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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 297,422 △22.4 4,387 △35.4 △1,303 ― △17,051 ―

20年3月期 383,324 20.4 6,792 △39.1 2,613 △74.1 △26,073 ―

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 △250.41 ― △51.6 △0.5 1.5
20年3月期 △382.98 ― △41.9 0.7 1.8

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  △530百万円 20年3月期  62百万円

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 201,613 34,195 8.3 246.85
20年3月期 340,426 85,786 14.5 724.02

（参考） 自己資本   21年3月期  16,808百万円 20年3月期  49,287百万円

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 6,320 △14,933 △1,633 27,838
20年3月期 17,128 △30,136 6,290 41,466

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 0.00 ― ― ―

21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

22年3月期 
（予想）

― 0.00 ― 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

55,000 △67.5 △2,000 ― △3,000 ― △10,000 ― △146.86

通期 125,000 △58.0 0 ― △2,000 ― △10,000 ― △146.86

－ 1 －



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）  有  

（注） 詳細は、13ページ「企業集団の状況」をご覧ください。 

(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、35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） 

（注） １株当たり当期純利益（連結）の算定上の基礎となる株式数については、48ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 1社 （社名 アークセチンマネジメント ）

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 68,101,592株 20年3月期 68,101,592株

② 期末自己株式数 21年3月期  26,630株 20年3月期  26,502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 13,645 △4.7 369 △73.6 802 △80.7 △6,134 ―

20年3月期 14,318 △10.2 1,401 △33.1 4,164 84.9 △25,674 ―

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 △90.08 ―

20年3月期 △377.05 ―

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 87,839 25,407 28.9 373.13
20年3月期 92,241 31,661 34.3 464.97

（参考） 自己資本 21年3月期  25,407百万円 20年3月期  31,661百万円

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 

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の
変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。なお、上記予想に関する事項は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

4,000 △46.7 △100 ― △400 ― △500 ― △7.34

通期 10,000 △26.7 500 35.2 △100 ― △300 ― △4.41
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(1）経営成績に関する分析 

 当連結会計年度におけるわが国経済は、世界的な金融不安の深刻化により欧米をはじめアジア諸国・資源国向けの

輸出が急減し、それらの影響が設備投資の減少に波及しました。さらに所得環境の悪化、消費マインドの冷え込みに

より、急激な景気後退局面となりました。また、当社を取り巻く経済環境におきましても、年度前半の原油価格高

騰、年度後半での米国金融危機による景気後退の影響を受け、デジタル家電及び自動車販売等の急落に伴い、民生機

器及び輸送機器分野を中心に世界各地域において受注が減少しました。 

 このような状況のもと、当社は、国内外グループ会社の組織・技術・人的資源の再編を図り、業務の効率化、合理

化及び管理体制の一層の強化を行ってまいりました。事業ポートフォリオの再構築とコア品目への経営資源の集中化

の一環として、当連結会計年度において、持分売却により連結子会社42社が連結の範囲から除外され、12社が持分法

適用関連会社に変更となりました。また、持分法適用関連会社14社が持分法の適用範囲から除外されました。 

 この結果、当連結会計年度の業績は、売上高297,422百万円（前年同期比22.4％減）、営業利益4,387百万円（同

35.4％減）となりました。また、支払利息3,968百万円及び急激な円高の影響等による為替差損3,259百万円等を計上

した結果、経常損失1,303百万円（前年同期は経常利益2,613百万円）となりました。さらに、関係会社株式売却益

3,350百万円及び固定資産売却益2,033百万円等の特別利益5,942百万円を計上する一方で、事業構造改善費用9,572百

万円及び減損損失7,051百万円等の特別損失18,824百万円を計上した結果、当期純損失は17,051百万円（前年同期は

当期純損失26,073百万円）となりました。 

 所在地別セグメントにつきましては次のとおりであります。 

① 国内 

 国内におきましては、年度前半まで順調に推移しました薄型テレビをはじめとするデジタル家電の製品開発受注が

低迷し、輸送機器分野においては特に自動車関連市場の急激な悪化により金型関連事業の新製品開発受注が減少しま

した。また携帯電話、ゲーム機器等についても製品開発の端境期となり需要が引き続き停滞しました。このような状

況のもと、安定的な経営基盤の早期形成並びに収益力及び財務基盤の早期回復を目指し、事業再構築を進めておりま

す。その結果、売上高は108,968百万円（前年同期比29.2％減）、営業利益は2,659百万円（同49.9％減）となりまし

た。 

② 北米 

 北米地域におきましては、自動車需要の減少に伴う生産・販売台数の減少が自動車市場全体の景気後退へと波及

し、輸送機器分野において受注が低迷しました。このような状況のもと、主に販売・メンテナンス拠点として位置付

けるべく、またコア事業へ経営資源の重点配分を行うべく事業再編を行っております。その結果、売上高は15,610百

万円（同46.6％減）、営業損失は444百万円（前年同期は営業利益1,102百万円）となりました。 

③ 欧州 

 欧州地域におきましては、拡大基調が続いていた自動車市場が西欧のみならず、成長が見込まれていた中東欧・ロ

シアにおいても低迷し、輸送機器分野にて多大な影響を受けました。このような状況のもと、主に販売・メンテナン

ス拠点として位置付けるべく、事業再構築に着手しております。その結果、売上高は38,630百万円（前年同期比

2.9％減）、営業損失は397百万円（前年同期は営業損失2,109百万円）となりました。 

④ アジア 

 アジア地域におきましては、民生機器、輸送機器分野での先行き不透明感が顕著に現れ、市場規模の縮小に伴う競

合他社との価格競争が激化しました。このような状況のもと、当社グループ 大の生産拠点として位置付けるべく、

コア事業を中心に再編を進めております。その結果、売上高は134,212百万円（前年同期比16.4％減）、営業利益は

2,907百万円（同9.2％減）となりました。 

  

 次期の見通しにつきましては、急速な回復は期待できず厳しい経済環境が続くものと予想されますが、当社グルー

プの主たる取引先であります民生機器、輸送機器分野の各種メーカー（家電・自動車）におきましては、本格的な生

産回復には程遠いものの、在庫調整が一巡し、年度後半以降は緩やかな回復が見込まれております。 

 このような状況のもと、当社グループは、これまで粛々と行ってまいりました事業再構築が 終ステージを迎えて

おります。連結子会社数の減少の影響により売上高は大きく減少するものの、収益構造を大きく改善した効率性の高

い企業体質への転換を図るべく、①事業ドメインの再定義による経営資源の集中、②グローバルネットワークの見直

しによる経営資源の集中、③管理体制の強化、④財務基盤の強化を行ってまいります。 

 平成22年３月期の連結業績の見通しは、売上高125,000百万円（当連結会計年度比58.0％減）、営業利益0百万円

（当連結会計年度は営業利益4,387百万円）、経常損失2,000百万円（当連結会計年度は経常損失1,303百万円）、当

期純損失10,000百万円（当連結会計年度は当期純損失17,051百万円）と予想しております。 

１．経営成績
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(2）財政状態に関する分析 

① キャッシュ・フロー 

 当連結会計年度における連結ベースでの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の減少額は、13,625百万

円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因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） 

 営業活動の結果得られた資金は6,320百万円（前連結会計年度比63.1％減）となりました。これは主に税金等

調整前当期純損失が14,185百万円（前連結会計年度比38.5％減）でありましたが、固定資産減損損失7,051百万

円（前連結会計年度比70.5％減）、減価償却費12,605百万円（前連結会計年度比24.4％減）等の非資金項目要因

による増加及び利息の支払額4,037百万円（前連結会計年度比17.2％減）、法人税等の支払額4,367百万円（前連

結会計年度比31.5％減）があったことによるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は14,933百万円（前連結会計年度比50.4％減）となりました。これは主に有形固

定資産の取得による支出18,160百万円（前連結会計年度比44.1％減）、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売

却による支出1,529百万円（前連結会計年度比669.2％増）があった一方で、有形固定資産の売却による収入

4,015百万円（前連結会計年度比48.7％減）、投資有価証券の売却による収入1,358百万円（前連結会計年度比

50.5％減）があったことによるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は1,633百万円（前連結会計年度6,290百万円の収入）となりました。これは主に

社債の償還による支出636百万円（前連結会計年度比14.9％減）、少数株主への配当金の支払額576百万円（前連

結会計年度比28.9％減）、長期借入金の純減少額7,942百万円（前連結会計年度821百万円の純増加）があった一

方で、短期借入金の純増加額7,483百万円（前連結会計年度比5％減）があったことによるものです。 

② キャッシュ・フロー指標 

＊ 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 ÷ 営業活動によるキャッシュ・フロー 

＊ インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業活動によるキャッシュ・フロー ÷ 利払い 

※ いずれも、連結ベースの財務数値により計算しております。 

※ 株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

※ キャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローを利用しております。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。利払いは、連結損益計算書

に計上されている支払利息を利用しております。 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社は、株主への利益還元を経営の重要課題としております。配当につきましては、長期的な配当の継続を基本と

しつつ、業績の状況・配当性向・内部留保の充実等を総合的に勘案して決定する方針であります。 

 しかしながら、当社を取り巻く環境は依然として厳しく、また当期の業績に鑑み、誠に遺憾ではございますが、引

き続き無配とさせて頂きます。なお、次期につきましても、現在のところ無配を継続させて頂きたいと考えておりま

す。 

  18年３月期 19年３月期 20年３月期 21年３月期

自己資本比率 ％ 27.9 ％  20.6 ％ 14.5 ％ 8.3

時価ベースの自己資本比率 ％ 97.7 ％  26.6 ％ 6.3 ％ 2.2

債務償還年数 年 5.6 年 9.2 年 8.8 年 17.1

インタレスト・カバレッジ・レシオ  7.2  4.0  3.5  1.6
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(4）事業等のリスク 

 当社グループの事業展開その他に関するリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項は、以下のとおりで

あります。当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努

める方針であります。但し、以下の記載は、当社グループの事業展開その他に関するリスクの全てを網羅するもので

はありません。 

 なお、本項において将来に関する記載がある場合、当該記載は、決算短信発表日現在（平成21年５月20日）におけ

る当社グループの判断に基づくものであります。 

① 事業の内容について 

当社グループは、工業製品の新製品開発における上流から下流までの一連の工程である、企画、デザイン、設

計、モデル、金型の製作、プラスチック成形品や金属プレス部品、プリント配線基板等の製造、表面処理や組立工

程に至るまでの一貫サービスを提供する事業（フルラインネットワーク）を展開しております。したがって、当社

グループ業績は、各種メーカー、特に家電・自動車メーカー等お客様における開発予算の圧縮やモデルチェンジサ

イクルの変化等の影響を受ける可能性があります。なお、現在、「デザイン・設計」「モデル」「金型」をコア事

業と位置付け、経営資源を集中させるべく事業再構築を行っております。 

② 経営戦略について 

当社グループが上記の事業を行うに当たっては、一貫してＣＡＤ／ＣＡＭ／ＣＡＥを中心とした３次元データの

有効活用を推進しており、各種メーカーにそれらのデータを提供しております。また、開発プロセスのうち当社グ

ループだけでは対応できない分野、技術の導入及び人材の育成に相当な時間を要する分野については、必要な能力

を有する会社と業務提携を行い、グループとして総合的にシナジー効果を享受することを基本とした業務展開を進

めております。さらに、当社グループのお客様の多くはグローバルに開発拠点や製造拠点を有し、各国・地域の複

数の部署が連携しながら一つの開発案件を進める事例が増加しております。このため、当社グループにおいても、

お客様の重要拠点について、厳しい採算意識とともにグローバル展開を継続してまいります。 

上記の経営戦略を進めていく上でリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項は、次のとおりでありま

す。 

（機密保持について） 

当社は、その業務の性格上、新製品開発に関するお客様の機密情報を取り扱う機会が多いことから、機密保持を

経営上の 重要課題の一つと認識し、様々な取り組みを行っております。 

全社的な機密保持活動を行う情報セキュリティ委員会では、情報セキュリティ規程を制定し、情報資産の保護を

目的としたネットワーク、ファイアウォール、サーバー及びパソコン管理並びにアクセス制御及びパスワード管理

等、ハードとソフトの両面から総合的な管理を行うとともに、定期的な社内教育の実施により当社の機密保持レベ

ルの向上に努めております。 

その他、社内規程の「機密保持規程」に基づく社内入出管理、立ち入り可能区域の指定、製品・仕掛品・文書等

の管理、個人所有ＰＣやカメラ付き携帯電話等の映像・通信機器の社内持込禁止、全従業員及び外注先との機密保

持契約書の締結、並びに従業員を含めアクセス制限を厳しく設定したお客様専用開発ブースの設置等、機密保持を

徹底するためのあらゆる具体的な対策を実施しております。しかしながら、不測の事態により、万一、機密情報が

外部へ漏洩するようなこととなった場合、当社グループの信用失墜に伴う受注の減少や損害賠償による費用の発生

等により当社グループの経営成績及び財政状態に影響が及ぶ可能性があります。 

（業務・資本提携について） 

当社グループは、上記の経営戦略に基づき、今後も必要な能力を有する国内外の会社との業務・資本提携を慎重

に進めていく考えですが、一般に、業務・資本提携は、製品の共同開発実施をはじめ、技術及び業務の効率的な統

合、グループとしての経営目的や意思の統一、経営意思決定過程の整備、顧客の重複調整等の難しさが常に存在

し、また海外企業との事業においては、各国の言語、価値観、法制度及び商慣習等の違いも加わります。効果的な

提携活動や統合に失敗した場合、当社グループの経営成績及び財政状態に影響が及ぶ可能性があります。 

（資金調達について） 

当社グループは、上記の経営戦略や再編を実施するために応分の資金を必要とすることがあり、必要な資金につ

いて自己資金で賄えない場合、借入金、社債の発行及び公募増資等での調達が必要となり、有利子負債の増加及び

それに伴う支払利息等の費用の増加、金利変動リスクの増大、並びに増資に伴う１株当たり利益の希薄化等が生じ

る可能性があります。 
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（為替変動の影響について） 

当社グループは、上記の経営戦略に基づき、地球規模での業務展開を行っており、世界各国のお客様と取引して

おります。北米及び欧州地域への売上は、主として米ドル建て及びユーロ建てで行われており、アジア地域への売

上は、主に各々の自国通貨建てで行われております。当連結会計年度における連結売上高に占める海外売上高の割

合は、北米地域6.4％、欧州地域14.0％、アジア地域44.2％、海外売上高全体では64.6％となっております。ま

た、近年は、金融機関等との資金の調達や運用取引に関しても、自国通貨以外での取引を行う事例が増えておりま

す。当社グループでは、為替変動リスクの軽減及び回避に努めておりますが、上記のような外貨建て取引において

は、為替変動が取引価格や売上高、当該取引に係る資産及び負債の日本円換算額等に影響を与え、その結果、当社

グループの経営成績及び財政状態に影響が及ぶ可能性があります。 

  

