655,520

営業外収益   

受取利息 11,741 2,653

受取配当金 4,081 391

受取賃貸料 10,315 10,105

その他 13,367 10,581

営業外収益合計 39,505 23,732

営業外費用   

支払利息 24,309 17,923

社債発行費 － 24,450

為替差損 216,167 101,029

その他 7,703 3,966

営業外費用合計 248,180 147,370

経常損失（△） △1,114,324 △779,158

特別利益   

前期損益修正益 ※3  12,303 ※3  115,724

固定資産売却益 ※4  390,958 ※4  4,869

投資有価証券売却益 117,500 －

役員退職慰労引当金戻入額 － 34,965

賞与引当金戻入額 － 16,559

貸倒引当金戻入額 265 －

保険差益 14,791 1,625

関係会社債務免除益 － 3,236

特別利益合計 535,819 176,981

特別損失   

前期損益修正損 － 4,386

過年度債権債務整理損 323,924 －

固定資産売却損 － ※5  6,143

固定資産除却損 － ※6  9,904

減損損失 － ※9  557,674

投資有価証券売却損 21,000 －

投資有価証券評価損 655 1,036

金利スワップ解約違約金 ※7  29,841 －

借入金期日前返済違約金 ※7  3,412 －

本社移転費用 ※8  31,184 －

関係会社整理損失引当金繰入額 54,590 －



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

事業構造改善引当金繰入額 － 28,360

事業構造改善費用 － 80,049

特別退職金 － 15,563

特別損失合計 464,609 703,118

税金等調整前当期純損失（△） △1,043,114 △1,305,295

法人税、住民税及び事業税 20,092 23,556

法人税等調整額 △128,037 11,725

法人税等合計 △107,945 35,281

当期純損失（△） △935,169 △1,340,576



（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,010,000 1,010,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,010,000 1,010,000

資本剰余金   

前期末残高 1,269,000 1,269,000

当期変動額   

欠損填補 － △471,408

当期変動額合計 － △471,408

当期末残高 1,269,000 797,592

利益剰余金   

前期末残高 1,277,071 341,902

当期変動額   

欠損填補 － 471,408

当期純損失（△） △935,169 △1,340,576

当期変動額合計 △935,169 △869,168

当期末残高 341,902 △527,266

自己株式   

前期末残高 △2,944 △3,084

当期変動額   

自己株式の取得 △139 △225

当期変動額合計 △139 △225

当期末残高 △3,084 △3,309

株主資本合計   

前期末残高 3,553,127 2,617,817

当期変動額   

当期純損失（△） △935,169 △1,340,576

自己株式の取得 △139 △225

当期変動額合計 △935,309 △1,340,801

当期末残高 2,617,817 1,277,016



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 1,580 3,470

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,890 △5,741

当期変動額合計 1,890 △5,741

当期末残高 3,470 △2,271

為替換算調整勘定   

前期末残高 △173,742 △21,266

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 152,475 △96,077

当期変動額合計 152,475 △96,077

当期末残高 △21,266 △117,344

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △172,162 △17,796

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 154,366 △101,819

当期変動額合計 154,366 △101,819

当期末残高 △17,796 △119,615

純資産合計   

前期末残高 3,380,964 2,600,021

当期変動額   

当期純損失（△） △935,169 △1,340,576

自己株式の取得 △139 △225

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 154,366 △101,819

当期変動額合計 △780,943 △1,442,620

当期末残高 2,600,021 1,157,400



（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純損失（△） △1,043,114 △1,305,295

減価償却費 275,015 312,077

減損損失 － 557,674

投資有価証券売却損益（△は益） △96,500 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 11,152 1,815

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,327 △34,965

賞与引当金の増減額（△は減少） 20,573 △40,399

貸倒引当金の増減額（△は減少） △265 4,884

関係会社整理損失引当金繰入額 54,590 －

事業構造改善引当金の増減額（△は減少） － 108,409

受取利息及び受取配当金 △15,823 △3,045

支払利息 24,309 17,923

為替差損益（△は益） △18,510 △937

投資有価証券評価損益（△は益） 655 1,036

保険解約損益（△は益） △14,791 △1,625

前期損益修正損益（△は益） △12,303 △87,973

過年度債権債務整理損 323,924 －

移転費用 31,184 －

事業構造改善費用 － 80,049

金利スワップ解約違約金 29,841 －

借入金期日前返済違約金 3,412 －

有形固定資産売却損益（△は益） △390,958 1,273

有形固定資産除却損 － 9,904

売上債権の増減額（△は増加） △181,919 368,238

たな卸資産の増減額（△は増加） △29,439 168,622

仕入債務の増減額（△は減少） 474,529 △417,383

未収消費税等の増減額（△は増加） △14,916 89

その他 △28,942 △25,766

小計 △594,968 △285,392

利息及び配当金の受取額 18,923 3,031

利息の支払額 △35,856 △12,745

移転費用の支払額 △59,211 －

事業構造改善費用の支払額 － △80,049

法人税等の支払額 △17,142 △27,432

法人税等の還付額 3,415 36,497

営業活動によるキャッシュ・フロー △684,840 △366,090



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △88,000 －

定期預金の払戻による収入 － 30,000

有形固定資産の取得による支出 △188,976 △372,316

有形固定資産の売却による収入 2,443,835 27,900

投資有価証券の取得による支出 △1,560 △1,747

投資有価証券の売却による収入 479,000 －

無形固定資産の取得による支出 △6,183 △6,915

長期前払費用の取得による支出 △15,737 △1,734

保険積立金の解約による収入 53,813 22,106

差入保証金の差入による支出 － △17,844

差入保証金の回収による収入 6,909 －

預り保証金の返還による支出 △14,402 －

投資活動によるキャッシュ・フロー 2,668,699 △320,552

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △206,843 155,628

長期借入金の返済による支出 △1,857,646 △23,456

社債の発行による収入 － 150,000

金利スワップ解約違約金 △29,841 －

借入金期日前返済違約金 △3,412 －

自己株式の純増減額（△は増加） △139 △225

配当金の支払額 △49 △10

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,097,932 281,936

現金及び現金同等物に係る換算差額 △78,275 △1,885

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △192,348 △406,591

現金及び現金同等物の期首残高 1,074,968 882,619

現金及び現金同等物の期末残高 ※  882,619 ※  476,028



  

