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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 31,437 △64.0 △2,160 ― △3,181 ― △6,333 ―

21年3月期第1四半期 87,362 ― 2,865 ― 815 ― △180 ―

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 △93.04 ―

21年3月期第1四半期 △2.65 ―

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 168,013 23,435 7.2 176.67
21年3月期 201,338 34,144 8.4 247.99

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  12,026百万円 21年3月期  16,881百万円

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 0.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― 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

55,000 △67.5 △2,000 ― △3,000 ― △10,000 ― △146.90

通期 125,000 △58.0 0 ― △2,000 ― △10,000 ― △146.90
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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）  有  

詳細は、６ページ【定性的情報・財務情報等】「４．その他」をご覧下さい。 

(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  無  

(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） 

詳細は、６ページ【定性的情報・財務情報等】「４．その他」をご覧下さい。 

(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 

 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５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」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 1 社 （社名 南部化成(株) ）

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） 22年3月期第1四半期 68,101,592株 21年3月期  68,101,592株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  26,690株 21年3月期  26,630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 68,074,930株 21年3月期第1四半期 68,075,083株
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 当第１四半期連結累計期間の世界経済は、昨秋以降深刻化した世界的な金融不安に伴う実体経済の悪化により、

依然として予断を許さない状況が継続しました。在庫調整の進展等を背景として、アジアを中心とした景気持ち直

しの兆しも見られるものの、北米、欧州では需要・生産水準の大幅な低下や、設備投資の抑制等が続き、厳しい景

気後退局面は長期化するものと見込まれます。国内経済においても、在庫調整の一巡により生産減少ペースが緩や

かになる等回復の兆しが見られるものの、設備投資の大幅減少や、雇用情勢の悪化とともに個人消費の冷え込みが

継続しており、先行きは依然不透明な状況であります。 

 このような状況のもと、当社グループは、中期経営計画「ＡＲＲＫ ２４」を策定致しました。 

 これまでに着手・実施してきたコア事業の見直しや不採算事業の整理を中心とした「事業再構築」を完了し、以

下の基本方針に沿って重点施策に取り組んでまいります。 

  

 ＜「ＡＲＲＫ ２４」の基本方針＞ 

（１）新製品開発を通して、お客様とともに生活を豊かにするモノづくりに貢献する。 

（２）個社の自主性を重んじる連峰経営から脱却し、グループ総体としての企業価値向上を志向する連結経営への

転換を図る。 

（３）グループ一丸となって経営課題に取り組み、より収益力の高い企業グループとして再生する。 

  

 ＜「ＡＲＲＫ ２４」の年度別位置付け＞ 

（１）平成22年３月期：事業再構築完了（子会社運営方針の刷新～連峰経営からの脱却）  

（２）平成23年３月期：新生アークの成長基盤確立と連結経営定着 

（３）平成24年３月期：新生アークの安定成長元年 

  

 当第１四半期連結累計期間においては、管理面では、非コア事業領域を中心とした連結子会社数の削減（前連結

会計年度末に124社あった連結子会社数は、当第１四半期連結累計期間末時点においては105社）、グループ会社へ

の親会社役員出向等を実施しております。また、「グループ戦略」「子会社管理方針」「予実管理体系整備」「権

限・責任体系整備」等、連結経営体系整備のためのプロジェクトを立ち上げ、連結経営への実現に向け取り組んで

おります。事業面では、「金型」事業においては、金型事業推進センターを立ち上げ、国内とアジアの金型事業に

おける販売・生産改善プロジェクトの企画・推進を図っております。また、「デザイン・設計」「モデル」事業に

おいては、経営効率を高めるための生産拠点の集約化と、専門チームを設立し新分野への需要開拓を行っておりま

す。 

 なお、当第１四半期連結累計期間及び前第１四半期連結累計期間の、連結損益計算書に含まれる連結の範囲から

除外された連結子会社の影響は以下のとおりであります。（下記表中の「差引」欄の各金額は、当第１四半期連結

累計期間末において連結の範囲に含めております当社グループの売上高、売上総利益及び営業利益の合計額を示し

ております。） 

  

