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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期第1四半期 34,720 △38.8 △2,976 ― △2,996 ― △3,446 ―

21年3月期第1四半期 56,774 ― 928 ― 883 ― 17 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

22年3月期第1四半期 △76.33 ―

21年3月期第1四半期 0.38 0.35

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

22年3月期第1四半期 173,095 39,415 18.4 706.76
21年3月期 173,177 40,458 19.1 732.07

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  31,910百万円 21年3月期  33,053百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（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

21年3月期 ― ― ― 0.00 0.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

― ― 0.00 0.00

3.  平成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）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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

74,000 △35.7 △2,200 ― △2,800 ― △5,800 ― △128.46

通期 168,000 △20.0 1,300 ― 100 ― △2,600 ― △57.59
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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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
（注）詳細は４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(3) 四半期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（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した見通しであり、実際の業績は様々な要因により、これら業績予想とは大きく
異なる結果となる可能性があります。業績予想の前提条件その他の関連する事項については、３ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関
する定性的情報をご参照ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 45,581,809株 21年3月期  45,581,809株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  431,867株 21年3月期  430,874株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 45,150,474株 21年3月期第1四半期 45,278,530株
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 当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、世界的な景気後退を背景に、輸出産業を中心に企業収益が大幅

に悪化しており、一部の業種には底打ちの兆しが見え始めておりますが、先行きは依然不透明な状況です。一方、海

外におきましては、北米・ヨーロッパの景気の悪化が一段と進み、中国・インドを始めとする新興国が世界経済を下

支えしている状況にあり、当社グループを取り巻く事業環境は依然として厳しい状況となりました。 

 このような状況のなか、当社グループの連結売上高は347億20百万円（前年同期比38.8%減少）、連結営業損失は29

億76百万円（前年同期は９億28百万円の営業利益）、連結経常損失は29億96百万円（前年同期は８億83百万円の経常

利益）、四半期純損失は34億46百万円（前年同期は17百万円の四半期純利益）となりました。大幅な減収減益となっ

た要因は、連結子会社のうち在外子会社の決算日が平成21年３月31日でありますので、当第１四半期会計期間と北米

およびヨーロッパ地区を中心に自動車の大幅な減産となった期間が重なったことで連結売上減少と収益の悪化となり

ました。 

事業の種類別セグメント情報は次のとおりです。 

①事業の種類別セグメントの業績 

 輸送用機器関連事業は、売上高は北米及びヨーロッパの大幅な減産が響き、332億73百万円（前年同期比39.9%減

少）となり、営業損失は27億98百万円（前年同期は９億35百万円の営業利益）となりました。 

 情報処理関連事業の売上高は前年同期に比べ若干減少し、15億76百万円（前年同期比7.4％減少）となり、営業損

失で２億26百万円（前年同期は76百万円の営業損失）となりました。 

 その他事業は、売上高は10億66百万円（前年同期比39.5％減少）、営業利益は28百万円（前年同期比39.7％減少）

となりました。 

②所在地別セグメントの業績 

 日本の売上高は243億35百万円（前年同期比37.1%減少）、営業損失は22億65百万円（前年同期は営業損失６億67百

万円）となりました。 

 米州は、北米での大幅な販売減少の影響により、売上高は前年同期に比べ、71億86百万円減少の69億72百万円（前

年同期比50.8%減少）、営業損失７億10百万円（前年同期は営業損失86百万円）となりました。 

  アジアは、売上高は前年同期に比べ60億４百万円減少の92億13百万円（前年同期比39.5%減少）、営業利益は３億

３百万円（前年同期比77.2%減少）となりました。 

 ヨーロッパは、前年同期に比べ24億72百万円減少の12億54百万円（前年同期比66.3%減少）、営業損失は１億70百

万円（前年同期は営業利益２億65百万円）となりました。 

   

 当第１四半期末における資産の残高は、1,730億95百万円（前連結会計年度末1,731億77百万円）となり、82百万円

減少しました。流動資産は832億98百万円となり24億３百万円減少し、固定資産は、897億96百万円となり23億20百万

円増加しました。 

 流動資産の残高は、現金及び預金が45億59百万円増加しましたが、受取手形及び売掛金が38億48百万円減少、たな

卸資産が16億91百万円減少したことが主な減少の要因です。固定資産の残高は、無形固定資産が６億83百万円増加、

投資有価証券が22億44百万円増加したことが主な要因です。 

 当第１四半期末における負債の残高は、1,336億79百万円（前連結会計年度末1,327億19百万円）となり、９億60百

万円増加しました。流動負債は、846億93百万円となり18億10百万円減少し、固定負債は489億85百万円となり27億70

百万円増加しました。 

 流動負債の残高は、支払手形及び買掛金が26億78百万円減少、未払金及び未払費用が４億48百万円減少したことが

主な要因です。固定負債の残高は、長期借入金が21億16百万円増加したことが主な要因です。  

  当第１四半期末における純資産の残高は、394億15百万円（前連結会計年度末404億58百万円）となり、10億42百

万円減少しました。これは利益剰余金の減少が主な要因です。 

  