継続企業の前提に関する注記

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

 当連結グループは平成17年３月期６億48百万円、平成18

年３月期７億59百万円、平成19年３月期６億34百万円、当

連結会計年度においても９億５百万円の営業損失を計上し

ており、また営業キャッシュ・フローにつきましてもマイ

ナスとなっております。当該状況により継続企業の前提に

関する重要な疑義が存在しております。当連結グループは

この状況を改善するため、前期より「再建計画」を策定

し、生産体制の見直し（ 適地生産、海外一貫生産体制

等）、適正人員の配置など構造改革に着手しており、当期

より固定費の減少などその効果が出てきております。海外

一貫生産体制の進捗がプレス金型の現地認可問題等から当

初予定より若干遅れましたが、平成20年度上半期より原価

低減が本格化する見込みです。 

 販売面においては、当期より本格参入となった薄型ＴＶ

やブルーレイレコーダー（ＢＤ）用デジタル系コネクタの

需要が急拡大しており、これに対応するため積極的な製品

投入及び拡販をおこなってまいります。また、当期より新

規参入を果たした携帯電話用精密プレス部品は今後も需要

拡大が見込まれ受注増が予測されます。引き続き「再建計

画」の完全遂行を推進するとともに平成20年４月より緊急

経営対策として製造経費及び販売管理費の徹底した見直し

による経費削減を実行することにより営業黒字転換を図っ

てまいります。平成20年度上半期はまだ若干の営業赤字と

なりますが、「再建計画」の改善効果が本格化する下半期

より営業黒字転換となる見込みであります。 

 資金面においては今後、当社再建のために経営及び、事

業遂行面での指導・支援をお願いしているカタリスト株式

会社と平成20年５月29日に新株予約権の発行を前提に１億

50百万円の金銭消費貸借契約を締結し、平成20年６月５日

に借入が実行されております。 

 連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、こ

のような重要な疑義の影響を連結財務諸表には反映してお

りません。 

 当連結グループは、過去からの負の連鎖から脱しきれ

ず、企業再生プランを策定し構造改革に努めております

が、売上高の減少と製造原価の低減に加えて人件費等の管

理費の低減のための対応の遅れから平成16年３月期より５

期連続で営業損失を計上しております。 

 当連結会計年度におきましても売上高が想定以上に減少

したため、６億55百万円の営業損失を計上するに至り、営

業キャッシュ・フローにつきましてもマイナスとなり継続

企業の前提に重要な疑義を抱かせる状況となっておりま

す。  

 当連結グループは早急に「負の連鎖」を断ち切り、経営

体質の健全化を目指した「再建計画」に基づき、事業構造

の見直し、コストの低減、組織のスリム化を実行し、当第

２四半期連結累計期間におきましては、営業損失を前期同

期比較で１／３まで圧縮することができましたが、平成20

年９月に発生したリーマンショックによる金融市場をはじ

めとする全ての市場での経済収縮により市場環境は大きく

変化した結果、当連結グループは更に厳しい経営状況に直

面いたしました。当連結グループは生き残りを賭け、総花

的に陥っていた構造改革に対し目標数値を設定し、目標達

成のための管理制度の導入、各拠点の責任者とのコミュニ

ケーションを徹底し、指示系統及びミッションの明確化を

図り定期的な進捗管理を行う等、更なる構造改革に取り組

んでおります。 

 生産面では、生産拠点の再編成（平成21年４月にマレー

シア生産拠点の閉鎖手続き開始）、 適地生産、一貫生産

体制の構築を行うと共に、適正人員配置などの事業構造の

改善を進めており、海外事業拠点の縮小、閉鎖を含めた統

廃合、国内の生産拠点の見直しによる人員削減を計画して

おります。この施策による大幅なコスト低減による改善効

果を見込んでおります。 

 販売面におきましては、デジタルコネクタ及び精密プレ

ス製品の開発・販売強化と新製品の投入・拡販に加え、営

業の効率化を図るための人材の見直し、マーケティングの

強化を図っております。 

 管理面におきましても、組織のスリム化、業務の見直

し、役員報酬及び給与の減額、更に一時休業の導入による

人件費の圧縮、商流変更、国内の物流体制の見直しによる

コスト低減を実施しており、管理費の改善効果も出始めて

おります。 



  

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

  

  

  

  

 上記の構造改革を行うための資金として、平成20年６月

５日に当社グループの再建をサポートしているカタリスト

株式会社から新株予約権の発行を前提に１億50百万円の借

入を実行し、平成21年３月19日に第１回無担保転換社債型

新株予約権付社債（ＭＳＣＢ）の発行による手取り資金１

億20百万円を合わせて調達しております。 

 また、東京信用保証協会に申請中の 大２億80百万円の

保証枠は、現在審議中であります。 

 今後も引き続き強力に構造改革を実行するための追加資

金が必要となってまいりますので、資金調達を計画してお

ります。 

 連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、こ

のような重要な疑義の影響を連結財務諸表には反映してお

りません。 



  

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目 
前連結会計年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項  子会社は全て連結しております。 

 当該連結子会社は、次の８社でありま

す。 

 ジャルコ エレクトロニクス マレーシ

ア ＳＤＮ．ＢＨＤ． 

 ジャルコ エレクトロニクス シンガポー

ル ＰＴＥ．ＬＴＤ． 

 ジャルコ エレクトロニクス 香港 ＬＴ

Ｄ． 

 ＰＴ．ジャルコ エレクトロニクス イン

ドネシア 

 杭州佳路克電子有限公司 

 ジャルコ エレクトロニクス ＵＳＡ，Ｉ

ＮＣ． 

 佳路克集団香港有限公司 

 佳路克電子（深圳）有限公司 

同左 

２．持分法の適用に関する事

項 

 非連結子会社及び関連会社はありませ

ん。 

同左 

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

 連結子会社のうち、杭州佳路克電子有限

公司及び佳路克電子（深圳）有限公司の決

算日は12月31日であります。 

 連結財務諸表の作成に当たって、これら

の会社については、連結決算日現在で実施

した仮決算に基づく財務諸表を使用してお

ります。 

同左 



  