(5）継続企業の前提に関する重要事象等 

 当社グループは当連結会計年度において、３期連続の当期純損失となりました。 

 また、当第３四半期末において、コミットメントライン契約の財務制限条項のうち純資産基準に抵触する懸念が生

じた旨を表記致しました。これにつきましては、当社グループが現在行っている事業再構築による連結子会社数の減

少が、純資産を減少させる主な要因であるため、銀行団との協議を行い、結果、平成21年３月31日付で同条項を削除

する修正契約を締結し当該懸念を払拭致しました。しかしながら、売上高減少に伴う採算悪化が進行するなか、急激

な円高による大幅な為替差損の計上等により経常損失となり、コミットメントライン契約の財務制限条項のうち、経

常損益基準に抵触する懸念が生じております。 

 なお、コミットメントライン契約の詳細については、38ページ「連結貸借対照表関係の注記※５」に記載しており

ます。 

 これらの状況により、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。 

 当社グループは、25ページ「継続企業の前提に関する注記」に記載の対応策をより具体化し当該計画を着実に実施

していくことで、継続企業の前提に関する重要な疑義を抱かせる事象又は状況の解消に努めてまいります。 
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当社グループは、連結財務諸表提出会社（以下当社という）及び連結子会社124社（うち海外連結子会社88社）、

持分法適用会社23社（うち海外持分法適用会社16社）により構成されており、当社グループ「デザイン・設計」「モ

デル」「金型」をコア事業と位置付け、事業再構築を行っております。現在、当社グループが営んでいる主な事業内

容は、企画、デザイン、設計、モデル、金型の製作、プラスチック成形品、金型プレス部品、プリント配線基板等の

製造、表面処理や組立工程に至るまでの一貫サービスであります。 

当社グループは、国内外関係会社相互間において製造の一部委託又は受託を行っております。  
  

 
なお、上記関係会社のうち、㈱積水工機製作所は大阪証券取引所市場第二部（コード番号6487）に、南部化成㈱（コー

ド番号7880）、㈱日本テクシード（コード番号2431）及びアルファホールディングス㈱（コード番号6633）はジャスダッ

ク証券取引所に、アヴァプラスはシンガポール証券取引所に、エコプラスチックは韓国ＫＯＳＤＡＱ市場に、それぞれ上

場しております。 
  
※１．マレーシアアークはタイアークの100％子会社であり、オーストラリアアークはタイアークの80％子会社でありま

す。 

※２．シバックス＆アークは㈱シバックスの60％子会社（タイアーク出資比率40％）であり、持分法適用会社でありま

す。 

※３．ソルプラスアジアは㈱ソルプラスの100％子会社であり、ヒライセイミツ（タイ）は㈱ソルプラスの99％子会社で

あります。 

※４．サンケイタイランドはタイアークの関連会社であり、持分法適用会社であります。 

※５．エニテックエンジニアリングは韓国アークの55％子会社であります。 

※６．大連宇田電子有限公司は宇田の100％子会社であり、持分法適用会社であります。 

２．企業集団の状況
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※７．ＰＴショープラインド及びＳＰエボリューション（タイランド）は、㈱タクミック・エスピーの100％子会社であ

り、ショープラベトナムは、㈱タクミック・エスピーの93％子会社であります。 

※８．アヴァプラスタイランドはアヴァプラスの100％子会社であります。 

※９．エコプラスチックはプラコーの36％子会社であり、プラコーチェコはプラコーの100％子会社であります。 

また、エコプラスチックについては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合

が10％を超えております。 

※10．アークカナダは米国アークの80％子会社（アークカナダホールディングス出資比率20％）であります。 

※11．アークカナダホールディングスはアークノースアメリカホールディングスの100％子会社であります。 

※12．エルシーオープロトモール、オランダアーク及びアークツーリングサーモフランスは英国アークの100％子会社で

あり、ＮＰＬテクノロジーズは英国アークの98％子会社であり、アークＲ＆Ｄグループは英国アークの96％子会社

であります。 

※13．徳島昭和精機㈱は昭和精機工業㈱の100％子会社であります。 

※14．㈱神岡イージーエスは㈱型システムの100％子会社であります。 

※15．㈱型システムは岐阜精機工業㈱の100％子会社であります。 

※16. 南部化成㈱は、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えておりま

す。  
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主な関係会社の状況  

名称 住所 資本金 主要な事業内容
議決権の所有
割合（％） 

関係内容

（連結子会社）           

米国アーク 

米国 

（カリフォルニ

ア） 

千米ドル

13,500

工業デザインモ

デルの製造販売 
 100

当社が工業デザインモ

デルを販売。 

役員の兼任あり。 

英国アーク 

（注）１ 

英国 

（グロスター） 

千英ポンド

126,339

工業デザインモ

デルの製造販売 
 100

当社が工業デザインモ

デルを販売・購入。 

役員の兼任あり。 

韓国アーク 

（注）１ 

韓国 

（仁川） 

百万ウォン

125,500

試作・金型・成

形品の製造販売 
 100

当社が試作・金型・成

形品を販売・購入。 

役員の兼任あり。 

タイアーク 

（注）１ 

タイ 

（パトンタニ） 

千タイバーツ

1,945,240

工業デザインモ

デルの製造販売 
 100

当社が工業デザインモ

デルを販売・購入。 

役員の兼任あり。 

マレーシアアーク 

マレーシア 

（セランゴー

ル） 

千マレー

リンギット

6,700

工業デザインモ

デルの製造販売 

 

 

100

(100)
役員の兼任あり。 

オーストラリアアーク 
豪州 

（メルボルン） 

豪州ドル

1,500,060

工業デザインモ

デルの製造販売 

 

 

80

(80)

当社が工業デザインモ

デルを販売。 

役員の兼任あり。 

アークサンジェント 
台湾 

（台北） 

千台湾ドル

50,000

金型・成形品の

製造販売 
 70

当社が金型・成形品を

購入。 

役員の兼任あり。 

アークディソン 
台湾 

（台北） 

千台湾ドル

101,352

工業デザインモ

デルの製造販売 
 70

当社が工業デザインモ

デルを購入。 

役員の兼任あり。 

エルシーオープロトモー

ル 

仏国 

（アネシー） 

千ユーロ

511

工業デザインモ

デルの製造販売 

 

 

100

(100)
役員の兼任あり。 

ヒライセイミツ（タイ） 
タイ 

（チョンブリ） 

千タイバーツ

180,000

金型・成形品の

製造販売 

 

 

99

(99)
 ―

ソルプラスアジア 
タイ 

（チョンブリ） 

千タイバーツ

4,998
金型の製造販売 

 

 

100

(100)
 ―

シンガポールアーク 

シンガポール 

（シンガポー

ル） 

千シンガポー

ルドル

3,500

金型の製造販売  100

当社が工業デザインモ

デルを販売。 

役員の兼任あり。 

エニテックエンジニアリ

ング 

韓国 

（水原） 

百万ウォン

62

電機、電子製品

の設計・開発 

 

 

55

(55)
 ―

アークカナダ 
カナダ 

（オンタリオ） 

千カナダドル

9,415
金型の製造販売 

 

 

100

(100)
役員の兼任あり。 

ＰＴショープラインド 
インドネシア 

（ブカシ） 

百万ルピア

36,892

試作・成形品の

製造販売 

 

 

100

(100)
 ―

ショープラベトナム 
ベトナム 

（ドン・ナイ） 

千米ドル

10,000

試作・成形品の

製造販売 

 

 

93

(93)
 ―

ＳＰエボリューション

（タイランド） 

タイ 

（ラヨーン） 

千タイバーツ

305,000

試作・成形品の

製造販売 

 

 

100

(100)
役員の兼任あり。 

ＮＰＬテクノロジーズ 
英国 

（ナニートン） 

千英ポンド

144
金型の製造販売 

 

 

98

(98)
役員の兼任あり。 
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名称 住所 資本金 主要な事業内容
議決権の所有
割合（％） 

関係内容

（連結子会社）           

アヴァプラス 

シンガポール 

（シンガポー

ル） 

千シンガポー

ルドル

20,708

金型・成形品の

製造販売 
 53 役員の兼任あり。 

プラコー 

（注）１ 

韓国 

（華城） 

百万ウォン

52,900

金型・成形品の

製造販売 
 100 役員の兼任あり。 

アークＲ＆Ｄグループ 
ドイツ 

（ミュンヘン） 

千ユーロ

96

自動車・航空宇

宙関連向け製品

開発サービス 

 

 

96

(96)

当社が工業デザインモ

デルを販売。 

役員の兼任あり。 

ショープラ香港 

（注）１ 

中国 

（香港） 

千香港ドル

385,000

成形品の製造と

金型販売 
 100 役員の兼任あり。 

オランダアーク 
オランダ 

（アルメロ） 

千ユーロ

22
金型の製造販売 

 

 

100

(100)
 ―

アヴァプラスタイランド 
タイ 

（アユタヤ） 

千タイバーツ

96,701

成形品の製造販

売 

 

 

100

(100)
 ―

アークツーリングサーモ

フランス 

（注）１ 

フランス 

（モンターギ

ュ） 

千ユーロ

22,600

金型・成形品の

製造販売 

 

 

100

(100)
役員の兼任あり。 

上海龍創汽車設計有限公

司 

中国 

（上海） 

千人民元

3,500

自動車の設計及

びソフト開発 
 51 役員の兼任あり。 

プラコーチェコ 

（注）１ 

チェコ 

（オストラバ） 

千コルナ

804,665

金型・成形品の

製造販売 

 

 

100

(100)
― 

エコプラスチック 

（注）２ 

韓国 

（慶州） 

百万ウォン

9,500

金型・成形品の

製造販売 

 

 

36

(36)
― 

㈱安田製作所 
東京都 

品川区 

百万円

237

金型・成形品の

製造販売 
 100

当社が金型・成形品を

製造委託し、工業デザ

インモデルを販売。 

役員の兼任あり。 

㈱ソルプラス 

（注）１  

東京都 

西多摩郡 

日の出町 

百万円

295

金型・成形品の

製造販売 
 72

当社が金型・成形品を

製造委託し、工業デザ

インモデルを販売。 

役員の兼任あり。 

昭和精機工業㈱ 
兵庫県 

尼崎市 

百万円

96
金型の製造販売  100

当社が金型を製造委託

し、工業デザインモデ

ルを販売。 

役員の兼任あり。 

徳島昭和精機㈱ 

徳島県 

名西郡 

石井町 

百万円

48
金型の製造販売 

 

 

100

(100)
役員の兼任あり。 

江川精工㈱ 
岐阜県 

羽島市 

百万円

10
金型の製造販売  100 役員の兼任あり。 

岐阜精機工業㈱ 
岐阜県 

岐阜市 

百万円

400
金型の製造販売  100

当社が金型を製造委託

し、工業デザインモデ

ルを販売。 

役員の兼任あり。 
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名称 住所 資本金 主要な事業内容
議決権の所有
割合（％） 

関係内容

（連結子会社）           

㈱型システム 
岐阜県 

瑞穂市 

百万円

200

金型・成形機の

製造販売 

 

 

100

(100)
役員の兼任あり。 

㈱神岡イージーエス 

（注）３  

岐阜県 

飛騨市 

百万円

80
金型の製造販売 

 

 

100

(100)

当社が金型を製造委託

し、工業デザインモデ

ルを販売。 

㈱日本テクシード 

（注）２（注）４ 

名古屋市 

中区 

百万円

715
技術者人材派遣  40

当社が技術者派遣を依

頼。 

㈱積水工機製作所 

（注）４ 

大阪府 

枚方市 

百万円

1,613

金型・産業機器

の製造販売 
 59

当社が金型を製造委託

し、工業デザインモデ

ルを販売。 

役員の兼任あり。 

㈱タクミック・エスピー 
神奈川県 

相模原市 

百万円

490

工業デザインモ

デルの製造販売 
 100

当社が工業デザインモ

デルを購入。 

役員の兼任あり。 

㈱マンモスセンター 

（注）２ 

山梨県 

富士吉田市 

百万円

30

大型試作品の製

造販売 
 50

当社が大型試作品を製

造委託。 

役員の兼任あり。 

㈱サトーセン 
大阪市 

西成区 

百万円

205

めっき加工・各

種プリント配線

基板の製造販売 

 93 役員の兼任あり。 

南部化成㈱ 

（注）１（注）２ 

（注）４ 

静岡県 

榛原郡吉田町 

百万円

1,800

成形品・自社電

化機器製品の製

造販売 

 46

当社が成形品を製造委

託し、工業デザインモ

デルを販売。 

役員の兼任あり。 

クローバー電子工業㈱ 
北海道 

恵庭市 

百万円

420

プリント配線基

板の加工製造及

び販売 

 97

当社がプリント配線基

板を製造委託。 

役員の兼任あり。 

スタンダード㈱ 

長野県 

諏訪郡 

下諏訪町 

百万円

20

プレス加工、型

及び各種治工具

の設計製造 

 100

当社がプレス加工、型

及び各種治工具の設計

製造を委託。 

役員の兼任あり。 

東邦システム㈱ 
大阪府 

交野市 

百万円

20

電源機器等の設

計・製造販売 
 54

ソフトウェア開発を委

託。 

アーク岡山㈱ 
岡山県 

真庭市 

百万円

40

成形品の製造販

売 
 100

当社が成形品を製造委

託。 

 役員の兼任あり。 

㈱アークプロダクツ 
大阪府 

羽曳野市 

百万円

140

成形品の製造販

売 
 100

当社が成形品を製造委

託し、工業デザインモ

デルを販売。 
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名称 住所 資本金 主要な事業内容
議決権の所有
割合（％） 

関係内容

（連結子会社）           

アルファホールディング

ス㈱ 

（注）２（注）４ 

東京都 

渋谷区 

百万円

500

ＣＡＤ／ＣＡＭ

システムの製造

販売子会社の経

営管理 

 42 役員の兼任あり。 

相模原部品工業㈱ 
神奈川県 

相模原市 

百万円

20

成形品の製造販

売 
 100

当社が成形品を製造委

託。 

３Ｄ ＡＵＴＯ ＰＲＯＴ

ＥＣＨ㈱ 

埼玉県 

日高市 

百万円

50

自動車用試作品

の製造販売及び

三次元ＣＡＤの

業務委託 

 90 役員の兼任あり。 

アークノースアメリカホ

ールディングス 

米国 

（カリフォル

ニア） 

千米ドル

100

持株会社 

アークカナダホ

ールディングス

への出資 

 100 役員の兼任あり。 

アークカナダホールディ

ングス 

カナダ 

（オンタリオ） 

千カナダドル

100

持株会社 

アークカナダへ

の出資 

 

 

100

(100)
役員の兼任あり。 

その他72社           
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 （注）１．英国アーク、韓国アーク、タイアーク、プラコー、ショープラ香港、アークツーリングサーモフランス、プ 

           ラコーチェコ、㈱ソルプラス及び南部化成㈱は、特定子会社に該当しております。 

            なお、前期末において当社の連結子会社でありましたアークセチンマネジメントは株式譲渡により連結の 

           範囲（特定子会社）から除いております。   

    ２．エコプラスチック、㈱日本テクシード、㈱マンモスセンター、南部化成㈱及びアルファホールディングス㈱

       に対する所有割合は100分の50以下でありますが、実質的に支配しているため子会社としたものであります。

       ３．神岡イージーエスは債務超過会社であり、債務超過額は平成21年３月末時点で1,545百万円であります。  

       ４．㈱日本テクシード、㈱積水工機製作所、南部化成㈱及びアルファホールディングス㈱は有価証券報告書提出 

           会社であります。 

       ５．シバックス＆アークはシバックスの60％子会社（タイアーク出資比率40％）であり、大連宇田電子有限公 

           司は、宇田の100％子会社であります。 

       ６．議決権の所有割合の（ ）内は、間接所有割合で内数となっております。  

  