 この結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高31,437百万円（前年同期比64.0％減）、営業損失2,160

百万円（前年同期は営業利益2,865百万円）となりました。また、支払利息574百万円及び持分法による投資損失

416百万円等を計上した結果、経常損失3,181百万円（前年同期は経常利益815百万円）となりました。さらに、投

資有価証券売却益142百万円及び固定資産売却益91百万円等の特別利益480百万円を計上する一方で、事業構造改善

費用2,172百万円（※１）及び減損損失1,502百万円（※２）等の特別損失3,851百万円を計上した結果、四半期純

損失は6,333百万円（前年同期は四半期純損失180百万円）となりました。 

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

  

 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）  

  
連結損益 

計算書 

内、当第１四半

期連結累計期間

末までに連結除

外した子会社 

差引  
連結損益 

計算書 

内、当第１四半

期連結累計期間

末までに連結除

外した子会社 

差引  

売 上 高 （ 百 万 円 ）  87,362  35,875  51,486  31,437  2,162  29,275

売上総利益（百万円）  13,938  5,110  8,828  3,437  361  3,075

営業利益又は営業損失

（ △ ） （ 百 万 円 ） 
 2,865  1,389  1,475  △2,160  173  △2,333
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（※１）事業構造改善費用の内訳 

  上記には、事業構造改善に伴う関係会社株式売却損を含めております。  

（※２）減損損失の内訳 

  

 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、新製品開発需要が全般的に落ち込んでおり、特に、薄型テレビをはじめとする民生機器

分野、自動車関連市場の悪化が継続している輸送機器分野において、新製品開発受注が減少致しました。その結

果、売上高は10,377百万円（前年同期比69.4％減）、営業損失は1,325百万円（前年同期は営業利益1,670百万

円）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・販売台数の激減や景気の大幅悪化等、取り巻く環境

は悪化の一途を辿っており、輸送機器分野において受注が低迷致しました。その結果、売上高は1,285百万円

（前年同期比76.5％減）、営業利益は45百万円（前年同期比85.9％減）となりました。 

（３）欧州 

 欧州地域におきましては、米国自動車大手の経営破綻の余波を受け、自動車産業は西欧のみならず、中東 

欧・ロシアに至るまで低迷を余儀なくされ、輸送機器分野にて多大な影響を受けました。その結果、売上高は

7,070百万円（前年同期比31.1％減）、営業損失は349百万円（前年同期は営業利益８百万円）となりました。 

（４）アジア 

 アジア地域におきましては、中国では、輸出関連メーカーは引き続き在庫調整を行っており、生産計画を見直

す企業も多く、新たな受注は苦戦を強いられました。さらに販売価格の低下も追い討ちをかけ利益も減少致しま

した。また韓国では、国内及び欧米経済の減速を背景に、中・大型自動車向け製品の需要が伸び悩む一方、小型

自動車及び携帯電話の量産需要が比較的好調な結果となりました。その他アジア地域では、昨年を通してのイン

フレ、全般的な景気の減速及び内外需の下降からの回復は見られず、自動車関連産業、民生機器産業ともに依然

低迷傾向が継続しております。その結果、売上高は12,703百万円（前年同期比66.3％減）、営業損失は499百万

円（前年同期は営業利益1,003百万円）となりました。 

場所 内容 （百万円） 

国内１件、アジア２件 事業再構築に伴う子会社株式の譲渡損失 1,681

 国内３件、アジア１件、欧州４件  事業再構築に伴う資産人員整理等の損失 490

合計   2,172

場所 用途 種類 （百万円） 

アジア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 
1,324

アジア１件、欧州１件 のれん のれん 178

合計     1,502
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 当第１四半期連結会計期間末における総資産は、168,013百万円となり、前連結会計年度末に比べ33,325百万円