 業績予想は現時点において入手可能な情報に基づいておりますが、実際の数値は今後様々な要因により、予想数値

と異なる可能性があります。なお、業績予想につきましては平成21年５月13日公表時から変更しておりません。   

  

定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

２．連結財政状態に関する定性的情報

３．連結業績予想に関する定性的情報
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  該当事項はありません。  

   

①たな卸資産の評価方法 

 当第１四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し前会計年度に係る実地棚卸高を 

基礎として合理的な方法により算定しております。 

②固定資産の減価償却の算定方法 

 減価償却の方法として定率法を採用している固定資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間

按分して算定しております。 

③法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度末以降に経営環境等、且つ、一時差異等の発生状

況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度末において使用した将来の業績予想やタックス・プ 

ランニングを利用する方法により算定しております。 

  

  

①役員退職慰労引当金 

 当社は、役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく要支給額を計上しておりましたが、平成21年６

月26日開催の定時株主総会の時をもって役員退職慰労金制度を廃止し、制度廃止時の要支給額を打ち切り支給す

ることといたしました。  

 これに伴い、当第１四半期連結会計期間において、役員退職慰労引当金を全額取崩し、打ち切り支給に伴う未

払額５億31百万円を固定負債の「その他」に含めて表示しております。 

②受注制作のソフトウエアに係る収益及び原価の計上基準の変更 

  受注制作のソフトウエアに係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、

「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の

適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を当第１四半期連結会計期間より適用し、当第

１四半期連結会計期間に着手したソフトウエア開発案件から、当第１四半期連結会計期間末までの進捗部分につ

いて成果の確実性が認められる案件については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他

の案件については工事完成基準を適用しております。 

  なお、この変更に伴う損益に与える影響はありません。  

  

  

（連結損益計算書） 

 前第１四半期連結累計期間において特別損失の「その他」に含めて表示しておりました「投資有価証券評価

損」は、特別損失総額の100分の20を超えたため、当第１四半期連結累計期間より区分掲記することとしまし

た。 

 なお、前第１四半期連結累計期間の特別損失の「その他」に含まれる「投資有価証券評価損」は４百万円で

あります。 

  

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）

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）四半期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

（４）表示方法の変更
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 25,253 20,693

受取手形及び売掛金 26,919 30,767

有価証券 1,369 1,460

商品及び製品 5,694 6,703

仕掛品 3,057 3,502

原材料及び貯蔵品 11,645 11,882

繰延税金資産 3,326 3,303

その他 6,392 7,698

貸倒引当金 △359 △310

流動資産合計 83,298 85,701

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 53,234 52,616

減価償却累計額 △34,935 △34,295

建物及び構築物（純額） 18,298 18,320

機械装置及び運搬具 100,548 95,791

減価償却累計額 △76,030 △71,752

機械装置及び運搬具（純額） 24,517 24,039

工具、器具及び備品 46,690 48,013

減価償却累計額 △43,376 △44,110

工具、器具及び備品（純額） 3,314 3,902

土地 5,731 5,704

リース資産 2,494 2,132

減価償却累計額 △797 △531

リース資産（純額） 1,697 1,600

建設仮勘定 2,955 3,119

有形固定資産合計 56,515 56,686

無形固定資産 3,113 2,430

投資その他の資産   

投資有価証券 18,341 16,096

長期貸付金 557 557

繰延税金資産 332 340

長期前払費用 9,447 9,755

その他 1,545 1,664

貸倒引当金 △56 △56

投資その他の資産合計 30,167 28,359

固定資産合計 89,796 87,476

資産合計 173,095 173,177
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(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 12,361 15,040

短期借入金 50,549 49,805

1年内償還予定の社債 10 10

未払金及び未払費用 12,788 13,236

未払法人税等 789 518

賞与引当金 2,874 2,710

製品保証引当金 2,832 2,788

その他の引当金 5 530

その他 2,481 1,863

流動負債合計 84,693 86,503

固定負債   

社債 610 610

新株予約権付社債 6,731 6,731

長期借入金 33,967 31,850

繰延税金負債 5,637 4,906

引当金 662 1,195

負ののれん 68 132

その他 1,308 790

固定負債合計 48,985 46,215

負債合計 133,679 132,719

純資産の部   

株主資本   

資本金 9,885 9,885

資本剰余金 15,718 15,718

利益剰余金 9,968 13,415

自己株式 △338 △338

株主資本合計 35,234 38,681

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,640 1,505

繰延ヘッジ損益 － －

為替換算調整勘定 △5,965 △7,132

評価・換算差額等合計 △3,324 △5,627

少数株主持分 7,505 7,404

純資産合計 39,415 40,458

負債純資産合計 173,095 173,177
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 56,774 34,720