項目 
前連結会計年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

４．会計処理基準に関する事

項 

    

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法 

有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は総平均法により算

定）を採用しております。 

有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

  時価のないもの 

 総平均法による原価法を採用してお

ります。 

時価のないもの 

同左 

  たな卸資産 

 製品、仕掛品、原材料は主として移動平

均法による原価法によっております。 

 貯蔵品は主として 終仕入原価法による

原価法によっております。 

たな卸資産 

 製品、仕掛品、原材料は主として移動平

均法による原価法（貸借対照表価額は収益

性の低下に基づく簿価切下げの方法により

算定）によっております。 

 貯蔵品は主として 終仕入原価法による

原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に

基づく簿価切下げの方法により算定）によ

っております。 

  ────── 

  

  

（会計方針の変更） 

 当連結会計年度より「棚卸資産の評価

に関する会計基準」（企業会計基準第９

号 平成18年７月５日公表分）を適用し

ております。 

 なお、これによる損益へ与える影響は

ありません。  



  

項目 
前連結会計年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

有形固定資産 

 当社は定率法（ただし、建物（附属設備

を除く）は定額法）、また海外連結子会社

は定額法を採用しております。 

 連結有形固定資産取得合計額に占める定

額法を採用する海外連結子会社の有形固定

資産取得額の割合は40.6％であります。 

 なお、主な耐用年数は次のとおりであり

ます。 

 建物及び構築物   ５～49年 

 機械装置及び運搬具 ２～12年 

 工具、器具及び備品 ２～10年 

有形固定資産（リース資産を除く） 

 当社は定率法（ただし、建物（附属設備

を除く）は定額法）、また海外連結子会社

は定額法を採用しております。 

 連結有形固定資産取得合計額に占める定

額法を採用する海外連結子会社の有形固定

資産取得額の割合は22.9％であります。 

 なお、主な耐用年数は次のとおりであり

ます。 

 建物及び構築物   ５～49年 

 機械装置及び運搬具 ２～12年 

 工具、器具及び備品 ２～10年 

  （会計方針の変更） 

 当社は、法人税法の改正に伴い、当連

結会計年度より、平成19年４月１日以降

に取得した有形固定資産について、改正

後の法人税法に基づく減価償却の方法に

変更しております。 

 なお、この変更に伴う損益に与える影

響額は軽微であります。 

────── 

  

  （追加情報） 

 当社は、法人税法の改正に伴い、平成

19年３月31日以前に取得した資産につい

ては、改正前の法人税法に基づく減価償

却の方法の適用により取得価額の５％に

到達した連結会計年度の翌連結会計年度

より、取得価額の５％相当額と備忘価額

との差額を５年間にわたり均等償却し、

減価償却費に含めて計上しております。 

 なお、この変更に伴う損益に与える影

響額は軽微であります。  

（追加情報） 

 当社の機械装置の耐用年数について

は、平成20年度の税制改正を契機として

見直しを行ない、当連結会計年度より変

更いたしました。 

 なお、この変更に伴う損益に与える影

響額は軽微であります。  

  無形固定資産 

 当社及び連結子会社は定額法を採用して

おります。 

無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

  ────── 

  

リース資産 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引

のうち、リース取引開始日が平成20年３月

31日以前のリース取引については、通常の

賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理に

よっております。 

 なお、 リース取引開始日が平成20年４

月１日以後のリース取引はありません。 



  

項目 
前連結会計年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

(3）重要な繰延資産の処理

方法 

────── 

  

社債発行費 

 支出時に全額費用として処理しておりま

す。  

(4）重要な引当金の計上基

準 

貸倒引当金 

 当社は、売上債権、貸付金等の貸倒損失

に備えるため、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に

ついては個別に回収可能性を勘案し、回収

不能見込額を計上しております。また、海

外連結子会社は主として特定の債権につい

て回収不能見込額を計上しております。 

貸倒引当金 

同左 

  賞与引当金 

 当社は、従業員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、支給対象期間基準によ

る繰入限度額を基礎に、将来の支給見込額

のうち当連結会計年度負担額を計上してお

ります。 

賞与引当金 

同左 

  退職給付引当金 

 当社及び一部の連結子会社は、従業員の

退職給付に備えるため、当連結会計年度末

における退職給付債務の見込額に基づき計

上しております。 

退職給付引当金 

同左  

  役員退職慰労引当金 

 当社は、役員の退職慰労金に充てるた

め、内規に基づく期末要支給額を計上して

おります。 

役員退職慰労引当金 

同左 

  関係会社整理損失引当金 

 関係会社の整理損失に備えるため、関係

会社の財政状態等を勘案し、損失見込額を

計上しております。  

────── 

  

  ────── 

  

事業構造改善引当金 

 今後の再建計画を実行する上で拠点の統

廃合、事業構造の見直しに必要とされる費

用及び損失の見込額を計上しております。

(5）重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への換

算の基準 

 外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直

物為替相場により円貨に換算し、換算差額

は損益として処理しております。なお、海

外連結子会社の資産及び負債は、連結決算

日の直物為替相場により円貨に換算し、収

益及び費用は期中平均相場により円貨に換

算し、換算差額は純資産の部における為替

換算調整勘定に含めて計上しております。

同左 



  

  

項目 
前連結会計年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

(6）重要なリース取引の処

理方法 

 当社は、リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃貸借

取引に係る方法に準じた会計処理によって

おり、海外連結子会社については、主とし

て通常の売買取引に準じた会計処理によっ

ております。 

────── 

(7）重要なヘッジ会計の方

法 

① ヘッジ会計の方法 

 当社の行っている金利スワップについ

ては、特例処理の条件を充たしている場

合には特例処理を採用しておりますので

時価評価をしておりません。 

────── 

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針

 当社所定の社内承認手続に基づき、金

利変動リスクをヘッジしております。 

 当連結会計年度にヘッジ会計を適用し

たヘッジ手段とヘッジ対象は以下の通り

であります。 

 ヘッジ手段・・・金利スワップ 

 ヘッジ対象・・・借入金 

  