減少致しました。これは主に、当第１四半期連結会計期間において、南部化成(株)グループ10社、(株)タクミッ

ク・エスピーグループ５社及びその他３社の持分を譲渡したことにより連結の範囲から除いたことが大きく影響し

ております。 

 その結果、流動資産は、前連結会計年度末に比べ17,450百万円減少し87,790百万円となりました。これは主に、

売上債権が16,447百万円(うち連結除外影響額8,528百万円）、たな卸資産が1,819百万円(うち連結除外影響1,880

百万円)、その他が2,235百万円（うち連結除外影響額976百万円)それぞれ減少した一方で、現金及び預金が3,636

百万円増加したことによるものであります。 

 固定資産は、前連結会計年度末に比べ15,874百万円減少し80,222百万円となりました。これは主に、有形及び無

形固定資産が14,548百万円(うち連結除外影響額12,423百万円、減損損失計上額1,502百万円)減少したことによる

ものであります。 

 負債は、前連結会計年度末に比べ22,616百万円減少し144,577百万円となりました。これは主に、仕入債務が

8,921百万円（うち連結除外影響額6,328百万円)、リース債務が724百万円（うち連結除外影響額610百万円),事業

構造改善引当金が1,769百万円、借入金が6,014百万円（うち連結除外影響額4,177百万円)、退職給付引当金が

1,205百万円(うち連結除外影響額1,098百万円)、その他が1,222百万円(うち連結除外影響額245百万円)それぞれ減

少したことによるものであります。 

 純資産は、前連結会計年度末に比べ10,708百万円減少し23,435百万円となりました。これは主に、四半期純損失

を6,333百万円計上することよる利益剰余金の減少及び少数株主持分が5,854百万円（うち連結除外影響額5,857百

万円）減少した一方で、負の為替換算調整勘定1,234百万円が減少したことによるものであります。 

  

  

 平成21年５月20日発表の第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想に変更はありません。 

  

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

㈱アーク(7873)　平成22年３月期 第１四半期決算短信

－ 5 －



  

 前連結会計年度末において当社の連結子会社でありました南部化成(株)は株式譲渡により連結の範囲から除い

ております。 

  

 ①簡便な会計処理 

 該当事項はありません。 

 ②四半期連結財務諸表作成に特有の会計処理 

 該当事項はありません。  

  

     会計処理基準に関する事項の変更 

     （工事契約に関する会計基準） 

 請負事業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

計期間に着手した工事契約から、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

れる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積は原価比例法）を、その他の工事については工事完成

基準を適用しております。これによる連結財務諸表に与える影響は軽微であります。     

  

 当社グループは前連結会計年度において、３期連続の当期純損失を計上しており、当連結会計年度においても

当期純損失の見込みであるため、４期連続の当期純損失の懸念が生じております。 

 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、これまでコア事業の見直しや

不採算事業の整理を中心とした「事業再構築」を実施してまいりました。その結果、平成19年３月期末に180社

あった連結子会社数は、当第１四半期連結会計期間末においては105社まで整理され、平成20年３月期末に

150,117百万円あった連結有利子負債も101,171百万円まで減少しており、確実に事業再構築の効果は上がってき

ておりますが、目指すべき姿に至るには、もう一段の再構築が必要であると考え、平成21年７月に新中期経営計

画「ＡＲＲＫ２４」を策定しました。 

 「ＡＲＲＫ ２４」では、今後３ヵ年を以下のように位置付けております。 

 ①平成22年３月期：事業再構築完了（子会社運営方針の刷新～連峰経営からの脱却） 

 ②平成23年３月期：新生アークの成長基盤確立と連結経営定着 

 ③平成24年３月期：新生アークの安定成長元年 

  