名称 住所 資本金 主要な事業内容
議決権の所有
割合（％） 

関係内容

（持分法適用会社）           

㈱シバックス 
横浜市 

都筑区  

百万円

494

工業デザインモ

デルの製造販売 
 26

当社が工業デザインモ

デルを販売。 

シバックス＆アーク 

（注）５ 

タイ 

（パトンタニ） 

千タイバーツ

100,000

金型用治具の製

造販売 
 － 役員の兼任あり。 

㈱スリーディーテック 
東京都 

中央区 

百万円

201

技術者派遣及び

試作品の販売 
 40

当社が工業デザインモ

デルを販売。 

役員の兼任あり。 

サンケイタイランド 
タイ 

（パトンタニ） 

千タイバーツ

6,000

金型全般のシボ

（エッチング）

加工 

 

 

49

(49)
役員の兼任あり。 

宇田 
韓国 

（ソウル） 

百万ウォン

3,583

金型・成形品の

製造販売 

 

 

32

(32)
 ―

大連宇田電子有限公司 

（注）５ 

中国 

（大連） 

千人民元

53,668

金型・成形品の

製造販売 
 －  ―

日本ミクロン㈱ 
長野県 

岡谷市 

百万円

48

プリント配線基

板の開発設計及

び製造販売 

 49 ― 

㈱三洋化成製作所 
横浜市 

都筑区 

百万円

80

成形品の製造販

売 
 47

当社が成形品を製造委

託。 

役員の兼任あり。 

相互股份有限公司 
台湾 

（台北） 

百万台湾ドル

550

プリント配線基

板の加工製造販

売 

 34 ― 

その他14社           
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(1）会社の経営の基本方針 

 当社の社名は、旧約聖書中に登場する「ARK（ノアの箱船）」をベースとし、未来を創造する箱船としての当社の

姿勢を明確にするとともに、人間企業としてのロマン（Roman）を付加しております。当社の企業理念は「企業は企

業のために存在するのではなく、その企業の周辺すべての幸福のために存在する」という基本コンセプトからなって

おります。環境、福祉がクローズアップされてきている昨今、まさに当社の人間企業としての考え方は時流に即した

ものであり、今後とも経営を通じて社会に貢献していく所存であります。 

(2）目標とする経営指標 

 当社グループは、平成18年12月に発表しました新５ヵ年経営計画について、当社グループの事業再編を推し進める

期間を平成21年３月まで設定したことにより、平成19年11月において、その始期を平成21年４月に変更しておりまし

た。その後、昨秋に顕在化した世界経済環境の著しい悪化をふまえ、現在、さらなる事業再構築に着手しておりま

す。これにより、当該新５ヵ年経営計画の棚上げを継続させて頂きます。 

 平成21年４月より始まる第42期につきましては、厳しい事業環境においても利益を生むことのできる筋肉質な企業

体質への転換を目指しております。平常から大きく逸脱する経済環境の悪化と当社グループの大規模な事業再構築中

という特殊な条件下において、具体的な数値をあげることは困難となっておりますが、目標とする経営指標として

は、売上高営業利益率の段階的回復に主眼を置き事業再編を進めてまいります。 

(3）中長期的な会社の経営戦略 

 当社グループは、現在、安定的な経営基盤の早期形成並びに収益力及び財務基盤の早期回復を目指し、事業再構築

を進めております。当該事業再構築においては、創業業種である工業用モデルの製造販売を中心として、上流工程の

デザイン・設計及び下流工程の金型までをコア事業と位置付け、当該事業を中心に選択と集中を進めております。前

連結会計年度末において175社あった連結子会社数は、当連結会計年度末においては124社となっており、今後も再編

の進行により子会社を含めた組織・人員のスリム化及び機能化に注力し、グループ経営のさらなる合理化を図ってま

いります。 

 デザイン・設計及びモデル事業は、新製品開発支援体制を一層強化するため、顧客先の開発業務に現地で対応して

まいります。また、グローバル間連携強化と併せ、さらなる開発期間の短縮や品質の底上げ等により、顧客満足を一

層高める努力を続けてまいります。 

 金型事業は、グローバルな生産・販売拠点体制を見直し、コストと品質の観点から日本及びアジア地域を、主力と

なる生産・供給拠点として位置付けてまいります。一方、北米・欧州地域におきましては、基本的に生産機能からの

撤退を行っており、日本及びアジア地域の生産拠点とのグローバル連携により販売・メンテナンス拠点として位置付

けてまいります。 

(4）会社の対処すべき課題 

当社グループは、収益力の回復とさらなる業績拡大を図るべく、次の課題への取り組みを 優先で行ってまいり

ます。 

１．収益力の増強 

① グループ営業機能の強化 

新製品開発の上流から下流まで、様々な新製品開発工程に対応できる「フルラインサービス」体制をとっており

ます。また、国内のみならず、海外へのグループ展開から生まれるグループ営業力により、当社グループ独自の営

業優位性を活かした提案力強化に努めております。 

② 外注・購買コストの削減 

グループ外への外注取引をグループ内に取り込むことにより外注コストの削減を推進するため、各地域に海外受

発注窓口部門の設置を行い、グループ各社の稼働率平準化とグループ内製化を図ってまいります。 

不安定な国際情勢や資材の価格高騰等に柔軟に対処し、安定した経費水準で企業活動を進めるため、かねてより

取り組んできたグループ集中購買の強化策として、原材料の標準化や原材料サプライヤーとの価格交渉力強化を進

めてまいります。 

③ 経営資源の集約とコア品目の強化 

グループ全体及び各社においてコア品目を明確化し、経営資源の集約を図ることで、収益力の強化を進めてまい

ります。具体的には、複数のグループ会社で重複した品目を１社に集約すること、また収益性の高い品目に各社が

特化することにより、経営資源の効率的な活用、固定費削減及び稼働率の向上を図ってまいります。 

３．経営方針
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２．組織力の増強 

① グループ管理体制の強化 

前期より立ち上げた「関係会社支援部」を強化し、グループ各社の実態に沿った指導・管理を行うことにより、

適時かつ正確に国内外のグループ会社の経営状況を把握する体制の構築を図ってまいります。 

② グループ会社の再編 

前期よりグループ会社の事業を見直し、コア事業へ経営資源の重点配分を行うべく事業再編を行ってまいりまし

たが、当社の主力マーケットの動向等環境の激変にあわせ、さらなるスピード感をもって徹底したコア事業への事

業再編を行ってまいります。 

３．ＣＳＲ活動の推進 

当社グループは、お客様や投資家の方々のみならず、社会一般に対して、企業としての責任を負っているものと

考えております。そのため、当社グループは、その社会的責任（ＣＳＲ）を全うするべく、品質、環境及びコンプ

ライアンスに関して以下の施策を行っております。 

① 品質保証・環境保全への取り組み 

当社グループでは、より確かな品質及び工程管理を通じ、お客様に質の高い開発支援サービスを提供するため、

国際規格である品質マネジメントシステム「ＩＳＯ９００１」の認証取得を推進しております。当連結会計年度に

おきましては、当社栃木支社、横浜支社、広島支社が新たに認証を取得しました。 

また、環境保全活動を積極的に推進し社会に貢献するため、環境マネジメントシステム「ＩＳＯ１４００１」の

認証取得にも注力しており、当社の全ての事業所が認証登録を完了しております。なお、今後取得予定のグループ

会社に対しては積極的な取得推進活動を展開中であります。また、Ｃｏ２削減活動についてもこれまでの環境保全

活動を通じ、社会貢献の一環として2009年度より本格的に展開する計画を進めております。 

さらに、当社では、環境保全における国内の各種法規制や、欧州環境規制である「ＷＥＥＥ指令（廃電気電子機

器指令）」、「ＲｏＨＳ指令（電気電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限に関する指令）」及び「ＲＥＡＣ

Ｈ指令（化学物質の総合的な登録、評価、認可、制限の制度）」、さらにお客様が独自に規定される「品質・環境

基準」に関する調査及び不使用証明等の要請を受けて、今後ますます高まることが予測されるこれら各種法規制・

海外環境規制について、情報収集、研究及び対策を推進しております。 

② コンプライアンス体制強化への取り組み 

当社グループは、引き続き「コンプライアンス重視の経営」による健全な企業活動を推進することが重要である

と考えております。そのため、コンプライアンス委員会（平成16年８月設置）により、当社グループのコンプライ

アンスに関する基本的意思決定を行い、これに基づいた採用時研修やマニュアルの配布、各種社内規程の改定等の

様々な活動を通してコンプライアンス体制の強化に取り組んでおります。また、問題発生時や内部通報がなされた

場合には同委員会に報告がなされ、迅速な対応をとることができる体制となっております。なお、コンプライアン

ス委員会は毎月開催され、発生した問題やコンプライアンスに関する施策につき討議を行っております。 
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：百万円）

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  42,517 ※2  27,952

受取手形及び売掛金 ※2  85,049 49,377

有価証券 1,747 1,466

たな卸資産 34,496 －

商品及び製品 － 3,397

仕掛品 － 9,061

原材料及び貯蔵品 － 3,712

繰延税金資産 1,651 868

未収還付法人税等 2,062 807

その他 13,676 9,103

貸倒引当金 △2,973 △1,247

流動資産合計 178,227 104,501

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 ※2  68,903 ※2  43,923

減価償却累計額 △30,107 △21,467

建物及び構築物（純額） 38,795 22,456

機械装置及び運搬具 ※2  114,206 ※2  75,147

減価償却累計額 △81,711 △54,139

機械装置及び運搬具（純額） 32,494 21,008

工具、器具及び備品 ※2  37,772 ※2  24,851

減価償却累計額 △25,548 △17,380

工具、器具及び備品（純額） 12,223 7,470

土地 ※2  34,608 ※2  22,550

建設仮勘定 4,218 1,079

有形固定資産合計 122,341 74,565

無形固定資産   

のれん 14,290 6,794

その他 ※2  2,649 1,593

無形固定資産合計 16,940 8,387

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1  10,718 ※1  6,436

長期貸付金 2,172 2,778

差入保証金 2,059 1,503

繰延税金資産 1,149 864

その他 ※2  7,265 ※2  2,895

貸倒引当金 △448 △320

投資その他の資産合計 22,916 14,158

固定資産合計 162,198 97,112

資産合計 340,426 201,613
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（単位：百万円）

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 53,790 ※2  26,097

短期借入金 ※2, ※5  68,033 ※2, ※5  52,233

1年内返済予定の長期借入金 ※2  20,573 ※2  17,544

未払金 10,373 3,488

リース債務 1,117 1,019

未払法人税等 2,695 1,240

未払消費税等 854 872

未払費用 6,925 4,001

繰延税金負債 1,161 371

賞与引当金 2,554 1,550

事業構造改善引当金 － 2,216

その他 ※2  12,709 ※2  8,397

流動負債合計 180,788 119,034

固定負債   

社債 ※2  2,194 ※2  950

長期借入金 ※2  54,771 ※2  34,394

リース債務 2,409 1,628

繰延税金負債 5,496 4,407

再評価に係る繰延税金負債 ※4  27 ※4  27

退職給付引当金 5,781 5,313

役員退職慰労引当金 653 401

その他 2,517 1,260

固定負債合計 73,851 48,383

負債合計 254,640 167,418

純資産の部   

株主資本   

資本金 30,755 30,755

資本剰余金 26,623 1,059

利益剰余金 △15,387 △7,605

自己株式 △29 △29

株主資本合計 41,961 24,179

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 31 △186

繰延ヘッジ損益 △2 －

土地再評価差額金 ※4  △156 ※4  △263

為替換算調整勘定 7,453 △6,920

評価・換算差額等合計 7,326 △7,370

新株予約権 53 24

少数株主持分 36,444 17,361

純資産合計 85,786 34,195

負債純資産合計 340,426 201,613
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（２）連結損益計算書 

（単位：百万円）

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 383,324 297,422

売上原価 330,229 254,061

売上総利益 53,095 43,360

販売費及び一般管理費 ※1, ※2  46,303 ※1, ※2  38,973

営業利益 6,792 4,387

営業外収益   

受取利息 893 796

受取配当金 72 22

受取賃貸料 364 308

有価証券売却益 32 －

助成金収入 119 406

受取手数料 269 170

スクラップ売却益 － 415

持分法による投資利益 62 －

その他 1,902 1,211

営業外収益合計 3,717 3,331

営業外費用   

支払利息 4,872 3,968

有価証券売却損 8 －

貸倒引当金繰入額 300 111

為替差損 628 3,259

シンジケートローン手数料 271 262

デリバティブ評価損 914 －

持分法による投資損失 － 530

その他 901 890

営業外費用合計 7,896 9,022

経常利益又は経常損失（△） 2,613 △1,303

特別利益   

固定資産売却益 ※3  906 ※3  2,033

投資有価証券売却益 20 12

貸倒引当金戻入額 26 88

役員退職慰労引当金戻入額 18 21

償却債権取立益 121 －

移転補償金 303 －

持分変動利益 0 1

関係会社株式売却益 62 3,350

前期損益修正益 － ※7  244

その他 104 190

特別利益合計 1,565 5,942
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（単位：百万円）

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) 

特別損失   

固定資産除売却損 ※4  766 ※4  670

役員退職慰労金 210 －

事業構造改善費用 ※5  1,328 ※5  9,572

持分変動損失 329 －

関係会社株式売却損 368 －

投資有価証券評価損 182 252

減損損失 ※6  23,864 ※6  7,051

たな卸資産評価損 － 293

前期損益修正損 － ※7  404

その他 186 578

特別損失合計 27,236 18,824

税金等調整前当期純損失（△） △23,058 △14,185

法人税、住民税及び事業税 3,701 2,872

過年度法人税等 ※8  △234 －

法人税等調整額 686 705

法人税等合計 4,153 3,577

少数株主損失（△） △1,137 △711

当期純損失（△） △26,073 △17,051
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

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 30,755 30,755

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 30,755 30,755

資本剰余金   

前期末残高 31,587 26,623

当期変動額   

欠損填補 △4,453 △25,563

剰余金（その他資本剰余金）の配当 △510 －

当期変動額合計 △4,963 △25,563

当期末残高 26,623 1,059

利益剰余金   

前期末残高 6,234 △15,387

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － 386

当期変動額   

欠損填補 4,453 25,563

当期純損失（△） △26,073 △17,051

連結範囲の変動 － 78

持分法の適用範囲の変動 － △1,194

その他 △1 －

当期変動額合計 △21,622 7,396

当期末残高 △15,387 △7,605

自己株式   

前期末残高 △9 △29

当期変動額   

自己株式の取得 △19 △0

当期変動額合計 △19 △0

当期末残高 △29 △29

株主資本合計   

前期末残高 68,567 41,961

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － 386

当期変動額   

欠損填補 － －

剰余金（その他資本剰余金）の配当 △510 －

当期純損失（△） △26,073 △17,051

自己株式の取得 △19 △0

連結範囲の変動 － 78

持分法の適用範囲の変動 － △1,194

その他 △1 －

当期変動額合計 △26,606 △18,168

当期末残高 41,961 24,179
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（単位：百万円）