  ③ 有効性評価の方法 

 特例処理の条件が充たされている金利

スワップは、有効性の評価を省略してお

ります。 

  

(8）消費税等の会計処理  消費税等の会計処理方法は、税抜方式に

よっております。 

 なお、控除対象外消費税等は全額当連結

会計年度の費用として処理しております。

同左 

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法を採用しておりま

す。 

同左 

６．のれん及び負ののれんの

償却に関する事項 

 のれん及び負ののれんの償却について

は、発生時に一括償却しております。 

同左 

７．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範囲

 手許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない取得日

から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。 

同左 



  

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

──────  （リース取引に関する会計基準） 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従

来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており

ましたが、当連結会計年度より「リース取引に関する会計

基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会

計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リ

ース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 

会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））を適用し、

通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっており

ます。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移

転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常

の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しており

ます。 

 当連結会計年度では通常の売買取引に係るリース取引は

ありませんので、これによる影響はございません。 

──────  （連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関す

る当面の取扱い） 

 当連結会計年度より、「連結財務諸表作成における在外

子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告

第18号 平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な

修正を行っております。 

 なお、これによる損益へ与える影響はありません。 



  

表示方法の変更

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

（連結貸借対照表） 

 前連結会計年度まで流動負債の「その他」に含めて表示

しておりました「未払金」（前連結会計年度177,094千

円）、「未払費用」（前連結会計年度117,332千円）は明

瞭表示の観点から、当連結会計年度より区分掲記いたしま

した。 

（連結貸借対照表） 

１．「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規

則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日

内閣府令第50号）が適用となることに伴い、前連結会

計年度において、「たな卸資産」として掲記されてい

たものは、当連結会計年度から「商品及び製品」「仕

掛品」「原材料及び貯蔵品」に区分掲記しておりま

す。なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれ

る「商品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」

は、それぞれ424,337千円、161,799千円、405,466千

円であります。  

２．前連結会計年度まで区分掲記しておりました「未収

還付法人税等」（当期278千円）は、当連結会計年度

において金額的重要性が乏しくなったため、流動資産

の「その他」に含めて表示することといたしました。

３．前連結会計年度まで投資その他の資産の「その他」

に含めて表示しておりました「差入保証金」は、当連

結会計年度において、資産の総額の100分の１を超え

たため区分掲記しました。 

 なお、前連結会計年度末の「差入保証金」は26,744

千円であります。 

４．前連結会計年度まで流動負債に表示しておりました

「関係会社整理損失引当金」は、今後の再建計画を実

行する上で拠点の統廃合、事業構造の見直しに必要と

見込まれる費用等を計上したのでありますが、より実

体を明らかにする明瞭性の観点から当連結会計年度よ

り「事業構造改善引当金」に含めて表示することと致

しました。 



  

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

（連結損益計算書） 

 前連結会計年度まで営業外収益の「その他」に含めて表

示しておりました「受取配当金」（前連結会計年度3,994

千円）は明瞭表示の観点から、当連結会計年度より区分掲

記いたしました。 

 前連結会計年度まで営業外費用の「その他」に含めて表

示しておりました「為替差損」（前連結会計年度7,064千

円）は、営業外費用の総額の100分の10を超えたため区分

掲記いたしました。 

（連結損益計算書） 

１．前連結会計年度において、「賃貸収入」として掲記

されていたものは、ＥＤＩＮＥＴへのＸＢＲＬ導入に

伴い財務諸表の比較可能性を向上するため、当連結会

計年度より「受取賃貸料」と掲記することといたしま

した。 

２．前連結会計年度において、「保険解約益」として掲

記されていたものは、ＥＤＩＮＥＴへのＸＢＲＬ導入

に伴い財務諸表の比較可能性を向上するため、当連結

会計年度より「保険差益」と掲記することといたしま

した。 

３．前連結会計年度において、「本社移転関連損失」と

して掲記されていたものは、ＥＤＩＮＥＴへのＸＢＲ

Ｌ導入に伴い財務諸表の比較可能性を向上するため、

当連結会計年度より「本社移転費用」と掲記すること

といたしました。  

４．前連結会計年度まで特別損失に表示しておりました

「関係会社整理損失引当金繰入額」は、今後の再建計

画を実行する上で拠点の統廃合、事業構造の見直しに

必要と見込まれる費用等を計上したのでありますが、

より実体を明らかにする明瞭性の観点から当連結会計

年度より「事業構造改善引当金繰入額」に含めて表示

することと致しました。 

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

 前連結会計年度まで投資活動によるキャッシュ・フロー

の「その他投資等の増加(△)・減少」に含めて表示してお

りました「長期前払費用の取得による支出」（前連結会計

年度8,017千円）、「保険積立金の解約による収入」（前

連結会計年度84,149千円）は明瞭表示の観点から、当連結

会計年度より区分掲記いたしました。 

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

１．前連結会計年度まで営業活動によるキャッシュ・フ

ローに表示しておりました「関係会社整理損失引当金

繰入額」は、今後の再建計画を実行する上で拠点の統

廃合、事業構造の見直しに必要と見込まれる費用等を

計上したのでありますが、より実体を明らかにする明

瞭性の観点から当連結会計年度より「事業構造改善引

当金の増減額（△は減少）」に含めて表示することと

致しました。 

２．前連結会計年度まで営業活動によるキャッシュ・フ

ローにおいて「本社移転関連損失」として掲記されて

いたものは、ＥＤＩＮＥＴへのＸＢＲＬ導入に伴い財

務諸表の比較可能性を向上するため、当連結会計年度

より「移転費用」と掲記することといたしました。 

３．前連結会計年度まで営業活動によるキャッシュ・フ

ローにおいて「本社移転関連の支出」として掲記され

ていたものは、ＥＤＩＮＥＴへのＸＢＲＬ導入に伴い

財務諸表の比較可能性を向上するため、当連結会計年

度より「移転費用の支払額」と掲記することといたし

ました。 



  