 これまでに着手・実施してきた「事業再構築」の完了と「新生アーク」としての再出発を目指し、下記施策を

実施してまいります。 

  

＜新中期経営計画「ＡＲＲＫ ２４」の基本方針＞ 

 ①新製品開発を通して、お客様とともに生活を豊かにするモノづくりに貢献する。 

 ②個社の自主性を重んじる連峰経営から脱却し、グループ総体としての企業価値向上を志向する連結経営への

転換を図る。 

 ③グループ一丸となって経営課題に取り組み、より収益力の高い企業グループとして再生する。 

  

＜新中期経営計画「ＡＲＲＫ ２４」における経営方針及び重点施策＞ 

 ①事業ドメインの再定義による経営資源の集中 

 （1）事業領域（コア事業） 

 「デザイン・設計」「モデル」「金型」と位置付け、経営資源を集中化。下流及び付随工程については撤

退する方向で資本提携を見直す。但し、シナジーが見込める先についてのみ、業務提携は継続。 

 （2）経営資源の効率的な活用 

 複数のグループ会社で重複する品目を集約。 

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）継続企業の前提に関する重要事象等
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 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）不採算な海外事業からの撤退 

 欧州、北米、アジア地域の不採算海外子会社が対象。 

 （2）欧州、北米地域の体制 

 「金型」については販売／メンテナンス機能のみを残す。「デザイン・設計」「モデル」については、従

来どおり現地で一貫してサービスを提供できる体制を残す。 

 （3）アジア地域の位置付け 

 タイアークをアークグループにおける「世界の工場」と位置付け、先進国の技術力と、途上国のコスト競

争力を併せ持った価値を提供。これに中国・台湾の拠点を加えて全世界に安価、良質の製品を供給する。 

 ③経営資源の集中による業務効率化と市場開拓 

 （1）コア事業領域（デザイン・設計、モデル）における新分野での需要開拓 

 用途別売上において主力である自動車関連及び家電・情報通信機器関連に加え、医療機器、航空機等の成

長を見込める分野の需要開拓に注力（平成21年３月期の新分野「医療機器、航空機等」での売上高比率約

４％を平成24年３月期では10％以上を目指す）。 

 （2）非コア事業領域における多様なニーズへの対応力の保持 

 事業再構築によりグループ規模を縮小する一方、連結対象外となった会社の内、シナジー効果が見込める

先については業務提携を維持し、それらの会社とともにお客様の多様なニーズに対応。 

 （3）コア事業領域（デザイン・設計、モデル）における高度技術者の確保及び育成 

 お客様の設計品質改善による開発コスト削減及び期間短縮化ニーズに対応するため、開発工程の上流を担

う高度技術者の確保及び育成。例えば、グループ内で保有する匠の技や解析シミュレーション技術の育成を

図り、それらの技術・ノウハウを活かした提案機能を強化する。 

 （4）コア事業領域（金型）における業務の標準化 

 先進及び熟練技術を持つ日本国内のグループ金型会社における、金型製作に関わる業務の標準化の推進。

 （5）コア事業領域（金型）におけるアジア地域における生産力強化 

 アジア地域の生産効率の向上を図るため、日本国内からタイアークへ金型技術や生産管理ノウハウの移

転・改善を実施。 

 （6）コア事業領域（モデル）における海外拠点の強化 

 日本国内をはじめとするグループ内で保有するノウハウを駆使し、他の海外グループ会社の改善を推進。

 ④管理体制の強化 

 （1）内部統制の向上 

 グループ会社数を管理統制できる数に大幅に削減のうえ、グループ会社の経営層には親会社の役職員が出

向し、経営状況及び業績の変化にいち早く対応できる体制を確立。 

 （2）権限・責任体系 

 管理レベル別の経営責任を明確にし、権限と責任をリンクさせた体系を策定。 

 （3）業績管理 

 業績管理のKPI（※）設定。業績モニタリング体制の構築及びPDCA管理の徹底。 

 （※）KPI…Key Performance Indicator（業績評価指標） 

 ⑤財務基盤の強化 

 （1）事業利益向上 

 事業収益にこだわり、半期毎にグループ体制の見直しを実施。 

 （2）内部留保充実 

 収益性向上及びキャッシュフローを重視した経営。 

 （3）有利子負債の削減 

 事業収益性とバランスの取れた水準まで有利子負債を削減。 

 （4）資本増強 

 中期経営計画の蓋然性を高めるためにも、様々な選択肢の中から検討予定。 

  