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 268 31

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △236 △218

当期変動額合計 △236 △218

当期末残高 31 △186

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △2 △2

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △0 2

当期変動額合計 △0 2

当期末残高 △2 －

土地再評価差額金   

前期末残高 △156 △156

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － △107

当期変動額合計 － △107

当期末残高 △156 △263

為替換算調整勘定   

前期末残高 6,381 7,453

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,072 △14,373

当期変動額合計 1,072 △14,373

当期末残高 7,453 △6,920

評価・換算差額等合計   

前期末残高 6,490 7,326

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 835 △14,696

当期変動額合計 835 △14,696

当期末残高 7,326 △7,370

新株予約権   

前期末残高 46 53

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 7 △29

当期変動額合計 7 △29

当期末残高 53 24

少数株主持分   

前期末残高 37,685 36,444

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,240 △19,082

当期変動額合計 △1,240 △19,082

当期末残高 36,444 17,361
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（単位：百万円）

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) 

純資産合計   

前期末残高 112,790 85,786

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － 386

当期変動額   

欠損填補 － －

剰余金（その他資本剰余金）の配当 △510 －

当期純損失（△） △26,073 △17,051

自己株式の取得 △19 △0

連結範囲の変動 － 78

持分法の適用範囲の変動 － △1,194

その他 △1 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △397 △33,808

当期変動額合計 △27,004 △51,976

当期末残高 85,786 34,195
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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（△） △23,058 △14,185

減価償却費 16,678 12,605

のれん償却額 1,264 941

退職給付引当金の増減額（△は減少） △237 278

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,357 800

賞与引当金の増減額（△は減少） 95 △842

固定資産除売却損益（△は益） 766 △1,362

固定資産売却損益（△は益） △906 －

事業構造改善費用 1,328 9,572

減損損失 23,864 7,051

受取利息及び受取配当金 △965 △818

支払利息 4,872 3,968

売上債権の増減額（△は増加） 4,947 △2,238

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,132 4,881

仕入債務の増減額（△は減少） 513 △4,468

その他の流動資産の増減額（△は増加） 273 △2,092

その他の固定資産の増減額（△は増加） △526 △395

その他の流動負債の増減額（△は減少） 427 △203

その他の固定負債の増減額（△は減少） △1,211 △432

その他 41 △855

小計 27,392 12,204

利息及び配当金の受取額 990 768

利息の支払額 △4,876 △4,037

法人税等の支払額 △6,378 △4,367

法人税等の還付額 － 1,751

営業活動によるキャッシュ・フロー 17,128 6,320

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 △3,148 △3,491

定期預金の払戻による収入 2,577 3,669

投資有価証券の取得による支出 △2,575 △217

投資有価証券の売却による収入 2,742 1,358

関係会社株式の取得による支出 － △827

関係会社株式の売却による収入 － 1,442

有形固定資産の取得による支出 △32,485 △18,160

有形固定資産の売却による収入 7,834 4,015

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△2,570 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出

－ △1,529

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

268 －

短期貸付金の増減額（△は増加） △566 △89

長期貸付けによる支出 △1,389 △549

長期貸付金の回収による収入 194 330

その他 △1,018 △883

投資活動によるキャッシュ・フロー △30,136 △14,933
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（単位：百万円）

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) 

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） 7,873 7,483

長期借入れによる収入 21,969 10,247

長期借入金の返済による支出 △21,147 △18,190

社債の発行による収入 303 744

社債の償還による支出 △747 △636

配当金の支払額 △510 －

少数株主への配当金の支払額 △810 △576

その他 △639 △706

財務活動によるキャッシュ・フロー 6,290 △1,633

現金及び現金同等物に係る換算差額 △293 △3,378

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △7,010 △13,625

現金及び現金同等物の期首残高 48,246 41,466

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △243 △3

子会社における株式移転による現金及び現金同等物
の増減額（△は減少）

474 －

現金及び現金同等物の期末残高 41,466 27,838
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 当社グループは当連結会計年度において、３期連続の当期純損失となりました。 

 また、当第３四半期末において、コミットメントライン契約の財務制限条項のうち純資産基準に抵触する懸念が生じ

た旨を表記致しました。これにつきましては、当社グループが現在行っている事業再構築による連結子会社数の減少

が、純資産を減少させる主な要因であるため、銀行団との協議を行い、結果、平成21年３月31日付で同条項を削除する

修正契約を締結し当該懸念を払拭致しました。しかしながら、売上高減少に伴う採算悪化が進行するなか、急激な円高

による大幅な為替差損の計上等により経常損失となり、コミットメントライン契約の財務制限条項のうち、経常損益基

準に抵触する懸念が生じております。 

 なお、コミットメントライン契約の詳細については、38ページ「連結貸借対照表関係の注記※５」に記載しておりま

す。 

 これらの状況により、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。 

  

 当社グループは、安定的な経営基盤の早期形成と財務基盤の早期回復を目指し、国内外グループ企業の組織・技術・

人的資源の再編を図り、業務の効率化、合理化及び管理体制の一層の強化を行っており、事業ポートフォリオの再構築

とコア品目への経営資源の集中化を行ってまいりました。その結果、前連結会計年度末において175社あった連結子会

社数は、当連結会計年度末においては124社となりました。 

 しかし、当社グループの主力マーケット動向等環境の激変にあわせ、銀行団からの指導もあり、もう一段の事業構造

の変革が必要と判断し、平成21年３月26日付で「中期経営計画（案）」を策定しました。当社素案では、事業の選択と

集中により一定規模の連結売上高及び連結総資産・純資産の減少の可能性があります。現在、これら計画の実行可能性

や蓋然性について、大手コンサルティング会社と契約を結び、そのレビューを受けておりますが、当該レビューが完了

次第、「新中期経営計画」として発表する予定です。 

  

 なお、その骨子は以下のとおりであります。 

  

１． 事業ドメインの再定義による経営資源の集中 

(1) 事業ドメイン再定義         デザイン・設計、モデル、金型事業への集中 

(2) 事業ドメイン外の撤退事業      下流工程及び付随工程からの撤退 

  

２． グローバルネットワークの見直しによる経営資源の集中 

(1) 不採算地域からの撤退        欧州、北米、韓国 

(2) 統制困難地域からの撤退       中国、韓国等 

(3) 低コスト地域への製造機能の集中   製造拠点をアジアの低コスト地域に集中 

  

３． 管理体制の強化 

(1) 連峰経営から連結経営への方針転換  当社グループ全体及び各社がともに好採算となる 適経営を 

                     目指した戦略的経営 

(2) グループ会社数の削減        初年度で統制上の会社グループ数40グループ以下を目指す 

(3) 経営権の完全把握          基本的にグループ会社のＣＥＯ及びＣＦＯは、親会社の役職員が 

                     出向 

  

４． 財務基盤の強化 

(1) 事業利益向上            事業利益にこだわり、半期毎に再編の可能性を見直す 

(2) 内部留保充実            収益性向上と同時に、設備投資を営業キャッシュフローの範囲内 

                     に限定し内部留保を厚くする 

(3) 資金繰り注力            関係会社株式売却と事業整理による財務資金捻出 

  

 現在、上述の大手コンサルティング会社の検証・レビューを通じて、中期経営計画の具体化に向けた作業を行ってお

りますが、その実行可能性や蓋然性について、銀行団のご理解を頂いた上で、今後も引き続きご支援を継続して頂ける

ものと考えております。 

 また、今回、再度コミットメントラインの財務制限条項への抵触懸念が生じましたが、財務制限条項の再修正契約締

結或いは当該融資残高を継続する方向で銀行団にご検討頂いております。  

  

 以上の対応策をより具体化し当該計画を着実に実施していくことで、継続企業の前提に関する重要な疑義を抱かせる

事象又は状況の解消に努めてまいります。 

継続企業の前提に関する注記
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 なお、連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を連結

財務諸表には反映しておりません。  
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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 

(1）連結子会社の数  175社 (1）連結子会社の数  124社 

  (2）主要な連結子会社の名称 

 主要な連結子会社名は、「関係会社の状

況」に記載しているため、省略しておりま

す。 

 なお、業務・資本提携及び新規設立等に

より当連結会計年度より新たに連結子会社

に含めた会社は以下の11社であります。 

樫山金型工業㈱ 

３Ｄ ＡＵＴＯ ＰＲＯＴＥＣＨ㈱ 

その他連結子会社９社 

 前連結会計年度において連結子会社であ

りました㈱三洋化成製作所の子会社２社は

同社と、アルファホールディングス㈱

（旧：㈱グラフィックプロダクツ）の子会

社１社は同社と及び東周産業は韓国アーク

とそれぞれ合併したため、連結の範囲から

除いております。また、英国アークの連結

子会社２社、㈱シバックスの連結子会社１

社及び㈱サトーセンの連結子会社１社は清

算決議を行い、連結財務諸表に重要な影響

を及ぼしていないため、連結の範囲から除

いております。また、オランダアークの連

結子会社２社、アルファホールディングス

㈱（旧：㈱グラフィックプロダクツ）の連

結子会社１社及び韓国アークの連結子会社

１社は当社グループが保有する持分の全て

を企業集団の外部へ譲渡したため、連結の

範囲から除いております。アルファホール

ディングス㈱（旧：㈱グラフィックプロダ

クツ）の連結子会社１社は実質的支配力が

及ばないと認められることとなったため、

連結の範囲から除いております。㈱三洋化

成製作所及び同社の連結子会社２社につい

ては、持分比率の減少により、それぞれ関

連会社となったため、連結の範囲から除

き、持分法を適用することといたしまし

た。 

(2）主要な連結子会社の名称 

 主要な連結子会社名は、「関係会社の状

況」に記載しているため、省略しておりま

す。 

 なお、当連結会計年度の連結範囲の変更

は、増加３社、減少54社で、その内訳は次

のとおりであります。 

(業務・資本提携又は新規設立等により連結

子会社とした会社)…３社  

アークＲ＆Ｄグループの子会社 

アークツーリングサーモフランスの子会社

オーストラリアアークの子会社 

  

(合併等により連結除外した会社)…６社 

アルファホールディングス㈱の子会社が同

社子会社と合併 

アークカナダの子会社が同社と合併  

アークセチンマネジメントの子会社が同社

子会社と合併 

オランダアークの子会社２社が同社子会社

とそれぞれ合併 

アークツーリングサーモフランスの子会社

が同社子会社と合併 

  

(清算等により連結除外した会社)…９社 

㈱設計果 

アルファホールディングス㈱の子会社２社

アークカナダの子会社 

アークＲ＆Ｄグループの子会社５社 
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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） 

  (譲渡等により連結除外した会社)…39社 

㈱シバックス、同社子会社シバックス＆ア

ーク及びその他子会社２社 

ムネカタ㈱、同社子会社ムネカタアメリカ

及びその他子会社２社 

日本ミクロン㈱ 

㈱ソーデナガノ 

アルファホールディングス㈱の子会社 

㈱勝光社 

樫山金型工業㈱ 

米国アークの子会社 

アークセチンマネジメント及び同社子会社

３社 

フランスアーク及び同社子会社 

アークツーリングサーモフランスの子会社

モーベース及び同社子会社２社 

大連日東塑料加工有限公司 

デイーテック及び同社子会社 

アキュリス 

ニューシステムホールディング及び同社子

会社５社 

相互股份有限公司及び同社子会社 

韓国アークの子会社２社 

その他子会社 

   ㈱ソルプラスの子会社であるソルプラス

＆アークイースタン（モルドバ）、㈱ソー

デナガノの子会社９社、サーモの子会社１

社、㈱勝光社の子会社２社、㈱シバックス

の子会社１社、ＰＣＬグループの子会社１

社、３Ｄ ＡＵＴＯ ＰＲＯＴＥＣＨ㈱の子

会社１社及びその他１社については、小規

模であり、総資産、売上高、当期純損益

（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分

に見合う額）等は、いずれも連結財務諸表

に重要な影響を及ぼしていないため、当連

結会計年度において連結対象に含めており

ません。 

 ㈱ソルプラスの子会社であるソルプラス

＆アークイースタン（モルドバ）、３Ｄ Ａ

ＵＴＯ ＰＲＯＴＥＣＨ㈱の子会社１社及び

その他１社については、小規模であり、総

資産、売上高、当期純損益（持分に見合う

額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等

は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を

及ぼしていないため、当連結会計年度にお

いて連結対象に含めておりません。 
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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．持分法の適用に関

する事項 

(1）持分法適用会社の数 

非連結子会社     ７社 

関連会社        17社 

主要な非連結子会社及び関連会社は以下

のとおりであります。 

会社名： 

㈱スリーディーテック 

サンケイタイランド 

宇田 

大連宇田電子有限公司 

㈱三洋化成製作所 

その他持分法適用会社19社 

(1）持分法適用会社の数 

非連結子会社     １社 

関連会社        22社 

主要な持分法適用会社名は、「関係会社

の状況」に記載しているため、省略して

おります。 

  

   なお、ＰＣＬグループの関連会社１社及

び３Ｄ ＡＵＴＯ ＰＲＯＴＥＣＨ㈱の子会

社１社は当連結会計年度において新たに株

式を取得したことから、また宇田の関連会

社１社は当連結会計年度において新たに設

立したため、それぞれ持分法適用会社にし

ております。前連結会計年度において連結

子会社でありました㈱三洋化成製作所及び

同社子会社２社は持分比率の減少により、

連結子会社から持分法適用関連会社に変更

しております。 

 相互股份有限公司の関連会社１社は当連

結会計年度において持分比率が減少したた

め、持分法の適用範囲から除外しておりま

す。 

 なお、当連結会計年度の持分法適用範囲

の変更は、増加13社、減少14社で、その内

訳は次のとおりであります。 

(持分比率の減少により連結子会社から持分

法適用会社に含めた会社)…12社 

㈱シバックス、同社子会社シバックス＆ア

ーク及びその他子会社２社 

ムネカタ㈱、同社子会社ムネカタアメリカ

及びその他子会社２社 

日本ミクロン㈱ 

㈱勝光社  

相互股份有限公司及び同社子会社 

  

(その他増加)…１社 

宇田の関連会社 

  

(合併により持分法除外した会社)…１社  

㈱三洋化成製作所の子会社が同社と合併 

  

(譲渡等により持分法除外した会社)…13社 

ムネカタ㈱、同社子会社ムネカタアメリカ

及びその他子会社２社 

㈱勝光社及び同社子会社２社 

㈱ソーデナガノの子会社３社及び関連会社

プラコーの関連会社 

デイーテックの関連会社  
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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）持分法を適用していない非連結子会社で