注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成21年３月31日） 

※１．有形固定資産減価償却累計額 

                           5,566,774千円

※１．有形固定資産減価償却累計額 

                                    5,346,931千円

※２．担保に供している資産ならびに担保付債務は次のと

おりであります。 

※２．担保に供している資産ならびに担保付債務は次のと

おりであります。 

 担保付債務は現金及び預金(定期預金)に対応する債

務であります。 

 また、土地に対応する債務はありませんが、銀行取

引に係る根抵当権が設定されております。 

担保資産     (内工場財団)

現金及び預金(定期預

金) 
88,000千円    

土地 228,199千円 (132,009千円)

合計 316,199千円 (132,009千円)

 担保付債務は土地に対応する債務であります。 

 また、現金及び預金（定期預金）に対応する債務は

ありません。 

担保資産     (内工場財団)

現金及び預金(定期預

金) 
58,000千円    

土地 131,902千円 (131,902千円)

合計 189,902千円 (131,902千円)

担保付債務     (内工場財団)

１年以内返済予定の
長期借入金 

22,768千円    

合計 22,768千円 (     －千円)

担保付債務     (内工場財団)

１年以内返済予定の
長期借入金 

150,000千円 (150,000千円)

合計 150,000千円 (150,000千円)

                



  

  

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は、次のとおりであります。 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は、次のとおりであります。 

荷造運搬費 286,675千円 

給料手当 457,709千円 

賞与引当金繰入額 19,965千円 

役員退職慰労引当金繰入額 3,327千円 

退職給付費用 25,523千円 

研究開発費 173,292千円 

荷造運搬費 228,544千円 

給料手当 364,651千円 

退職給付費用 22,088千円 

研究開発費 113,528千円 

※２．研究開発費の総額 

一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 

※２．研究開発費の総額 

一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 

173,292千円 113,528千円

 ※３．前期損益修正益の内容 

 連結子会社の過年度為替換算処理修正額でありま

す。 

 ※３．前期損益修正益の内容 

 主に、過年度における連結子会社との未達取引の認

識の誤差修正によるものであります。 

 ※４．固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 

(1）建物及び構築物 7,286千円 

(2）機械装置及び運搬具 3,095千円 

(3）工具、器具及び備品  4,822千円 

(4）土地 375,753千円 

合計 390,958千円 

 ※４．固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 

(1）機械装置及び運搬具 3,893千円 

(2）工具、器具及び備品  553千円 

(3）土地 423千円 

合計 4,869千円 

   ５．       ──────  ※５．固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。 

(1）機械装置及び運搬具 4,966千円 

(2）工具、器具及び備品  1,177千円 

合計 6,143千円 

   ６．       ──────  ※６．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

(1）機械装置及び運搬具 788千円 

(2）工具、器具及び備品  9,116千円 

合計 9,904千円 

※７．借入金期日前返済違約金及び金利スワップ解約違

約金は、本社移転に伴い根抵当権を解除するため借

入金の期日前返済ならびに当該借入金に対する金利

スワップを解約したことにより生じたものでありま

す。 

 ７．       ────── 



  

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

※８．本社移転関連損失の内訳は次のとおりであります。

(1）固定資産売却益       

土地売却益 106,514千円 

建物及び構築物売却損 66,956千円 

工具、器具及び備品売却損 4,613千円 

工具、器具及び備品除却損 6,917千円 

 差引 28,026千円 

(2）テナント立退料 40,000千円 

(3）本社移転作業費用等  19,211千円 

合計 31,184千円 

 ８．       ────── 

 ９．       ────── ※９．減損損失 

 当連結会計年度において、当連結グループは以下

の各子会社で保有している固定資産について減損損

失を計上しました。 

（1）減損損失を認識した資産  

(2）資産のグルーピングの方法 

 各連結子会社は、それぞれ単一の事業を行ってお

り、独立したキャッシュフローを生み出す 小の単

位としました。 

(3）減損損失の認識に至った経緯 

（ア）杭州佳路克電子有限公司 

  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、労務費及び原材料の高騰によ

り業績が著しく悪化しているうえに債務超過に陥り

ました。 

  同社は、組み立てを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てい

くことにより、現在の売上規模に対応させるための

縮小を検討していることを鑑みて、固定資産につい

て４億27百万円を減損損失として特別損失に計上い

たしました。 

（イ）JALCO ELECTRONICS MALAYSIA SDN. BHD. 

 解散を前提としていることを鑑みて、処分を予定

している資産について、帳簿価額を回収可能価額ま

で減額し、減少額を減損損失として特別損失に計上

いたしました。 

場所 用途 種類 

杭州佳路克電子有

限公司 

(中国浙江省杭州

市） 

生産設備 

  

  

  

機械装置、工

具、器具及び

備品、建物及

び構築物 

JALCO ELECTRONICS 

MALAYSIA SDN. 

BHD. 

(Johor,Malaysia) 

生産設備 

  

  

  

機械装置、工

具、器具及び

備品、建物及

び構築物 



  

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

（4）減損損失の金額 

（ア）杭州佳路克電子有限公司 

  

（イ）JALCO ELECTRONICS MALAYSIA SDN. BHD. 

  

（5）回収可能価額の算定方法 

（ア）杭州佳路克電子有限公司 

 売却可能価額の算出が困難なために使用価値を回

収可能価額としました。 

（イ）JALCO ELECTRONICS MALAYSIA SDN. BHD. 