 なお、当社は現在大手アドバイザリー会社のアドバイスの下、特に上記④の管理体制の強化が急務と考え、検

討ワークグループを立ち上げ、連結経営の着実な定着化に向けて取り組んでおります。 
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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 31,589 27,952

受取手形及び売掛金 32,930 49,377

有価証券 963 1,466

商品及び製品 1,505 3,397

仕掛品 10,033 9,061

原材料及び貯蔵品 2,812 3,712

繰延税金資産 687 868

未収還付法人税等 804 807

その他 7,607 9,843

貸倒引当金 △1,144 △1,247

流動資産合計 87,790 105,240

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 36,388 43,844

減価償却累計額 △18,766 △21,467

建物及び構築物（純額） 17,622 22,376

機械装置及び運搬具 62,200 74,970

減価償却累計額 △46,551 △54,139

機械装置及び運搬具（純額） 15,649 20,831

工具、器具及び備品 20,343 24,842

減価償却累計額 △14,326 △17,380

工具、器具及び備品（純額） 6,017 7,461

土地 19,714 22,550

建設仮勘定 986 1,079

有形固定資産合計 59,989 74,301

無形固定資産   

のれん 6,727 6,794

その他 1,422 1,593

無形固定資産合計 8,150 8,387

投資その他の資産   

投資有価証券 5,472 6,436

長期貸付金 2,459 2,028

差入保証金 1,174 1,503

繰延税金資産 895 864

その他 2,534 2,895

貸倒引当金 △454 △320

投資その他の資産合計 12,082 13,408

固定資産合計 80,222 96,097

資産合計 168,013 201,338
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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 17,176 26,097

短期借入金 48,889 52,233

1年内返済予定の長期借入金 17,958 17,544

リース債務 677 1,019

未払金 3,105 3,488

未払法人税等 688 1,016

未払消費税等 603 872

未払費用 3,539 4,001

繰延税金負債 516 371

賞与引当金 917 1,550

事業構造改善引当金 447 2,216

その他 7,174 8,397

流動負債合計 101,694 118,810

固定負債   

社債 950 950

長期借入金 31,310 34,394

リース債務 1,245 1,628

繰延税金負債 3,832 4,407

再評価に係る繰延税金負債 27 27

退職給付引当金 4,107 5,313

役員退職慰労引当金 225 401

その他 1,183 1,260

固定負債合計 42,882 48,383

負債合計 144,577 167,194

純資産の部   

株主資本   

資本金 30,755 30,755

資本剰余金 1,059 1,059

利益剰余金 △13,943 △7,610

自己株式 △29 △29

株主資本合計 17,841 24,174

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 56 △186

土地再評価差額金 △263 △263

為替換算調整勘定 △5,607 △6,842

評価・換算差額等合計 △5,814 △7,292

新株予約権 26 24

少数株主持分 11,382 17,237

純資産合計 23,435 34,144

負債純資産合計 168,013 201,338
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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 87,362 31,437