あるソルプラス＆アークイースタン（モル

ドバ）、㈱ソーデナガノの子会社６社、サ

ーモの子会社１社、㈱シバックスの子会社

１社、ＰＣＬグループの子会社１社及び関

連会社であるデイーインティア（韓国）、

サンエンジニアリング（韓国）、㈱ソーデ

ナガノの関連会社８社は、それぞれ当期純

損益（持分に見合う額）及び利益剰余金

（持分に見合う額）等からみて、持分法の

対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影

響が軽微であり、かつ、全体としても重要

性がないため持分法の適用範囲から除外し

ております。 

(2）持分法を適用していない非連結子会社で

あるソルプラス＆アークイースタン（モル

ドバ）及びその他１社については、それぞ

れ当期純損益（持分に見合う額）及び利益

剰余金（持分に見合う額）等からみて、持

分法の対象から除いても連結財務諸表に及

ぼす影響が軽微であり、かつ、全体として

も重要性がないため持分法の適用範囲から

除外しております。 

  (3）持分法適用会社のうち、決算日が連結決

算日と異なる会社については、㈱ソーデナ

ガノの子会社２社は１月31日現在、同社の

関連会社１社及びその他関連会社１社は２

月28日現在、アヴァプラスの関連会社３社

は３月31日現在で実施した仮決算に基づく

財務諸表を、その他の持分法適用会社につ

いては各社の事業年度に係る財務諸表をそ

れぞれ使用しております。 

(3）持分法適用会社のうち、決算日が連結決

算日と異なる会社については、３Ｄ ＡＵＴ

Ｏ ＰＲＯＴＥＣＨ㈱の子会社１社は12月31

日現在、アヴァプラスの関連会社３社は３

月31日現在で実施した仮決算に基づく財務

諸表を、その他の持分法適用会社について

は各社の事業年度に係る財務諸表をそれぞ

れ使用しております。 

３．連結子会社の事業

年度等に関する事項 

国内連結子会社のうち、㈱安田製作所、㈱

ソルプラス、㈱タクミック・エスピー、アル

ファホールディングス㈱（旧：㈱グラフィッ

クプロダクツ）及び同社の子会社12社、㈱シ

バックスの子会社２社、㈱日本テクシードの

子会社２社、ニューシステムホールディング

の子会社１社、南部化成㈱の子会社２社の決

算日は12月31日であり、昭和精機工業㈱及び

徳島昭和精機㈱の決算日は３月20日でありま

す。 

また、海外連結子会社のうち、ムネカタア

メリカ及びその子会社１社、ＰＣＬグループ

及びその子会社７社、アヴァプラス及びその

子会社３社、サーモの子会社１社、㈱日本テ

クシードの子会社１社の決算日は３月31日で

あり、これら以外の海外連結子会社の決算日

は12月31日であります。 

連結財務諸表の作成に当たっては、決算日

が12月31日及び３月20日である連結子会社に

ついては、同日現在の財務諸表を使用し、連

結決算日との間に生じた重要な取引について

は、連結上必要な調整を行っております。ま

た、決算日が３月31日であるサーモの子会社

１社はサーモの決算日である12月31日現在

で、本決算に準じた仮決算を実施し、親会社

の財務諸表に連結されております。 

国内連結子会社のうち、㈱安田製作所、㈱

ソルプラス、㈱タクミック・エスピー、アル

ファホールディングス㈱及び同社子会社３

社、㈱日本テクシードの子会社２社、南部化

成㈱の子会社２社の決算日は12月31日であ

り、昭和精機工業㈱及び徳島昭和精機㈱の決

算日は３月20日であります。 

また、海外連結子会社のうち、アークＲ＆

Ｄグループ及び同社子会社３社、アヴァプラ

ス及び同社子会社３社、アークツーリングサ

ーモフランスの子会社１社、㈱日本テクシー

ドの子会社１社の決算日は３月31日であり、

これら以外の海外連結子会社の決算日は12月

31日であります。 

連結財務諸表の作成に当たっては、決算日

が12月31日及び３月20日である連結子会社に

ついては、同日現在の財務諸表を使用し、連

結決算日との間に生じた重要な取引について

は、連結上必要な調整を行っております。ま

た、決算日が３月31日であるアークツーリン

グサーモフランスの子会社１社はアークツー

リングサーモフランスの決算日である12月31

日現在で、本決算に準じた仮決算を実施し、

親会社の財務諸表に連結されております。 
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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 
    

(イ)重要な資産の評価

基準及び評価方法 

(1）有価証券 

満期保有目的の債券 

原価法 

(1）有価証券 

満期保有目的の債券 

同左 

  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、売却原価は主として移動平均法によ

り算定） 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

  時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

  (2）デリバティブ 

時価法 

(2）デリバティブ 

同左 

  (3）たな卸資産 

製品・仕掛品 

 主として個別法による原価法 

(3）たな卸資産 

製品・仕掛品 

 主として個別法による原価法 

（貸借対照表価額については、収益性の低

下に基づく簿価切下げ法） 

  原材料 

 主として移動平均法による原価法 

原材料 

 主として移動平均法による原価法 

（貸借対照表価額については、収益性の低

下に基づく簿価切下げ法） 

  貯蔵品 

 主として 終仕入原価法 

貯蔵品 

 主として 終仕入原価法 

（貸借対照表価額については、収益性の低

下に基づく簿価切下げ法） 

     （会計方針の変更） 

 通常の販売目的で所有するたな卸資産に

ついては、従来、主として原価法によって

おりましたが、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 平定18年７月５日）が適用さ

れたことに伴い、原価法（貸借対照表価額

については、収益性の低下に基づく簿価切

下げ法）により算定しております。 

 これにより、当連結会計年度の営業利益

は53百万円減少、経常損失は同額増加し、

税金等調整前当期純損失は346百万円増加し

ております。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、

当該箇所に記載しております。 
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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） 

(ロ)重要な減価償却資

産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

 当社及び国内子会社は主として定率法（た

だし、平成10年４月１日以降に取得した建物

（建物附属設備を除く）については定額法）

を採用しております。在外子会社は所在地国

の会計基準による償却方法（主として定額

法）を採用しております。 

(1）有形固定資産（リース資産を除く） 

 当社及び国内子会社は主として定率法（た

だし、平成10年４月１日以降に取得した建物

（建物附属設備を除く）については定額法）

を採用しております。在外子会社は所在地国

の会計基準による償却方法（主として定額

法）を採用しております。 

   なお、主な耐用年数は以下のとおりであり

ます。 

建物及び構築物   ３～60年 

機械装置及び運搬具 ２～20年 

（会計方針の変更） 

 当社及び国内連結子会社は、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。 

 これにより営業利益及び経常利益がそれぞ

れ222百万円減少し、税金等調整前当期純損

失が同額増加しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当

該箇所に記載しております。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおりであり

ます。 

建物及び構築物   ３～50年 

機械装置及び運搬具 ２～20年 

  

＿＿＿＿＿＿ 

  

  （追加情報） 

 当社及び国内連結子会社は、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。 

 これにより営業利益及び経常利益がそれぞ

れ221百万円減少し、税金等調整前当期純損

失が同額増加しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当

該箇所に記載しております。 

  

  

  (2）無形固定資産 

 自社利用のソフトウェアについては、社内

における利用可能期間（３～５年）に基づく

定額法を採用しております。 

(2）無形固定資産（リース資産を除く） 

 自社利用のソフトウェアについては、社内

における利用可能期間（３～５年）に基づく

定額法を採用しております。  

    (3）リース資産 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引に

係るリース資産 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零

とする定額法を採用しております。 

 なお、リース取引開始日がリース会計基準

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。  
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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） 

(ハ)繰延資産の処理方

法 

株式交付費 

全額支出時の費用としております。 

株式交付費 

同左 

(ニ)重要な引当金の計

上基準 

(1）貸倒引当金 

 当社及び国内子会社は債権の貸倒れによる

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。在外子会社は

所在地国の会計基準（回収不能見込額を見積

計上）により計上しております。 

(1）貸倒引当金 

同左 

  (2）賞与引当金 

 当社及び国内子会社は、従業員の賞与の支

払に備えるため、当連結会計年度に負担すべ

き支給見込額を計上しております。在外子会

社は、所在地国の会計基準（主として当連結

会計年度に負担すべき支給見込額を計上）に

よっております。 

(2）賞与引当金 

同左 

  (3）退職給付引当金 

 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

務及び年金資産の見込額に基づき計上してお

ります。 

 数理計算上の差異は、各連結会計年度の発

生時における従業員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数(５～15年)による定額法により

按分した額をそれぞれ発生した翌連結会計年

度から費用処理することとしております。 

 また、過去勤務債務は、発生時における従

業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数

（５～15年）による定額法により、発生した

連結会計年度から費用処理することとしてお

ります。 

(3）退職給付引当金 

 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

務及び年金資産の見込額に基づき計上してお

ります。  

  数理計算上の差異は、各連結会計年度の

発生時における従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数(５～23年)による定額法によ

り按分した額をそれぞれ発生した翌連結会計

年度から費用処理することとしております。 

 また、過去勤務債務は、発生時における従

業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数

（５～21年）による定額法により、発生した

連結会計年度から費用処理することとしてお

ります。 

  (4）役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支払に備えるため、子

会社の一部において、内規に基づく連結会計

年度末要支給額を計上しております。 

(4）役員退職慰労引当金 

同左 

  (5） 

＿＿＿＿＿＿ 

(5）事業構造改善引当金 

 事業再編に伴い、今後発生が見込まれる費

用等について、合理的に見積もられる金額を

計上しております。 

(ホ)重要なリース取引

の処理方法 

 当社及び国内子会社は、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

よっております。在外子会社のファイナン

ス・リース取引については、所在地国の会計

基準（主として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。 

  

＿＿＿＿＿＿ 
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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） 

(へ)重要なヘッジ会計

の方法 

(1）ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理を採用しております。ま

た、為替変動リスクのヘッジについて振当

処理の要件を満たしている場合には振当処

理を、金利スワップについて特例処理の条

件を満たしている場合には特例処理を採用

しております。 

(1）ヘッジ会計の方法 

同左 

  (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

  ヘッジ手段   ヘッジ対象 

金利スワップ   借入金 

為替予約   製品輸出等による

外貨建売上債権、

原材料輸入等によ

る外貨建買入債務

及び外貨建予定取

引 

同左 

  (3）ヘッジ方針 

 金利リスク及び為替リスクの低減並びに

金融収支改善のため、対象債権債務及び予

定取引の範囲内でヘッジを行っておりま

す。 

(3）ヘッジ方針 

同左 

  (4）ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ対象の相場変動またはキャッシ

ュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相場

変動またはキャッシュ・フロー変動の累計

を比較し、その変動額の比率によって有効

性を評価しております。 

 ただし、特例処理によっている金利スワ

ップについては、有効性の評価を省略して

おります。 

(4）ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

(ト)その他連結財務諸

表作成のための重

要な事項 

消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理は、税抜方式によっ

ております。 

消費税等の会計処理 

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 

 のれんは、その効果の発現する期間を見

積もり、20年以内で均等償却を行っており

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 
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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、「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））が平成20年４月１日以後

開始する連結会計年度に係る連結財務諸表から適用される

ことになったことに伴い、当連結会計年度からこれらの会

計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっ

ております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取

引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース

期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用し

ております。 

 なお、リース取引開始日がリース会計基準適用初年度開

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。 

 この変更が総資産及び損益に与える影響は軽微でありま

す。 

（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。 

 これにより、当連結会計年度の営業利益は40百万円減

少、経常損失は40百万円増加し、税金等調整前当期純損失

は40百万円増加しております。 

 また、当該修正により当連結会計年度期首の利益剰余金

が386百万円増加しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載

しております。  
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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） 

────── 

（連結貸借対照表） 

 「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

7,333百万円、20,541百万円、6,621百万円であります。 

（連結損益計算書） 

１．「投資有価証券評価損」は、前連結会計年度は特別

損失の「その他」に含めて表示しておりましたが、当連

結会計年度において金額的重要性が増したため区分掲記

しました。 

 なお、前連結会計年度の「投資有価証券評価損」の金

額は15百万円であります。 

（連結損益計算書） 

 「スクラップ売却益」は、前連結会計年度は営業外収

益の「その他」に含めて表示しておりましたが、当連結

会計年度において金額的重要性が増したため区分掲記し

ております。 

 なお、前連結会計年度の「スクラップ売却益」の金額

は371百万円であります。  

２．「シンジケートローン手数料」は、前連結会計年度

は営業外費用の「その他」に含めて表示しておりました

が、当連結会計年度において金額的重要性が増したため

区分掲記しました。 

 なお、前連結会計年度の「シンジケートローン手数

料」の金額は18百万円であります。 

  

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

１．営業活動によるキャッシュ・フローの「事業構造改

善費用」は、前連結会計年度は「その他」に含めて表示

しておりましたが、当連結会計年度において金額的重要

性が増したため区分掲記しました。 

 なお、前連結会計年度の「事業構造改善費用」の金額

は251百万円であります。 

（連結キャッシュ・フロー計算書） 
  
１.投資活動によるキャッシュ・フローの「関係会社株式

の売却による収入」は、前連結会計年度は「投資有価証

券の売却による収入」に含めて表示しておりましたが、

当連結会計年度において金額的重要性が増したため区分

掲記しました。 

 なお、前連結会計年度の「関係会社株式の売却による

収入」の金額は242百万円であります。  

２．財務活動によるキャッシュ・フローの「少数株主へ

の配当金の支払額」は、前連結会計年度は「その他」に

含めて表示しておりましたが、当連結会計年度において

金額的重要性が増したため区分掲記しました。 

 なお、前連結会計年度の「少数株主への配当金の支払

額」の金額は366百万円であります。 

２.投資活動によるキャッシュ・フローの「関係会社株式

の取得による支出」は、前連結会計年度は「投資有価証

券の取得による支出」に含めて表示しておりましたが、

当連結会計年度においてキャッシュ・フローの状況をよ

り明瞭にするため、区分掲記しました。 

 なお、前連結会計年度の「関係会社株式の取得による

支出」の金額は1,721百万円であります。  
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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 非連結子会社及び関連会社に対する事項 ※１ 非連結子会社及び関連会社に対する事項 

投資有価証券（株式） 6,976百万円 投資有価証券（株式）     4,377百万円 

※２ 担保に供している資産ならびに担保付債務 ※２ 担保に供している資産並びに担保付債務 

担保資産  

現金及び預金 2,431百万円

受取手形及び売掛金  1,018

建物及び構築物  16,155

機械装置及び運搬具  3,379

工具器具及び備品  16

土地  19,362

「無形固定資産」その他  175

「投資その他の資産」その他  409

合計  42,948

担保資産  

現金及び預金      254百万円

建物及び構築物  9,810

機械装置及び運搬具  966

工具、器具及び備品  1

土地  11,880

「投資その他の資産」その他  363

合計  23,277

担保付債務  

短期借入金 23,604百万円

１年以返済予定の長期借入金  9,776

「流動負債」その他  297

社債  1,069

長期借入金  26,368

合計  61,116

担保付債務  

買掛金   百万円165

短期借入金     7,621百万円

１年内返済予定の長期借入金  1,501

「流動負債」その他  70

社債  200

長期借入金  5,982

合計  15,540

 上記債務のほか、連結子会社の輸入関係銀行保証79

百万円、その他関連会社１社の借入金170百万円及び

その他保証557百万円について、上記資産を担保に提

供しております。 

 上記債務のほか、連結子会社の輸入関係銀行保証22

百万円、その他保証411百万円について、上記資産を

担保に提供しております。 

 ３ 偶発債務 

(1）保証債務 

 連結会社以外の会社の金融機関等からの借入等に対

し、保証を行っております。 

 ３ 偶発債務 

(1）保証債務 

 連結会社以外の会社の金融機関等からの借入等に対

し、保証を行っております。 

（関係会社）   

宇田 751百万円

その他６社  786

（取引先）   

２社  575

合計  2,113

（関係会社）   

宇田    491百万円

その他２社  277

（取引先）   

２社  620

合計  1,389

(2）手形割引高及び裏書譲渡高 (2）手形割引高及び裏書譲渡高  

受取手形割引高 1,138百万円

受取手形裏書譲渡高 381百万円

受取手形割引高      464百万円

受取手形裏書譲渡高    31百万円
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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） 