 大半の資産が売却の目処が立っているので、売却

予定可能価額を回収可能価額としました。  

(1）機械装置 126,868千円 

(2）工具、器具及び備品 239,551千円 

(3）車両運搬具  8,455千円 

(4）建物及び構築物 53,027千円 

合計 427,901千円 

(1）機械装置 49,730千円 

(2）車両運搬具  6,932千円 

(3）建物及び構築物 73,100千円 

合計 129,762千円 



前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加１千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 

３．配当に関する事項 

該当事項はありません。 

当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加３千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 

３．配当に関する事項 

該当事項はありません。 

  

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
前連結会計年度末
株式数（千株） 

当連結会計年度増
加株式数（千株） 

当連結会計年度減
少株式数（千株） 

当連結会計年度末
株式数（千株） 

発行済株式         

普通株式  9,020  －  －  9,020

合計  9,020  －  －  9,020

自己株式         

普通株式 （注）  11  1  －  12

合計  11  1  －  12

  
前連結会計年度末
株式数（千株） 

当連結会計年度増
加株式数（千株） 

当連結会計年度減
少株式数（千株） 

当連結会計年度末
株式数（千株） 

発行済株式         

普通株式  9,020  －  －  9,020

合計  9,020  －  －  9,020

自己株式         

普通株式 （注）  12  3  －  15

合計  12  3  －  15



  

（開示の省略） 

 リース取引関係、有価証券関係、デリバティブ取引関係、退職給付関係、ストック・オプション等関係、税効果

会計関係、関連当事者情報、企業結合等関係に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大き 

くないと考えられるため開示を省略しております。 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に記

載されている科目の金額との関係 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に記

載されている科目の金額との関係 

（平成20年３月31日現在） （平成21年３月31日現在）

  

現金及び預金勘定 970,619千円 

預入期間が３か月を越える定期預金 △88,000千円 

現金及び現金同等物 882,619千円 

現金及び預金勘定 534,028千円 

預入期間が３か月を越える定期預金 △58,000千円 

現金及び現金同等物 476,028千円 



 前連結会計年度及び当連結会計年度において、当連結グループは、映像機器・音響機器等に使用される電子機

器用部品の製造販売事業の売上高、営業利益及び資産の金額が、全セグメントの売上高合計、営業利益及び全セ

グメント資産の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略し

ております。 

  

前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）東南アジア………マレーシア、シンガポール、インドネシア 

(2）東アジア…………香港、中国 

(3）北米………………米国 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は628,327千円であり、その主なも

のは、基礎的試験研究等を行う技術部門に係る費用及び総務・経理部門等の管理部門に係る費用でありま

す。 

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は14,155千円であり、その主なものは、長期投資

資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。 

  

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

ｂ．所在地別セグメント情報

  
日本 

（千円） 
東南アジア
（千円） 

東アジア
（千円） 

北米
（千円） 

計（千円） 
消去又は全
社（千円） 

連結
（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業損

益 
              

売上高               

(1）外部顧客に対す

る売上高 
 3,591,661  1,905,543  1,288,707  －  6,785,913  －  6,785,913

(2）セグメント間の

内部売上高 
 1,663,874  1,626,889  1,456,535  18,909  4,766,209 (4,766,209)  －

計  5,255,535  3,532,433  2,745,243  18,909  11,552,122 (4,766,209)  6,785,913

営業費用  5,276,554  3,539,433  2,929,872  18,007  11,763,868 (4,072,304)  7,691,563

営業利益又は営業

損失（△） 
 △21,018  △7,000  △184,628  902  △211,745 (693,904)  △905,650

Ⅱ 資産  2,862,975  1,662,181  1,427,820  24,132  5,977,109 (1,274,166)  4,702,943



当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）東南アジア………マレーシア、シンガポール、インドネシア 

(2）東アジア…………香港、中国 

(3）北米………………米国 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は517,166千円であり、その主なも

のは、基礎的試験研究等を行う技術部門に係る費用及び総務・経理部門等の管理部門に係る費用でありま

す。 

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は7,709千円であり、その主なものは、長期投資

資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。 

  

  
日本 

（千円） 
東南アジア
（千円） 

東アジア
（千円） 

北米
（千円） 

計（千円） 
消去又は全
社（千円） 

連結
（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業損

益 
              

売上高               

(1）外部顧客に対す

る売上高 
 4,015,082  1,532,764  1,076,248  －  6,624,096  －  6,624,096

(2）セグメント間の

内部売上高 
 1,436,581  1,701,896  1,270,510  －  4,408,988 (4,408,988)  －

計  5,451,664  3,234,661  23,246,759  －  11,033,085 (4,408,988)  6,624,096

営業費用  5,577,536  3,244,882  2,550,868  338  11,373,626 (4,094,009)  7,279,617

営業損失（△）  △125,872  △10,221  △204,108  △338  △340,541 (314,979)  △655,520

Ⅱ 資産  2,119,114  1,221,179  669,804  25,236  4,035,336 (1,054,080)  2,981,255



前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）東南アジア………マレーシア、シンガポール、インドネシア等 

(2）東アジア…………香港、韓国、台湾、中国等 

(3）その他の地域……英国、米国、メキシコ、ブラジル、フランス等 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）東南アジア………マレーシア、シンガポール、インドネシア等 

(2）東アジア…………香港、韓国、台湾、中国等 

(3）その他の地域……英国、米国、メキシコ、ブラジル、フランス等 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

ｃ．海外売上高

項目 東南アジア 東アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  1,100,803  2,088,934  1,012,127  4,201,866

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  6,785,913

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 16.2  30.8  14.9  61.9

項目 東南アジア 東アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  1,236,653  1,615,633  940,588  3,792,875

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  6,624,096

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 18.7  24.4  14.2  57.3



 （注） １株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

 該当事項はありません。 

  

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１株当たり純資産額          288円65銭 

１株当たり当期純損失金額        103円81銭 

１株当たり純資産額             128円54銭 

１株当たり当期純損失金額           148円86銭 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損失で

あるため記載しておりません。 

  
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当期純損失（千円）  935,169  1,340,576

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純損失（千円）  935,169  1,340,576

期中平均株式数（千株）  9,008  9,005

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり当期純利益の算定に含め

なかった潜在株式の概要 

－ 

  

  