売上原価 49,822 33,278

売上総利益 6,951 1,441

販売費及び一般管理費 6,022 4,417

営業利益又は営業損失（△） 928 △2,976

営業外収益   

受取利息 54 43

受取配当金 244 94

有価証券売却益 4 1

負ののれん償却額 60 62

持分法による投資利益 212 44

その他 246 340

営業外収益合計 822 585

営業外費用   

支払利息 330 326

為替差損 379 134

その他 157 144

営業外費用合計 867 605

経常利益又は経常損失（△） 883 △2,996

特別利益   

前期損益修正益 － 217

固定資産売却益 9 9

その他 148 7

特別利益合計 158 233

特別損失   

固定資産除却損 15 17

たな卸資産評価損 123 －

役員退職慰労金 72 14

投資有価証券評価損 － 76

その他 14 135

特別損失合計 225 244

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

815 △3,007

法人税、住民税及び事業税 551 473

法人税等調整額 53 △73

法人税等合計 605 400

少数株主利益 193 38

四半期純利益又は四半期純損失（△） 17 △3,446
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

815 △3,007

減価償却費 3,363 2,963

貸倒引当金の増減額（△は減少） △27 45

受取利息及び受取配当金 △298 △137

支払利息 330 326

持分法による投資損益（△は益） △212 △44

有形固定資産売却損益（△は益） △3 △8

売上債権の増減額（△は増加） 1,336 4,849

たな卸資産の増減額（△は増加） △944 2,393

仕入債務の増減額（△は減少） △739 △3,708

その他 458 958

小計 4,079 4,631

利息及び配当金の受取額 247 118

利息の支払額 △342 △228

法人税等の支払額 △663 △248

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,320 4,272

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の売却による収入 4 109

有形固定資産の取得による支出 △2,888 △1,769

有形固定資産の売却による収入 65 60

投資有価証券の取得による支出 △142 △149

投資有価証券の売却による収入 229 36

貸付けによる支出 △229 △901

貸付金の回収による収入 243 688

その他 △16 △1,187

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,733 △3,112

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） 2,874 1,553

長期借入れによる収入 518 2,704

長期借入金の返済による支出 △774 △1,026

配当金の支払額 271 －

少数株主への配当金の支払額 △217 △82

その他 △307 △279

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,365 2,868

現金及び現金同等物に係る換算差額 △649 267

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,302 4,296

現金及び現金同等物の期首残高 12,834 20,327

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 602 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 15,739 24,623

- 8 -



 該当事項はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

（注）１．事業区分の方法 

当社の事業区分の方法は、内部管理上採用している区分によっております。 

      ２．各事業の主な製品 

(1) 輸送用機器関連事業……ワイパモータ、スタータモータ、ファンモータ 

(2) 情報処理関連事業……システムインテグレーションサービス、情報処理サービス、ソフトウエア開発 

(3) その他事業……運輸・倉庫業、業務代行 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
輸送用機器関
連事業 

(百万円) 

情報処理関連
事業 
（百万円） 

その他事業
（百万円） 計（百万円）

消去又は全社
（百万円） 

連結
（百万円） 

売上高             

(1) 外部顧客に対する売上高 55,333 1,429 11 56,774  － 56,774

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高 
0 272 1,752 2,024 (2,024)  －

計 55,333 1,701 1,763 58,798 (2,024) 56,774

営業利益 935 (76)  46 905  22 928

  
輸送用機器関
連事業 

(百万円) 

情報処理関連
事業 
（百万円） 

その他事業
（百万円） 計（百万円）

消去又は全社
（百万円） 

連結
（百万円） 

売上高             

(1) 外部顧客に対する売上高 33,273 1,378 68 34,720  － 34,720

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高 
0 198 998 1,197 (1,197)  －

計 33,273 1,576 1,066 35,917 (1,197) 34,720

営業利益 (2,798) (226)  28 (2,996)  20 (2,976)
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前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

  
当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

 （注）１．国又は地域の区分は、市場及び販売活動等の類似性の相違によって区分しております。 

２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

米州……………米国、メキシコ、ブラジル 

アジア…………フィリピン、ベトナム、中国、インドネシア、インド 

ヨーロッパ……イタリア、イギリス、フランス、ハンガリー   

  

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

  
当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30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。 

米州……………米国、メキシコ、ブラジル等 

アジア…………インドネシア、タイ、台湾、中国、フィリピン、ベトナム、インド等 

ヨーロッパ……イタリア、フランス、イギリス、オーストリー等 

その他…………オーストラリア等 

   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。  

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本 

（百万円） 
米州

（百万円） 
アジア

（百万円） 
ヨーロッパ
（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  29,899 14,056 9,207 3,611  56,774  － 56,774