※４ 土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布

法律第34号及び平成11年３月31日公布法律第24号）に

基づき、事業用の土地の再評価を行い、土地再評価差

額金を純資産の部に計上しております。 

※４ 土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布

法律第34号及び平成11年３月31日公布法律第24号）に

基づき、事業用の土地の再評価を行い、土地再評価差

額金を純資産の部に計上しております。 

・再評価の方法：土地の再評価に関する法律施行令

（平成10年３月31日公布政令第119号）第２条第３

号に定める固定資産税評価額に合理的な調整を行っ

て算定する方法により算出 

・再評価を行った年月日 ：平成14年３月31日 

・再評価を行った土地の期末

における時価と再評価後の

帳簿価額との差額 

 

 

：    △309百万円 

・再評価の方法：土地の再評価に関する法律施行令

（平成10年３月31日公布政令第119号）第２条第３

号に定める固定資産税評価額に合理的な調整を行っ

て算定する方法により算出 

・再評価を行った年月日 ：平成14年３月31日 

・再評価を行った土地の期末

における時価と再評価後の

帳簿価額との差額 

 

 

：    △561百万円 

※５ コミットメントライン契約 

 当社は、資金調達の選択肢の拡大及び迅速かつ安定

的な調達手段の確立のため、㈱三菱東京ＵＦＪ銀行、

㈱みずほ銀行及び㈱三井住友銀行の３行を共同アレン

ジャーとするコミットメントライン契約を締結してお

ります。この契約に基づく当連結会計年度末における

借入金未実行残高は次のとおりであります。 

 本契約には以下の財務制限条項が付されておりま

す。 

 ①各決算期末（中間決算期末含む）の連結、個別の

貸借対照表の純資産の部の金額が、2007年３月期に係

る貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準の

変更による影響を考慮して、2006年３月期末、直前決

算期末のそれぞれの実質的に該当する金額の75%を下

回らないこと。 

 ②各決算期末（中間決算期末含む）の連結、個別の

損益計算書の経常損益が経常損失とならないこと。 

 ③各決算期末（中間決算期末含む）の連結、個別の

貸借対照表におけるネット有利子負債の金額を、当該

決算期のそれぞれの損益計算書における営業損益、減

価償却費、受取配当金及び子会社からの収益の合計金

額（中間決算期の場合、当該金額の２倍の金額）で除

した数値が、負の数値とならず、また、連結の場合10

を上回らず、個別の場合15を上回らないこと。 

 なお、平成20年３月期末におきまして、個別の貸借

対照表が上記財務制限条項の①に抵触しております

が、上記３行を共同アレンジャーとする銀行団と新コ

ミットメントライン契約の締結に向けて調整中であり

ます。 

コミットメントラインの総額 30,000百万円 

借入実行残高 15,900  

差引額 14,100  

※５ コミットメントライン契約 

 当社は、資金調達の選択肢の拡大及び迅速かつ安定

的な調達手段の確立のため、平成20年６月30日より総

額240億円のコミットメントライン契約を㈱三菱東京

ＵＦＪ銀行、㈱みずほ銀行及び㈱三井住友銀行の３行

を共同アレンジャーとして締結しておりましたが、当

事業年度末に財務制限条項の一部に抵触する懸念が生

じたため、コミットメントラインの金額を減額させる

とともに、連結の純資産に関する財務制限条項を削除

する修正契約を平成21年３月31日に締結しておりま

す。この契約に基づく当連結会計年度末における借入

金未実行残高は次のとおりであります。 

 修正後のコミットメントライン契約には以下の財務

制限条項が付されております。 

 ①各決算期末（中間決算期末含む）の個別の貸借対

照表の純資産の部の金額が、当該本・中間決算期の直

前の本・中間決算期の末日または2008年３月に終了す

る決算期の末日における連結・個別の該当する金額の

75％を下回らないこと。 

 ②各決算期末（中間決算期末含む）の連結、個別の

損益計算書の経常損益が経常損失とならないこと。 

 ③各決算期末（中間決算期末含む）の個別の貸借対

照表における有利子負債の金額を600億円以下に維持

すること。 

 ④各決算期末（中間決算期末含む）の連結の貸借対

照表における有利子負債の金額を、2008年３月に終了

する決算期の末日における連結の貸借対照表における

有利子負債の金額以下に維持すること。 

  

コミットメントラインの総額 22,200百万円 

借入実行残高 22,200  

差引額 0  
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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） 

  （国内子会社） 

 2008年９月30日に、一部の国内子会社において資

産制限条項及び財務制限条項付のコミットメントラ

イン契約を締結しております。この契約に基づく当

連結会計年度末における借入金未実行残高は次の通

りであります。  

コミットメントラインの総額    1,800百万円 

借入実行残高   1,350  

差引額  450  
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（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用及び金額は

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用及び金額は

次のとおりであります。 

給料     12,421百万円

減価償却費  1,884

賃借料  1,667

運搬費  4,026

役員退職慰労引当金繰入額  74

販売業務委託料  85

管理業務委託料  1,398

のれん償却額  1,264

賞与引当金繰入額  322

退職給付費用  732

研究開発費  1,370

給料     10,650百万円

減価償却費  1,404

賃借料  1,596

運搬費  3,657

役員退職慰労引当金繰入額  39

管理業務委託料  661

のれん償却額  941

賞与引当金繰入額  381

退職給付費用  677

研究開発費  1,079

    

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 ※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

  1,443百万円       1,235百万円

※３ 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。 ※３ 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。 

建物及び構築物 68百万円

機械装置及び運搬具 376百万円

工具器具及び備品 6百万円

土地 375百万円

その他 80百万円

合計 906百万円

建物及び構築物   406百万円

機械装置及び運搬具    762百万円

工具器具及び備品  241百万円

土地    542百万円

その他   80百万円

合計    2,033百万円

※４ 固定資産除売却損の内容は次のとおりであります。 ※４ 固定資産除売却損の内容は次のとおりであります。

建物及び構築物 391百万円

機械装置及び運搬具 249百万円

工具器具及び備品 104百万円

土地 1百万円

その他 19百万円

合計 766百万円

建物及び構築物    295百万円

機械装置及び運搬具    238百万円

工具器具及び備品    31百万円

土地  52百万円

その他   53百万円

合計    670百万円

※５ 事業構造改善費用の内訳は次のとおりであります。

  

場所 内容 （百万円）

関西１件 

九州２件 

欧州２件 

子会社の清算に伴う損失 360

関東２件 

アジア７件 

欧州４件 

事業再構築に伴う資産人員整理

損失 
967

合計   1,328

※５ 事業構造改善費用の内訳は次のとおりであります。

 

場所 内容 （百万円）

国内９件

アジア９件

欧州１件

北米１件 

事業再構築に伴う子会社株式の

譲渡及び譲渡約定等の損失 
7,173

 国内６件

アジア７件

欧州６件

北米２件 

事業再構築に伴う資産人員整理

等の損失 
2,399

合計   9,572
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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 減損損失 

 当連結会計年度において、当社グループは、以下の

資産グループについて減損損失を計上しております。

場所 用途 種類 
減損損失 

（百万円）

東北２件 

中部１件 

アジア４件 

北米１件 

遊休資産 

建物及び構築物 

機械装置及び運搬具

土地 
736

中部２件 

関東２件 

アジア15件 

北米４件 

欧州５件 

事業用資産 

建物及び構築物 

機械装置及び運搬具 

工具器具及び備品 

土地 

無形固定資産 

16,645

関東２件 

関西１件 

アジア２件 

北米１件 

欧州４件 

のれん のれん 6,482

合計     23,864

※６ 減損損失 

 当連結会計年度において、当社グループは、以下の

資産グループについて減損損失を計上しております。

場所 用途 種類 
減損損失 

（百万円）

国内３件 遊休資産 

建物及び構築物 

機械装置及び運搬具 

土地  
76

国内５件 

アジア２件

北米１件 

欧州１件 

事業用資産

建物及び構築物 

機械装置及び運搬具 

工具器具及び備品 

土地 

  

2,994

国内４件 

アジア１件

北米１件 

欧州１件 

のれん のれん 3,980

合計     7,051

 当社グループは、概ね独立したキャッシュ・フロー

を生み出し、継続的に収支の把握がなされる 小の管

理会計上の単位に基づき資産のグルーピングを行い、

また、遊休資産については、個々の資産ごとに減損損

失の認識の判定及び測定を行っております。 

 遊休資産については、継続的な使用が見込めなくな

った土地、建物、機械装置等の帳簿価額を回収可能価

額まで減額し、当該減少額を減損損失736百万円とし

て特別損失に計上しております。 

 事業用資産は、収益性の低下した連結子会社に係る

土地、建物、機械装置等の各種固定資産を回収可能価

額まで減額し、当該減少額16,645百万円を同様に計上

しております。 

 のれんについては、取得時に検討した事業計画にお

いて、当初想定した収益が見込めなくなったのれんを

回収可能価額まで減額して当該減少額6,482百万円を

同様に計上しております。 

 なお、遊休資産の回収可能価額は、正味売却価額に

よっており、主として相続税評価額及び固定資産税評

価額等を参考としております。事業用資産の回収可能

価額は、使用価値及び正味売却価額のうち価値の高い

ほうにより測定を行っております。使用価値の算定に

用いる割引率は1.3～9.4％を使用しております。不動

産については主として相続税評価額及び固定資産税評

価額等を参考としております。のれんの回収可能価額

は、当該のれんに係る資産グループの修正後事業計画

に基づき測定しております。 

 当社グループは、概ね独立したキャッシュ・フロー

を生み出し、継続的に収支の把握がなされる 小の管

理会計上の単位に基づき資産のグルーピングを行い、

また、遊休資産については、個々の資産ごとに減損損

失の認識の判定及び測定を行っております。 

 遊休資産については、継続的な使用が見込めなくな

った土地、建物等の帳簿価額を回収可能価額まで減額

し、当該減少額を減損損失76百万円として特別損失に

計上しております。 

 事業用資産は、収益性の低下した連結会社に係る土

地、建物、機械装置等の各種固定資産を回収可能価額

まで減額し、当該減少額2,994百万円を同様に計上し

ております。 

 のれんについては、取得時に検討した事業計画にお

いて、当初想定した収益が見込めなくなったのれんを

回収可能価額まで減額して当該減少額3,980百万円を

同様に計上しております。 

 なお、遊休資産の回収可能価額は、正味売却価額に

よっており、主として相続税評価額及び固定資産税評

価額等を参考としております。事業用資産の回収可能

価額は、使用価値及び正味売却価額のうち価値の高い

ほうにより測定を行っております。使用価値の算定に

用いる割引率は7.4～16.1％を使用しております。不

動産については主として相続税評価額及び固定資産税

評価額等を参考としております。のれんの回収可能価

額は、当該のれんに係る資産グループの修正後事業計

画に基づき測定しております。 
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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） 

※７  

          ──────  

※７ 前期損益修正損益は次のとおりであります。 

    前期損益修正益 

過年度減損損失修正額 

過年度経費戻入額 

その他 

94百万円

        55百万円

      93百万円

合計 244百万円

  

前期損益修正損  
 

たな卸資産 

その他  

232百万円

   171百万円

合計 404百万円

※８ 過年度法人税等の内容 

   過年度の税務処理について税務当局との見解の相違

に備え未払法人税等を計上しておりましたが、当期に

申告額が確定しましたので、未払法人税等の戻入額等

を過年度法人税等として計上しております。 

※８ 

──────  
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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数の増加19,309株は、単元未満株式の買取による増加139株、持分法適用会社が取得し 

た自己株式（当社株式）の当社帰属分19,170株であります。 

  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

  

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

  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（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式  68,101,592  －  －  68,101,592

合計  68,101,592  －  －  68,101,592

自己株式         

普通株式（注）  7,193  19,309  －  26,502

合計  7,193  19,309  －  26,502

区分 新株予約権の内訳 

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類 

新株予約権の目的となる株式の数（千株）  
当連結会計
年度末残高
（百万円）

前連結会計
年度末 

当連結会計
年度増加 

当連結会計
年度減少 

当連結会計
年度末 

連結子会社 新株予約権付社債による新株

予約権（アキュリス） 
－  －  －  －  －  35

ストック・オプションとして

の新株予約権（アヴァプラ

ス） 

－  －  －  －  －  18

合計 －  －  －  －  －  53

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり
配当額 

基準日 効力発生日

平成19年６月28日 

定時株主総会 
普通株式  510 7円50銭  平成19年３月31日 平成19年６月29日 
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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数の増加128株は、単元未満株式の買取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 

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

  該当事項はありません。  

  

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

  該当事項はありません。 

  

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式  68,101,592  －  －  68,101,592

合計  68,101,592  －  －  68,101,592

自己株式         

普通株式（注）  26,502  128  －  26,630

合計  26,502  128  －  26,630

区分 新株予約権の内訳 

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類 

新株予約権の目的となる株式の数（千株）  
当連結会計
年度末残高
（百万円）

前連結会計
年度末 

当連結会計
年度増加 

当連結会計
年度減少 

当連結会計
年度末 

連結子会社 ストック・オプションとして

の新株予約権（アヴァプラ

ス） 

－  －  －  －  －  24

合計 －  －  －  －  －  24

㈱アーク（7873）平成21年３月期　決算短信

－ 44 －



 当社グループは、企画、デザイン、設計から試作品、金型・成形品等の製造に至るまで、お客様の新製品開

発活動を一貫して支援することを主な事業内容としており、「デザイン・設計」、「モデル」、「金型・成形

品」、「その他」の個々の品目にとどまらず、これらの品目を総合的に提供することで独自の事業展開を図っ

ております。事業の種類の区分は、製・商品、役務等の種類、性質、製造方法、販売市場等の類似性に基づき

検討がなされますが、当社グループは、新製品開発支援を目的としてお客様に各品目を総合的に提供する観点

から各品目の有機的な関連性を考慮し、事業の種類別セグメントを単一セグメントとしております。そのた

め、事業の種類別セグメント情報は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） 

 （注）１．地域は地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

北米…………米国、メキシコ、カナダ、ブラジル 

欧州…………英国、フランス、ハンガリー、ドイツ、ルーマニア、イタリア、オランダ、ポーランド、 

チェコ 

アジア………タイ、韓国、マレーシア、台湾、オーストラリア、中国、シンガポール、インドネシア、

ベトナム、フィリピン、インド 

３．「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の（会計方針の変更）に記載のとおり、当社及び国内

連結子会社は、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。これにより国内の営業利益が

222百万円減少しております。 

 また、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の（追加情報）に記載のとおり、当社及び国

内連結子会社は、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。これにより国内の営業利益が221百万円減少しております。 

  

（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

  
国内 

（百万円） 
北米

（百万円） 
欧州

（百万円） 
アジア

（百万円） 
計

（百万円） 

消去又は 
全社 

（百万円） 

連結
（百万円） 

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  153,857 29,238 39,772 160,456  383,324  － 383,324

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 3,585 68 283 5,737  9,675 (9,675) －

計  157,442 29,306 40,056 166,193  392,999 (9,675) 383,324

営業費用  152,133 28,204 42,165 162,992  385,496 (8,963) 376,532

営業利益又は 

営業損失(△） 
 5,309 1,102 △2,109 3,201  7,503 (711) 6,792

Ⅱ 資産  215,874 21,284 41,304 140,896  419,360 (78,934) 340,426
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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．地域は地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