第１回無担保転換社債型新株予

約権付社債（券面総額150,000

千円） 

（重要な後発事象）



５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 401,928 135,686

受取手形 47,056 38,684

売掛金 1,733,698 926,165

製品 238,605 －

原材料 48,323 －

商品及び製品 － 173,264

仕掛品 90,008 113,488

貯蔵品 5,678 －

原材料及び貯蔵品 － 28,718

短期貸付金 － 88,407

未収入金 107,149 156,114

未収還付法人税等 36,776 －

仮払金 － 54,041

その他 9,573 26,365

貸倒引当金 △284,073 △163,440

流動資産合計 2,434,724 1,577,495

固定資産   

有形固定資産   

建物 916,043 917,443

減価償却累計額 △899,006 △901,684

建物（純額） 17,036 15,758

構築物 125,983 125,983

減価償却累計額 △125,983 △125,983

構築物（純額） － －

機械及び装置 735,332 732,651

減価償却累計額 △725,140 △689,282

機械及び装置（純額） 10,191 43,369

車両運搬具 18,100 16,839

減価償却累計額 △17,115 △16,156

車両運搬具（純額） 985 682

工具、器具及び備品 2,107,047 2,073,040

減価償却累計額 △2,028,301 △2,013,094

工具、器具及び備品（純額） 78,746 59,946

土地 267,614 267,440

建設仮勘定 － 17,238

有形固定資産合計 374,574 404,437

無形固定資産   

電話加入権 284 284

ソフトウエア 9,841 11,710

無形固定資産合計 10,125 11,994



（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 14,155 7,709

関係会社株式 887,829 887,829

関係会社長期貸付金 － 83,495

長期前払費用 20,027 14,121

長期未収入金 315,019 －

差入保証金 － 34,360

その他 38,503 0

貸倒引当金 △147,766 △868

投資損失引当金 △182,231 △543,671

投資その他の資産合計 945,535 482,976

固定資産合計 1,330,235 899,408

資産合計 3,764,960 2,476,903

負債の部   

流動負債   

支払手形 553,051 286,660

買掛金 414,435 273,440

短期借入金 － 218,761

1年内償還予定の社債 － 150,000

未払金 83,714 55,182

未払費用 42,694 36,070

未払法人税等 14,039 8,523

預り金 3,098 2,653

設備関係支払手形 2,845 18,879

賞与引当金 40,399 －

関係会社整理損失引当金 54,590 －

事業構造改善引当金 － 82,950

その他 4,623 25,957

流動負債合計 1,213,492 1,159,078

固定負債   

繰延税金負債 20,003 18,587

退職給付引当金 286,695 284,671

役員退職慰労引当金 250,083 215,118

その他 1,706 816

固定負債合計 558,489 519,194

負債合計 1,771,981 1,678,273



（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,010,000 1,010,000

資本剰余金   

資本準備金 1,269,000 797,592

資本剰余金合計 1,269,000 797,592

利益剰余金   

利益準備金 185,000 185,000

その他利益剰余金   

土地圧縮積立金 27,239 27,239

別途積立金 1,010,000 －

繰越利益剰余金 △1,508,647 △1,215,620

利益剰余金合計 △286,408 △1,003,381

自己株式 △3,084 △3,309

株主資本合計 1,989,507 800,901

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,470 △2,271

評価・換算差額等合計 3,470 △2,271

純資産合計 1,992,978 798,630

負債純資産合計 3,764,960 2,476,903



（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 5,255,535 5,447,395

売上原価   

製品期首たな卸高 234,432 238,605

当期製品製造原価 4,877,055 4,998,931

合計 5,111,487 5,237,536

製品期末たな卸高 238,605 173,264

製品売上原価 4,872,882 5,064,272

不動産賃貸原価 10,669 －

売上原価合計 4,883,552 5,064,272

売上総利益 371,983 383,123

販売費及び一般管理費 994,914 1,026,161

営業損失（△） △622,931 △643,038

営業外収益   

受取利息 2,100 1,994

有価証券利息 1,003 －

受取配当金 14,770 2,912

受取賃貸料 10,315 10,105

違約金収入 7,893 9,517

為替差益 － 3,479

その他 7,871 2,849

営業外収益合計 43,955 30,859

営業外費用   

支払利息 15,980 13,783

社債利息 － 246

社債発行費 － 24,450

為替差損 72,321 －

その他 3,284 143

営業外費用合計 91,587 38,623

経常損失（△） △670,562 △650,802

特別利益   

前期損益修正益 － 7,460

固定資産売却益 396,446 7,456

投資有価証券売却益 117,500 －

役員退職慰労引当金戻入額 － 34,965

貸倒引当金戻入額 － 34,174

賞与引当金戻入額 － 16,559

保険差益 14,791 1,625

特別利益合計 528,738 102,241



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

特別損失   

前期損益修正損 － 896

固定資産売却損 － 1,177

固定資産除却損 － 653

投資有価証券売却損 21,000 －

投資有価証券評価損 655 1,036

関係会社株式評価損 22,605 －

金利スワップ解約違約金 29,841 －

借入金期日前返済違約金 3,412 －

本社移転費用 31,184 －

投資損失引当金繰入額 182,231 361,439

関係会社整理損失引当金繰入額 54,590 －

事業構造改善引当金繰入額 － 28,360

貸倒引当金繰入額 376,498 －

貸倒損失 38,247 －

関係会社債権放棄損 － 233,033

特別損失合計 760,267 626,595

税引前当期純損失（△） △902,091 △1,175,156

法人税、住民税及び事業税 15,062 13,224

法人税等調整額 △133,813 －

法人税等合計 △118,750 13,224

当期純損失（△） △783,340 △1,188,380



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,010,000 1,010,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,010,000 1,010,000

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 1,269,000 1,269,000

当期変動額   

欠損填補 － △471,408

当期変動額合計 － △471,408

当期末残高 1,269,000 797,592

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 185,000 185,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 185,000 185,000