売上原価 73,423 28,000

売上総利益 13,938 3,437

販売費及び一般管理費 11,073 5,598

営業利益又は営業損失（△） 2,865 △2,160

営業外収益   

受取利息 193 87

デリバティブ評価益 397 －

助成金収入 － 235

その他 478 265

営業外収益合計 1,070 588

営業外費用   

支払利息 1,187 574

為替差損 1,212 197

シンジケートローン手数料 230 300

デリバティブ評価損 － 24

持分法による投資損失 － 416

その他 490 95

営業外費用合計 3,119 1,609

経常利益又は経常損失（△） 815 △3,181

特別利益   

固定資産売却益 189 91

投資有価証券売却益 － 142

貸倒引当金戻入額 148 54

関係会社株式売却益 981 －

前期損益修正益 － 92

その他 38 99

特別利益合計 1,358 480

特別損失   

固定資産除売却損 78 11

事業構造改善費用 － 2,172

たな卸資産評価損 293 －

減損損失 － 1,502

その他 28 164

特別損失合計 401 3,851

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（△）

1,772 △6,552

法人税、住民税及び事業税 1,735 214

法人税等調整額 △463 △285

法人税等合計 1,272 △71

少数株主利益又は少数株主損失（△） 680 △147

四半期純損失（△） △180 △6,333
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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（△）

1,772 △6,552

減価償却費 3,177 1,742

のれん償却額 340 103

退職給付引当金の増減額（△は減少） 221 △110

貸倒引当金の増減額（△は減少） △51 △83

賞与引当金の増減額（△は減少） △195 △432

固定資産除売却損益（△は益） △110 △79

事業構造改善費用 － 2,172

減損損失 － 1,502

受取利息及び受取配当金 △210 △107

支払利息 1,187 574

売上債権の増減額（△は増加） △5,018 8,662

たな卸資産の増減額（△は増加） 4,021 83

仕入債務の増減額（△は減少） △1,333 △2,916

その他の流動資産の増減額（△は増加） △2,083 △360

その他の固定資産の増減額（△は増加） 655 △161

その他の流動負債の増減額（△は減少） △976 △1,807

その他の固定負債の増減額（△は減少） 15 △48

その他 △4 △206

小計 1,407 1,974

利息及び配当金の受取額 119 129

利息の支払額 △1,140 △652

法人税等の支払額 △1,916 △499

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,530 950

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 △1,337 △1,132

定期預金の払戻による収入 914 623

投資有価証券の取得による支出 － △72

投資有価証券の売却による収入 － 241

関係会社株式の取得による支出 △258 △50

有形固定資産の取得による支出 △5,962 △681

有形固定資産の売却による収入 708 140

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

948 2,404

過年度関係会社株式売却代金の回収による収入 － 2,330

短期貸付金の増減額（△は増加） 31 101

長期貸付けによる支出 △20 △392

長期貸付金の回収による収入 247 90

その他 △687 △76

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,414 3,527
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（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) 

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） 8,491 △2,345

長期借入れによる収入 3,658 4,034

長期借入金の返済による支出 △5,052 △3,669

社債の償還による支出 △386 －

少数株主への配当金の支払額 △375 △96

その他 △793 △215

財務活動によるキャッシュ・フロー 5,542 △2,293

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,462 573

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,865 2,759

現金及び現金同等物の期首残高 41,466 27,838

現金及び現金同等物の四半期末残高 38,600 30,597
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 当社グループは前連結会計年度において、３期連続の当期純損失を計上しており、当連結会計年度においても

当期純損失の見込みであるため、４期連続の当期純損失の懸念が生じております。 

 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、これまでコア事業の見直しや

不採算事業の整理を中心とした「事業再構築」を実施してまいりました。その結果、平成19年３月期末に180社

あった連結子会社数は、当第１四半期連結会計期間末においては105社まで整理され、平成20年３月期末に

150,117百万円あった連結有利子負債も101,171百万円まで減少しており、確実に事業再構築の効果は上がってき

ておりますが、目指すべき姿に至るには、もう一段の再構築が必要であると考え、平成21年７月に新中期経営計

画「ＡＲＲＫ２４」を策定しました。 

 「ＡＲＲＫ ２４」では、今後３ヵ年を以下のように位置付けております。 

 ①平成22年３月期：事業再構築完了（子会社運営方針の刷新～連峰経営からの脱却） 

 ②平成23年３月期：新生アークの成長基盤確立と連結経営定着 

 ③平成24年３月期：新生アークの安定成長元年 

  