北米…………米国、メキシコ、カナダ、ブラジル 

欧州…………英国、フランス、ハンガリー、ドイツ、ルーマニア、イタリア、オランダ、ポーランド、 

チェコ 

アジア………タイ、韓国、マレーシア、台湾、オーストラリア、中国、シンガポール、インドネシア、

ベトナム、フィリピン、インド 

   ３．「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」の（棚卸資産の評価に関する会計基準）に記

載のとおり、通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として原価法によっておりまし

たが、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）が適用されたことに伴い、原価法（貸借対照表価額については、収益性の低下に基づく簿価切下げ

法）により算定しております。 

 これにより、従来の方法によった場合に比べて、当連結会計年度において、国内では営業利益が71百万

円減少、アジアでは４百万円減少し、北米では営業損失が23百万円減少しております。 

   ４．「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」の（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）に記載のとおり、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。 

 これにより、従来の方法によった場合に比べて、当連結会計年度において、北米では営業損失が40百万

円減少しております。 

  

  
国内 

（百万円） 
北米

（百万円） 
欧州

（百万円） 
アジア

（百万円） 
計

（百万円） 

消去又は 
全社 

（百万円） 

連結
（百万円） 

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  108,968 15,610 38,630 134,212  297,422  － 297,422

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 3,659 86 92 5,393  9,231 (9,231) －

計  112,627 15,696 38,723 139,606  306,653 (9,231) 297,422

営業費用  109,968 16,140 39,121 136,698  301,928 (8,893) 293,035

営業利益又は 

営業損失(△） 
 2,659 △444 △397 2,907  4,724 (337) 4,387

Ⅱ 資産  152,415 5,703 34,688 71,303  264,111 (62,497) 201,613
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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．地域は地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

北米…………米国、メキシコ、カナダ、ブラジル 

欧州…………英国、フランス、ハンガリー、ドイツ、ルーマニア、イタリア、オランダ、ポーランド、 

チェコ 

アジア………タイ、韓国、マレーシア、台湾、オーストラリア、中国、シンガポール、インドネシア、  

ベトナム、フィリピン、インド 

３．海外売上高は、提出会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の合計額（ただし、連結会

社間の内部売上高は除く。）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．地域は地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

北米…………米国、メキシコ、カナダ、ブラジル 

欧州…………英国、フランス、ハンガリー、ドイツ、ルーマニア、イタリア、オランダ、ポーランド、 

チェコ 

アジア………タイ、韓国、マレーシア、台湾、オーストラリア、中国、シンガポール、インドネシア、  

ベトナム、フィリピン、インド 

３．海外売上高は、提出会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の合計額（ただし、連結会

社間の内部売上高は除く。）であります。 

  

ｃ．海外売上高

  北米 欧州 アジア 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  35,379  44,341  163,537  243,257

Ⅱ 連結売上高（百万円）        383,324

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に

占める割合（％） 
 9.2  11.6  42.7  63.5

  北米 欧州 アジア 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  18,910  41,682  131,452  192,045

Ⅱ 連結売上高（百万円）        297,422

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に

占める割合（％） 
 6.4  14.0  44.2  64.6
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 （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。 

  

（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  724.02円 

１株当たり当期純損失 382.98円 

１株当たり純資産額       246.85円 

１株当たり当期純損失     250.41円 

 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、希薄化効果を

有している潜在株式が存在してい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、１株当たり当期純損失であり、また、希薄化効果を

有している潜在株式が存在していない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（△）（百万円）  △26,073  △17,051

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式に係る当期純損失（△） 

（百万円） 
 △26,073  △17,051

期中平均株式数（千株）  68,081  68,094
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（開示の省略） 

 連結キャッシュ・フロー計算書、リース取引、有価証券、デリバティブ取引、退職給付関係、ストック・オプショ

ン等、税効果会計、関連当事者に関する注記事項は、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。  

  

（重要な後発事象）

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） 

ムネカタ株式会社の一部株式譲渡について 

（1）譲渡の理由 

 当社は現在、国内外関係会社の組織、技術及び人的資源

の再編を図り、業務の効率化、合理化ならびに管理体制の

一層の強化を行っており、平成20年４月24日付にて事業ポ

ートフォリオの再構築とコア品目への経営資源集中化の一

環として、連結子会社であるムネカタ株式会社の株式の一

部を下記のとおり譲渡する契約を締結いたしました。 

 この株式譲渡によりムネカタ株式会社は連結子会社から

持分法適用会社に異動することとなりますが、当社との友

好的な業務・資本提携は今後も継続してまいります。 

事業分離の概要 

当社は、平成21年２月26日開催の取締役会において、

当社グループの成形品部門他に該当する南部化成㈱の全

株式について、株式会社ＮＭＣファンド14が実施する公

開買付けに応募し、平成21年４月16日に当該株式を株式

会社ＮＭＣファンド14へ譲渡致しました。 

これにより南部化成㈱は連結子会社ではなくなりま

す。 

  

１.分離先企業の概要等 

（1）分離先企業の名称 

（2）株式譲渡先 

 ムネカタテック株式会社 

  株式会社ＮＭＣファンド14  

（2）分離した事業の内容  

（3）譲渡の時期 

 平成20年６月30日 

  プラスチック成形品並びに自社電化機器製品の製

造・販売 

（4）当該子会社の概要 

（5）譲渡する株式数、譲渡価額及び譲渡後の持分比率 

  

名称 ムネカタ株式会社 

主な事業内容 金型・成形品の製造販売 

取引内容 

  

金型及び成形品を製造委託し、

工業デザインモデルを販売 

譲渡する株式数 株 82,500

譲渡価額 百万円 2,904

譲渡前の持分比率 ％ 40.85

譲渡前の持分比率 ％ 20.43

（3）事業分離を行った主な理由 

  当社は現在、国内グループの組織・技術・人的資

源の再編を図り、事業の効率化、合理化並びに管理

体制の一層の強化を行っており、事業ポートフォリ

オの再構築とコア品目への経営資源の集中化を行っ

ております。このようななか、株式会社ＮＭＣファ

ンド14より、同社全株式の譲渡申し入れがありまし

たので、公開買付けに応募することを決議致しまし

た。 

（4）事業分離日 

  平成21年４月16日 

（5）法的形式を含む事業分離の概要 

  受取対価は現金のみの決済であります。 

  ２.実施した会計処理の概要  

（1）移転損益の金額      百万円 

（2）移転した事業に係る資産及び負債の適正な帳簿価

額並びにその主な内訳 

△2,051

流動資産 百万円 11,869

固定資産   10,170

資産合計 

流動負債  

 

   

22,039

8,026

負債合計   11,732

  ３.当連結会計年度の連結損益計算書に計上されている 

 分離した事業に係る損益額 

  

売上高 百万円 36,773

営業利益      592
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：百万円）

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 3,975 3,628

受取手形 550 488

売掛金 3,292 2,899

有価証券 907 500

製品 49 －

原材料 172 －

貯蔵品 48 －

商品及び製品 － 91

仕掛品 304 101

原材料及び貯蔵品 － 193

前払費用 106 81

未収還付法人税等 1,137 318

関係会社短期貸付金 － 2,353

その他 95 1,011

貸倒引当金 － △6

流動資産合計 10,640 11,661

固定資産   

有形固定資産   

建物 ※1  3,140 ※1  2,893

減価償却累計額 △1,827 △1,938

建物（純額） 1,313 954

構築物 137 136

減価償却累計額 △112 △116

構築物（純額） 24 20

機械及び装置 ※1  668 ※1  695

減価償却累計額 △548 △602

機械及び装置（純額） 119 93

車両運搬具 60 12

減価償却累計額 △49 △10

車両運搬具（純額） 10 1

工具、器具及び備品 328 338

減価償却累計額 △251 △278

工具、器具及び備品（純額） 77 60

土地 ※1  1,084 ※1  1,212

有形固定資産合計 2,630 2,342

無形固定資産   

電話加入権 9 9

のれん － 52

ソフトウエア 129 80

無形固定資産合計 138 142

㈱アーク（7873）平成21年３月期　決算短信

－ 50 －



（単位：百万円）

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 60 820

関係会社株式 74,291 ※1  69,177

関係会社出資金 6 －

長期貸付金 － 1,470

関係会社長期貸付金 3,596 2,078

長期未収入金 37 －

長期前払費用 11 7

差入保証金 491 497

その他 340 269

貸倒引当金 △5 △628

投資その他の資産合計 78,831 73,692

固定資産合計 81,600 76,177

資産合計 92,241 87,839

負債の部   

流動負債   

買掛金 576 456

短期借入金 ※1  25,900 ※1  34,100

関係会社短期借入金 800 －

1年内返済予定の長期借入金 ※1  5,024 ※1  9,630

リース債務 － 18

未払金 493 439

未払費用 67 161

未払消費税等 7 －

預り金 43 50

繰延税金負債 29 0

賞与引当金 198 192

債務保証損失引当金 212 －

事業構造改善引当金 － 176

その他 3 19

流動負債合計 33,357 45,245

固定負債   

長期借入金 ※1  24,035 ※1  13,799

リース債務 － 27

債務保証損失引当金 2,785 2,845

長期未払金 360 322

長期リース資産減損勘定 － 136

繰延税金負債 14 27

再評価に係る繰延税金負債 ※2  27 ※2  27

固定負債合計 27,222 17,186

負債合計 60,579 62,431
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（単位：百万円）

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 30,755 30,755

資本剰余金   

資本準備金 26,079 1,051

その他資本剰余金 536 －

資本剰余金合計 26,615 1,051

利益剰余金   

利益準備金 111 －

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 △25,674 △6,134

利益剰余金合計 △25,563 △6,134

自己株式 △9 △9

株主資本合計 31,797 25,663

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 20 8

土地再評価差額金 ※2  △156 ※2  △263

評価・換算差額等合計 △135 △255

純資産合計 31,661 25,407

負債純資産合計 92,241 87,839
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（２）損益計算書 

（単位：百万円）

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 14,318 13,645

売上原価   

製品期首たな卸高 96 49

当期製品製造原価 ※2  10,481 ※2  10,836

合計 10,578 10,885

製品期末たな卸高 49 91

製品売上原価 10,529 10,793

売上総利益 3,788 2,851

販売費及び一般管理費   

運搬費 75 47

広告宣伝費 57 20

役員報酬 261 253

給料 900 821

賞与 51 49

賞与引当金繰入額 55 65

福利厚生費 131 159

旅費及び交通費 103 106

減価償却費 47 41

賃借料 173 191

その他 529 ※1  723

販売費及び一般管理費合計 2,387 2,481

営業利益 1,401 369

営業外収益   

受取利息 ※2  106 ※2  97

受取配当金 ※2  3,570 ※2  772

受取手数料 － ※2  582

雑収入 27 49

営業外収益合計 3,705 1,501

営業外費用   

支払利息 615 733

貸倒引当金繰入額 － 6

シンジケートローン手数料 270 230

雑損失 56 99

営業外費用合計 942 1,069

経常利益 4,164 802
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（単位：百万円）

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) 

特別利益   

固定資産売却益 ※3  0 ※3  7

関係会社清算益 － 12

関係会社株式売却益 － ※2  2,886

貸倒引当金戻入額 0 －

債務保証損失引当金戻入額 － 1,743

特別利益合計 1 4,649

特別損失   

減損損失 － ※6  558

固定資産除売却損 ※4  1 ※4  4

関係会社株式評価損 26,303 7,338

関係会社株式売却損 ※2  475 ※2  1,202

債務保証損失引当金繰入額 2,997 1,591

事業構造改善費用 － ※5  244

貸倒引当金繰入額 － 622

その他 － 66

特別損失合計 29,778 11,629

税引前当期純損失（△） △25,612 △6,178

法人税、住民税及び事業税 63 71

過年度法人税等 ※7  △234 －

法人税等調整額 233 △115

法人税等合計 62 △43

当期純損失（△） △25,674 △6,134
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

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 30,755 30,755

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 30,755 30,755

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 31,579 26,079

当期変動額   

資本準備金の取崩 △5,500 △25,027

当期変動額合計 △5,500 △25,027

当期末残高 26,079 1,051

その他資本剰余金   

前期末残高 － 536

当期変動額   

資本準備金の取崩 5,500 25,027

剰余金（その他資本剰余金）の配当 △510 －

その他資本剰余金から繰越利益剰余金へ
の振替

△4,453 △25,563

当期変動額合計 536 △536

当期末残高 536 －

資本剰余金合計   

前期末残高 31,579 26,615

当期変動額   

剰余金（その他資本剰余金）の配当 △510 －

その他資本剰余金から繰越利益剰余金へ
の振替

△4,453 △25,563

当期変動額合計 △4,963 △25,563

当期末残高 26,615 1,051

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 111 111

当期変動額   

利益準備金の取崩 － △111

当期変動額合計 － △111

当期末残高 111 －
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（単位：百万円）

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) 

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金   

前期末残高 7 －

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 △7 －

当期変動額合計 △7 －

当期末残高 － －

配当平均積立金   

前期末残高 450 －

当期変動額   

配当平均積立金の取崩 △450 －

当期変動額合計 △450 －

当期末残高 － －

別途積立金   

前期末残高 5,600 －

当期変動額   

別途積立金の取崩 △5,600 －

当期変動額合計 △5,600 －

当期末残高 － －

繰越利益剰余金   

前期末残高 △10,511 △25,674

当期変動額   

その他資本剰余金から繰越利益剰余
金への振替

4,453 25,563

利益準備金の取崩 － 111

固定資産圧縮積立金の取崩 7 －

配当平均積立金の取崩 450 －

別途積立金の取崩 5,600 －

当期純損失（△） △25,674 △6,134

当期変動額合計 △15,163 19,540

当期末残高 △25,674 △6,134

利益剰余金合計   

前期末残高 △4,342 △25,563

当期変動額   

その他資本剰余金から繰越利益剰余金へ
の振替

4,453 25,563

当期純損失（△） △25,674 △6,134

当期変動額合計 △21,221 19,429

当期末残高 △25,563 △6,134
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（単位：百万円）

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) 

自己株式   

前期末残高 △9 △9

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 △9 △9

株主資本合計   

前期末残高 57,983 31,797

当期変動額   

剰余金（その他資本剰余金）の配当 △510 －

当期純損失（△） △25,674 △6,134

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 △26,185 △6,134

当期末残高 31,797 25,663

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 42 20

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △21 △12

当期変動額合計 △21 △12

当期末残高 20 8

土地再評価差額金   

前期末残高 △156 △156

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － △107

当期変動額合計 － △107

当期末残高 △156 △263

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △113 △135

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △21 △119

当期変動額合計 △21 △119

当期末残高 △135 △255
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（単位：百万円）

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 57,869 31,661

当期変動額   

剰余金（その他資本剰余金）の配当 △510 －

当期純損失（△） △25,674 △6,134

自己株式の取得 △0 △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △21 △119

当期変動額合計 △26,207 △6,253

当期末残高 31,661 25,407
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 詳細は、25ページ「継続企業の前提に関する注記」をご覧ください。 

   

継続企業の前提に関する注記
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重要な会計方針

項目 
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） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

(1）子会社株式及び関連会社株式 

 移動平均法による原価法 

(1）子会社株式及び関連会社株式 

同左 

  (2）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、売却原価は移動平均法により

算定） 

(2）その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

  

  

  