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 8,768 102 6,010 116  14,998 (14,998) －

計  38,668 14,158 15,217 3,727  71,772 (14,998) 56,774

営業利益又は営業損失  (667) (86) 1,331 265  843  85 928

  
日本 

（百万円） 
米州

（百万円） 
アジア

（百万円） 
ヨーロッパ
（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  19,288 6,967 7,229 1,234  34,720  － 34,720

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 5,046 4 1,983 20  7,055 (7,055) －

計  24,335 6,972 9,213 1,254  41,775 (7,055) 34,720

営業利益又は営業損失  (2,265) (710) 303 (170)  (2,842)  (133) (2,976)

〔海外売上高〕

  米州 アジア ヨーロッパ その他 計

Ⅰ 海外売上高（百万円） 13,653 9,673 3,008  9 26,345

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － －  － 56,774

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
24.1 17.0 5.3  0.0 46.4

  米州 アジア ヨーロッパ その他 計

Ⅰ 海外売上高（百万円） 7,164 8,241 1,126  36 16,568

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － －  － 34,720

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
20.6 23.7 3.3  0.1 47.7
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 該当事項はありません。 

  

（連結子会社の合併） 

 平成21年７月６日開催の当社取締役会において、当社がフィリピン共和国に有する当社連結対象子会社であるミ

ツバ・フィリピンズ・コーポレーション（MPC）とミツバ・マニュファクチュアリング・フィリピンズ・コーポレ

ーション（MMPC）およびミツバ・マニュファクチュアリング・バタンガス・コーポレーション（MMBC）の合併を決

議し、平成21年８月１日に合併いたしました。 

①取引の概要 

 イ．結合当時企業の名称及び当該事業の内容  

 （注１）従業員数は、人材派遣会社からの派遣者の数を含めておりません。  

  ロ．企業結合日     平成21年８月１日 

 ハ．企業結合の法的形式 

   ミツバ・フィリピンズ・コーポレーションを存続会社とする吸収合併方式で、ミツバ・マニュファクチュア

リング・フィリピンズ・コーポレーションおよびミツバ・マニュファクチュアリング・バタンガス・コーポ

レーションは平成21年８月１日を以って解散いたしました。    

 ニ．結合後企業の名称   ミツバ・フィリピンズ・コーポレーション 

 ホ．その他取引の概要に関する事項 

    当社はフィリピン共和国に製造子会社３社を有しており、主に日本と北米に安価でかつ高品質な部品を供

給する製造拠点として拡大してまいりましたが、今後予想されるグローバルでの競争激化を鑑み、３社がそ

れぞれ別々に対処してゆくには、マネージメントの効率上課題が残るものと判断いたしました。 

   今般の３社の合併は、経営資源の効率化を図り、当社グループのグローバルでの競争力を強化することを目

的としております。 

 ②実施した会計処理の概要 

 本合併は、共通支配下の取引に該当するため、内部取引として消去され、連結財務諸表に与える影響はありませ

ん。  

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）重要な後発事象

No. 項目 
ミツバ・フィリピンズ・コー

ポレーション（存続会社） 

ミツバ・マニュファクチュア

リング・フィリピンズ・コー

ポレーション（消滅会社） 

ミツバ・マニュファクチュア

リング・バタンガス・コーポ

レーション（消滅会社） 

(1) 商号 
MITSUBA PHILIPPINES 

CORPORATION 

MITSUBA  MANUFACTURING 

PHILIPPINES CORPORATION 

MITSUBA MANUFACTURING 

BATANGAS CORPORATION 

(2) 事業内容 
自動車用電装品の 

製造および販売 

自動車用電装品の 

製造 

自動車用電装品の 

製造および販売 

(3) 設立年月日 平成8年10月10日 平成13年8月20日 平成11年9月9日 

(4) 本店所在地 
フィリピン共和国 

カビテ州 

フィリピン共和国 

カビテ州 

フィリピン共和国 

バタンガス州 

(5) 代表者 取締役社長 曲澤 南 取締役社長 曲澤 南 取締役社長 安田 雅行 

(6) 資本金 6百万USドル 3百万USドル 4,412百万円 

(7) 発行済株式総数 普通株式1,560,000株 普通株式1,569,914株 
普通株式1,299,825株 

優先株式602,600株 

(8) 決算期 12月31日 12月31日 12月31日 

(9) 
従業員数 （注

１） 
524人 241人 592人 

(10) 株主構成 当社100% 
MPC 66.7% 

当社 33.3% 
当社100% 

(11) 
当事会社との関

係 
100%子会社 100%子会社 100%子会社 
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