その他利益剰余金   

建物圧縮積立金   

前期末残高 240,777 －

当期変動額   

建物圧縮積立金の取崩 △240,777 －

当期変動額合計 △240,777 －

当期末残高 － －

土地圧縮積立金   

前期末残高 27,235 27,239

当期変動額   

土地圧縮積立金の積立 4 －

当期変動額合計 4 －

当期末残高 27,239 27,239

別途積立金   

前期末残高 1,010,000 1,010,000

当期変動額   

別途積立金の取崩 － △1,010,000

当期変動額合計 － △1,010,000

当期末残高 1,010,000 －



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

繰越利益剰余金   

前期末残高 △966,080 △1,508,647

当期変動額   

土地圧縮積立金の積立 △4 －

建物圧縮積立金の取崩 240,777 －

別途積立金の取崩 － 1,010,000

欠損填補 － 471,408

当期純損失（△） △783,340 △1,188,380

当期変動額合計 △542,567 293,027

当期末残高 △1,508,647 △1,215,620

利益剰余金合計   

前期末残高 496,932 △286,408

当期変動額   

欠損填補 － 471,408

当期純損失（△） △783,340 △1,188,380

当期変動額合計 △783,340 △716,972

当期末残高 △286,408 △1,003,381

自己株式   

前期末残高 △2,944 △3,084

当期変動額   

自己株式の取得 △139 △225

当期変動額合計 △139 △225

当期末残高 △3,084 △3,309

株主資本合計   

前期末残高 2,772,988 1,989,507

当期変動額   

当期純損失（△） △783,340 △1,188,380

自己株式の取得 △139 △225

当期変動額合計 △783,480 △1,188,606

当期末残高 1,989,507 800,901

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 1,580 3,470

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,890 △5,741

当期変動額合計 1,890 △5,741

当期末残高 3,470 △2,271



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

純資産合計   

前期末残高 2,774,568 1,992,978

当期変動額   

当期純損失（△） △783,340 △1,188,380

自己株式の取得 △139 △225

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,890 △5,741

当期変動額合計 △781,589 △1,194,348

当期末残高 1,992,978 798,630



  

継続企業の前提に関する注記

第52期 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

第53期 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

 当社は平成17年３月期に５億61百万円、平成18年３月期

に７億82百万円、平成19年３月期に６億92百万円、当期に

おいても６億22百万円の営業損失を計上しております。当

該状況により継続企業の前提に関する重要な疑義が存在し

ております。 

 当社は、この状況を改善するため、前期より「再建計

画」を策定し、生産体制の見直し（最適地生産、海外一貫

生産体制等）、適正人員の配置など構造改革に着手してお

り、当期より固定費の減少などその効果が出てきておりま

す。海外一貫生産体制の進捗がプレス金型の現地認可問題

等から当初予定より若干遅れましたが、平成20年度上半期

より原価低減が本格化する見込みです。 

 販売面においては、当期より本格参入となった薄型ＴＶ

やブルーレイレコーダー（ＢＤ）用デジタル系コネクタの

需要が急拡大しており、これに対応するため積極的な製品

投入及び拡販をおこなってまいります。また、当期より新

規参入を果たした携帯電話用精密プレス部品は今後も需要

拡大が見込まれ受注増が予測されます。引き続き「再建計

画」の完全遂行を推進するとともに平成20年４月より緊急

経営対策として製造経費及び販売管理費の徹底した見直し

による経費削減を実行することにより営業黒字転換を図っ

てまいりますが、平成21年３月期はまだ若干の営業赤字と

なります。 

 資金面においては今後、当社再建のために経営及び、事

業遂行面での指導・支援をお願いしているカタリスト株式

会社と平成20年５月29日に新株予約権の発行を前提に１億

50百万円の金銭消費貸借契約を締結し、平成20年６月５日

に借入が実行されております。 

 財務諸表は継続企業を前提として作成しており、このよ

うな重要な疑義の影響を財務諸表には反映しておりませ

ん。 

 当社は、過去からの負の連鎖から脱しきれず、企業再生

プランを策定し構造改革に努めておりますが、売上高の減

少と製造原価の低減に加えて人件費等の管理費の低減のた

めの対応の遅れから平成17年３月期より４期連続で営業損

失を計上しております。  

 当期におきましても売上高が想定以上に減少したため、

６億43百万円の営業損失を計上するに至り、営業キャッシ

ュ・フローにつきましてもマイナスとなり継続企業の前提

に重要な疑義を抱かせる状況となっております。  

 当社は早急に「負の連鎖」を断ち切り、経営体質の健全

化を目指した「再建計画」に基づき、事業構造の見直し、

コストの低減、組織のスリム化を実行し、当第2四半期会

計期間におきましては、営業損失を前期同期より大幅に圧

縮することができましたが、平成20年９月に発生したリー

マンショックによる金融市場をはじめとする全ての市場で

の経済収縮により市場環境は大きく変化した結果、当社は

更に厳しい経営状況に直面いたしました。当社は生き残り

を賭け、総花的に陥っていた構造改革に対し目標数値を設

定し、目標達成のための管理制度の導入、各拠点の責任者

とのコミュニケーションを徹底し、指示系統及びミッショ

ンの明確化を図り定期的な進捗管理を行う等、更なる構造

改革に取り組んでおります。  

 生産面では、生産拠点の再編成（平成21年４月からマレ

ーシア生産拠点の閉鎖手続き開始）、最適地生産、一貫生

産体制の構築を行うと共に、適正人員配置などの事業構造

の改善を進めており、海外事業拠点の縮小、閉鎖を含めた

統廃合、国内の生産拠点の見直しによる人員削減を計画し

ております。この施策による大幅なコスト低減による改善

効果を見込んでおります。  

 販売面におきましては、デジタルコネクタ及び精密プレ

ス製品の開発・販売強化と新製品の投入・拡販に加え、営

業の効率化を図るための人材の見直し、マーケティングの

強化を図っております。 

 管理面におきましても、組織のスリム化、業務の見直

し、役員報酬及び給与の減額、更に一時休業の導入による

人件費の圧縮、商流変更、国内の物流体制の見直しによる

コスト低減を実施しており、管理費の改善効果も出始めて

おります。 

 上記の構造改革を行うための資金として、平成20年６月

５日に当社グループの再建をサポートしているカタリスト

株式会社から新株予約権の発行を前提に１億50百万円の借

入を実行し、平成21年３月19日に第１回無担保転換社債型

新株予約権付社債（ＭＳＣＢ）の発行による手取り資金１

億20百万円を合わせて調達しております。 

 また、東京信用保証協会に申請中の最大２億80百万円の

保証枠は、現在審議中であります。 

 今後も引き続き強力に構造改革を実行するための追加資

金が必要となってまいりますので、資金調達を計画してお

ります。  

 財務諸表は継続企業を前提として作成しており、このよ

うな重要な疑義の影響を財務諸表には反映しておりませ

ん。 



(1）役員の異動 

役員の異動につきましては、開示内容が定まり次第、別途開示いたします。 

(2）その他 

該当事項はありません。 

  

６．その他
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