  時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

２．デリバティブ等の評価基

準及び評価方法 

 時価法 同左 

３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

(1）製品・仕掛品 

 個別法による原価法 

(1）製品・仕掛品 

 個別法による原価法（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）を採用しております。 

  (2）原材料 

 移動平均法による原価法（一部の原材

料については 終仕入原価法） 

(2）原材料 

 移動平均法による原価法（（一部の原

材料については 終仕入原価法）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）を採用しており

ます。 

  (3）貯蔵品 

 終仕入原価法 

(3）貯蔵品 

 終仕入原価法（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）を採用しております。 

（会計方針の変更） 

当事業年度より「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。 
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項目 
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） 

４．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

定率法（ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（建物附属設備を除

く）については定額法）を採用しており

ます。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。 

建物     15～38年 

機械及び装置 ６～８年 

(1）有形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

  

  

  

 なお、主な耐用年数は以下のとおりであ

ります。 

建物     ８～38年 

機械及び装置 ６～８年 

  

  （会計方針の変更） 

法人税法の改正に伴い、当事業年度よ

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。 

これにより営業利益及び経常利益はそ

れぞれ６百万円減少し、税引前当期純損

失は同額増加しております。 

（会計方針の変更） 

────── 

  （追加情報） 

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

事業年度の翌事業年度より、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。 

これにより営業利益及び経常利益はそ

れぞれ５百万円減少し、税引前当期純損

失は同額増加しております。 

（追加情報） 

────── 

  (2）無形固定資産 

 自社利用のソフトウェアについては、

社内における利用可能期間（５年）に基

づく定額法を採用しております。 

(2）無形固定資産 

同左 

  (3）     ────── 

  

(3）リース資産 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法を採用しております。

  

  なお、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。 
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項目 
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） 

５．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるた

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。 

(1）貸倒引当金 

同左 

  (2）賞与引当金 

 従業員の賞与支払に充てるため、当期

に負担すべき支給見込額を計上しており

ます。 

(2）賞与引当金 

同左 

  (3）債務保証損失引当金 

保証債務の履行によって生ずる損失に

備えるため、債務保証先会社の財政状態

等を勘案して、個別に算定した損失見込

額を計上しております。 

(3）債務保証損失引当金 

同左 

６．リース取引の処理方法  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ま

す。 

────── 

７．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 

 特例処理の要件を満たしている金利ス

ワップについては、特例処理を採用して

おります。 

(1）ヘッジ会計の方法 

同左 

  

  

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段   ヘッジ対象 

金利スワップ   借入金 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

  (3）ヘッジ方針 

 社内管理規程は特に設けておりません

が、取締役会において承認された基本方

針に従い、統括本部が行っております。

(3）ヘッジ方針 

同左 

８．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理は、税抜方式によ

っております。 

消費税等の会計処理 

同左 
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会計方針の変更

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） 

────── （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、当事業年度より「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。   
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注記事項

（貸借対照表関係）

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） 

※１ 担保に供している資産ならびに担保付債務 ※１ 担保に供している資産並びに担保付債務 

担保資産   

建物 854百万円

土地  932

機械及び装置  10

合計  1,797

担保付債務   

短期借入金  4,000

１年以内返済予定長期借入金  1,548

長期借入金  7,993

合計  13,542

担保資産   

建物     百万円802

土地  932

機械及び装置  7

関係会社株式  2,925

合計  4,667

担保付債務   

短期借入金    29,400

１年以内返済予定長期借入金  2,796

長期借入金  5,197

合計  37,393

 上記債務のほか、関係会社の借入金15,784百万円及

び関税保証20百万円について上記資産を担保に供して

おります。 

 上記債務のほか、関係会社の借入金 百万円及

び関税保証 百万円について上記資産を担保に供して

おります。 

11,741

14

※２ 土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布

法律第34号及び平成11年３月31日公布法律第24号）に

基づき、事業用の土地の再評価を行い、土地再評価差

額金を純資産の部に計上しております。 

※２ 土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布

法律第34号及び平成11年３月31日公布法律第24号）に

基づき、事業用の土地の再評価を行い、土地再評価差

額金を純資産の部に計上しております。 

  再評価の方法…土地の再評価に関する法律施行令（平

成10年３月31日公布政令第119号）第２条第３号に定

める固定資産税評価額に合理的な調整を行って算定す

る方法により算出 

  再評価の方法…土地の再評価に関する法律施行令（平

成10年３月31日公布政令第119号）第２条第３号に定

める固定資産税評価額に合理的な調整を行って算定す

る方法により算出 

  再評価を行った年月日：平成14年３月31日   再評価を行った年月日：平成14年３月31日 

  再評価を行った土地の期末におけ

る時価と再評価後の帳簿価額との

差額 

 

 

：△309百万円 

  再評価を行った土地の期末におけ

る時価と再評価後の帳簿価額との

差額 

 

 

：△561百万円 
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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） 

※３ 保証債務 ※３ 保証債務 

保証先 
金額 

（百万円） 
内容

クローバー電子工業㈱  6,878
借入及びリ
ース債務 

プラコーチェコ  4,718 借入債務

アークセチンマネジメント  4,114 借入債務

㈱ソルプラス  3,318
借入及びリ
ース債務 

サーモ  2,982 借入債務

ＰＣＬグループ  2,799 借入債務

アーケルエンタープライズ  1,740 借入債務

㈱サトーセン  1,645 借入債務

プラコー  1,314 借入債務

㈱安田製作所他30社  12,594 借入債務等

合計  42,106   

保証先
金額 

（百万円） 
内容

クローバー電子工業㈱  6,134
借入及びリ
ース債務 

プラコーチェコ  4,937 借入債務

㈱ソルプラス  2,401
借入及びリ
ース債務 

アーケルエンタープライズ  2,242 借入債務

ＰＣＬグループ  1,940 借入債務

サーモ  1,681 借入債務

㈱サトーセン  1,615 借入債務

㈱安田製作所  1,613 借入債務

徳島昭和精機㈱  989 借入債務

アークハンガリー他20社  6,621 借入債務等

合計  30,178   
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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） 

※４ コミットメントライン契約 

 当社は、資金調達の選択肢の拡大及び迅速かつ安定

的な調達手段の確立のため、㈱三菱東京ＵＦＪ銀行、

㈱みずほ銀行及び㈱三井住友銀行の３行を共同アレン

ジャーとするコミットメントライン契約を締結してお

ります。この契約に基づく当事業年度末における借入

金未実行残高は次のとおりであります。 

 本契約には以下の財務制限条項が付されておりま

す。 

 ①各決算期末（中間決算期末含む）の連結、個別の

貸借対照表の純資産の部の金額が、2007年３月期に係

る貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準の

変更による影響を考慮して、2006年３月期末、直前決

算期末のそれぞれの実質的に該当する金額の75%を下

回らないこと。 

 ②各決算期末（中間決算期末含む）の連結、個別の

損益計算書の経常損益が経常損失とならないこと。 

 ③各決算期末（中間決算期末含む）の連結、個別の

貸借対照表におけるネット有利子負債の金額を、当該

決算期のそれぞれの損益計算書における営業損益、減

価償却費、受取配当金及び子会社からの収益の合計金

額（中間決算期の場合、当該金額の２倍の金額）で除

した数値が、負の数値とならず、また、連結の場合10

を上回らず、個別の場合15を上回らないこと。  

 なお、平成20年３月期末におきまして、個別の貸借

対照表が上記財務制限条項の①に抵触しております

が、上記３行を共同アレンジャーとする銀行団と新コ

ミットメントライン契約の締結に向けて調整中であり

ます。 

コミットメントラインの総額 30,000百万円 

借入実行残高 15,900  

差引額 14,100  

※４ コミットメントライン契約 

 当社は、資金調達の選択肢の拡大及び迅速かつ安定

的な調達手段の確立のため、平成20年６月30日より総

額240億円のコミットメントライン契約を㈱三菱東京

ＵＦＪ銀行、㈱みずほ銀行及び㈱三井住友銀行の３行

を共同アレンジャーとして締結しておりましたが、当

事業年度末に財務制限条項の一部に抵触する懸念が生

じたため、コミットメントラインの金額を減額させる

とともに、連結の純資産に関する財務制限条項を削除

する修正契約を平成21年３月31日に締結しておりま

す。この契約に基づく当事業年度末における借入金未

実行残高は次のとおりであります。 

 修正後のコミットメントライン契約には以下の財務

制限条項が付されております。 

 ①各決算期末（中間決算期末含む）の個別の貸借対

照表の純資産の部の金額が、当該本・中間決算期の直

前の本・中間決算期の末日または2008年３月に終了す

る決算期の末日における連結・個別の該当する金額の

75％を下回らないこと。 

 ②各決算期末（中間決算期末含む）の連結、個別の

損益計算書の経常損益が経常損失とならないこと。 

 ③各決算期末（中間決算期末含む）の個別の貸借対

照表における有利子負債の金額を600億円以下に維持

すること。 

 ④各決算期末（中間決算期末含む）の連結の貸借対

照表における有利子負債の金額を、2008年３月に終了

する決算期の末日における連結の貸借対照表における

有利子負債の金額以下に維持すること。 

コミットメントラインの総額 22,200百万円 

借入実行残高 22,200  

差引額 0  
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（損益計算書関係）

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） 

※１ ※１ 研究開発費の総額 

──────  一般管理費に含まれる研究開発費 

    百万円11

※２ 関係会社との取引 ※２ 関係会社との取引 

外注加工費 2,295百万円

受取利息  96

受取配当金  3,569

関係会社株式売却損  339

  

外注加工費      百万円2,350

受取利息  87

受取配当金  770

受取手数料  582

関係会社株式売却益   117

関係会社株式売却損  221

※３ 固定資産売却益の内容 ※３ 固定資産売却益の内容 

車両運搬具  0百万円

    

   

機械及び装置   7百万円

車両運搬具  0

合計  7

※４ 固定資産除売却損の内容 ※４ 固定資産除売却損の内容 

────── 

売却損    売却損  

車両運搬具   0百万円

工具器具及び備品  0

合計  0

除却損   

機械及び装置  0百万円

工具器具及び備品  0

車両運搬具  0

合計  1

除却損   

建物付属設備   2百万円

機械及び装置  1

車両運搬具   0

工具器具及び備品  0

合計  4

※５        ────── 

    

※５ 事業構造改善費用の内訳    

  

内容 (百万円)

事業再構築に伴うコンサルティング費用  165

事業再構築に伴う資産人員整理損失等  78
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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） 

※６        ────── 

    

※６ 減損損失 

   当事業年度において、当社は以下の資産グループに

ついて減損損失を計上しております。  

  

   当社は、概ね独立したキャッシュ・フローを生み出

し、継続的に収支の把握がなされる事業部単位に基づ

き資産のグルーピングを行い、個々の資産ごとに減損

損失の認識の判定及び測定を行っております。 

グルーピングの単位である各事業部において、減損

の兆候を認識した東京本社、名古屋支社及び統括本部

における資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで

減額し、当該減少額を減損損失（558百万円）として

特別損失に計上しました。 

その内訳は、東京本社495百万円（内、建物287百万

円、機械及び装置等208百万円）、名古屋支社52百万

円（内、建物13百万円、機械及び装置等39百万円）及

び統括本部10百万円（建物）であります。 

なお、当資産グループの回収可能価額は使用価値に

より測定しており、 将来キャッシュ・フローを

16.1％で割り引いて算定しております。 

  

場所 用途 種類 
減損損失

(百万円) 

東京本社 事業用資産 
建物 

機械及び装置等 
 495

名古屋支社 事業用資産 
建物 

機械及び装置等 
 52

統括本部 事業用資産 建物  10

※７ 過年度法人税等の内容 

   過年度の税務処理について税務当局との見解の相違

に備え未払法人税等を計上しておりましたが、当期に

申告額が確定しましたので、未払法人税等の戻入額等

を過年度法人税等として計上しております。 

  

※７        ────── 
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前事業年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

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は、単元未満株式の買取りによるものであります。 

当事業年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

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は、単元未満株式の買取りによるものであります。 

  

（株主資本等変動計算書関係）

  
前事業年度末株式
数（株） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

普通株式（注）  7,193  139  －  7,332

合計  7,193  139  －  7,332

  
前事業年度末株式
数（株） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

普通株式（注）  7,332  128  －  7,460

合計  7,332  128  －  7,460
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 （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。 

  

（１株当たり情報）

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） 

１株当たり純資産額 464.97円 

１株当たり当期純損失 377.05円 

１株当たり純資産額        円 373.13

１株当たり当期純損失        円 90.08

 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、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。 

  
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） 

当期純損失（△）（百万円）  △25,674  △6,134

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式に係る当期純損失（△） 

（百万円） 
 △25,674  △6,134

期中平均株式数（千株）  68,094  68,094
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（開示の省略） 

 リース取引、有価証券、税効果会計に関する注記事項は、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。  

  

（重要な後発事象）

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） 

ムネカタ株式会社の一部株式譲渡について 

（1）譲渡の理由 

 当社は現在、国内外関係会社の組織、技術及び人的資源

の再編を図り、業務の効率化、合理化ならびに管理体制の

一層の強化を行っており、平成20年４月24日付にて事業ポ

ートフォリオの再構築とコア品目への経営資源集中化の一

環として、子会社であるムネカタ株式会社の株式の一部を

下記のとおり譲渡する契約を締結いたしました。 

 この株式譲渡によりムネカタ株式会社は子会社から関連

会社に異動することとなりますが、当社との友好的な業

務・資本提携は今後も継続してまいります。 

南部化成株式会社の株式譲渡について 

（1）譲渡の理由 

 当社は現在、国内外関係会社の組織、技術及び人的資源

の再編を図り、業務の効率化、合理化並びに管理体制の一

層の強化を行っており、平成21年４月16日付にて事業ポー

トフォリオの再構築とコア品目への経営資源集中化の一環

として、子会社である南部化成株式会社の株式を下記のと

おり譲渡する契約を締結いたしました。 

 この株式譲渡により南部化成株式会社は当社の連結子会

社から外れることになります。 

（2）株式譲渡先 

 ムネカタテック株式会社 

（2）株式譲渡先 

 株式会社ＮＭＣファンド14 

（3）譲渡の時期 

 平成20年６月30日 

（3）譲渡の時期 

 平成21年４月16日 

（4）当該子会社の概要 

名称 ムネカタ株式会社 

主な事業内容 金型・成形品の製造販売 

取引内容 

  

金型及び成形品を製造委託し、

工業デザインモデルを販売 

（4）当該子会社の概要 

名称 南部化成株式会社 

主な事業内容 成形品・自社電化機器製品の製

造販売 

取引内容 

  

成形品を製造委託し、工業デザ

インモデルを販売 

（5）譲渡する株式数、譲渡価額、譲渡損益及び譲渡後の

持分比率 

譲渡する株式数 82,500株 

譲渡価額 2,904百万円 

譲渡益 2,236百万円 

譲渡前の持分比率 40.85％ 

譲渡後の持分比率 20.43％ 

（5）譲渡する株式数、譲渡価額、譲渡損益及び譲渡後の

持分比率 

譲渡する株式数 2,569,000株 

譲渡価額 3,082百万円 

譲渡損 677百万円 

譲渡前の持分比率 44.99％ 

譲渡後の持分比率 0.00％ 
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(1）役員の異動 

開示内容が定まった時点で開示致します。  

  

  

(2）その他 

該当事項はありません。  

  

  

６．その他
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