 これまでに着手・実施してきた「事業再構築」の完了と「新生アーク」としての再出発を目指し、下記施策を

実施してまいります。 

  

＜新中期経営計画「ＡＲＲＫ ２４」の基本方針＞ 

 ①新製品開発を通して、お客様とともに生活を豊かにするモノづくりに貢献する。 

 ②個社の自主性を重んじる連峰経営から脱却し、グループ総体としての企業価値向上を志向する連結経営への

転換を図る。 

 ③グループ一丸となって経営課題に取り組み、より収益力の高い企業グループとして再生する。 

  

＜新中期経営計画「ＡＲＲＫ ２４」における経営方針及び重点施策＞ 

 ①事業ドメインの再定義による経営資源の集中 

 （1）事業領域（コア事業） 

 「デザイン・設計」「モデル」「金型」と位置付け、経営資源を集中化。下流及び付随工程については撤

退する方向で資本提携を見直す。但し、シナジーが見込める先についてのみ、業務提携は継続。 

 （2）経営資源の効率的な活用 

 複数のグループ会社で重複する品目を集約。 

 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）不採算な海外事業からの撤退 

 欧州、北米、アジア地域の不採算海外子会社が対象。 

 （2）欧州、北米地域の体制 

 「金型」については販売／メンテナンス機能のみを残す。「デザイン・設計」「モデル」については、従

来どおり現地で一貫してサービスを提供できる体制を残す。 

 （3）アジア地域の位置付け 

 タイアークをアークグループにおける「世界の工場」と位置付け、先進国の技術力と、途上国のコスト競

争力を併せ持った価値を提供。これに中国・台湾の拠点を加えて全世界に安価、良質の製品を供給する。 

 ③経営資源の集中による業務効率化と市場開拓 

 （1）コア事業領域（デザイン・設計、モデル）における新分野での需要開拓 

 用途別売上において主力である自動車関連及び家電・情報通信機器関連に加え、医療機器、航空機等の成

長を見込める分野の需要開拓に注力（平成21年３月期の新分野「医療機器、航空機等」での売上高比率約

４％を平成24年３月期では10％以上を目指す）。 

 （2）非コア事業領域における多様なニーズへの対応力の保持 

 事業再構築によりグループ規模を縮小する一方、連結対象外となった会社の内、シナジー効果が見込める

先については業務提携を維持し、それらの会社とともにお客様の多様なニーズに対応。 

 （3）コア事業領域（デザイン・設計、モデル）における高度技術者の確保及び育成 

 お客様の設計品質改善による開発コスト削減及び期間短縮化ニーズに対応するため、開発工程の上流を担

う高度技術者の確保及び育成。例えば、グループ内で保有する匠の技や解析シミュレーション技術の育成を

図り、それらの技術・ノウハウを活かした提案機能を強化する。 

 （4）コア事業領域（金型）における業務の標準化 

 先進及び熟練技術を持つ日本国内のグループ金型会社における、金型製作に関わる業務の標準化の推進。

（４）継続企業の前提に関する注記

㈱アーク(7873)　平成22年３月期 第１四半期決算短信

－ 13 －



 （5）コア事業領域（金型）におけるアジア地域における生産力強化 

 アジア地域の生産効率の向上を図るため、日本国内からタイアークへ金型技術や生産管理ノウハウの移

転・改善を実施。 

 （6）コア事業領域（モデル）における海外拠点の強化 

 日本国内をはじめとするグループ内で保有するノウハウを駆使し、他の海外グループ会社の改善を推進。

 ④管理体制の強化 

 （1）内部統制の向上 

 グループ会社数を管理統制できる数に大幅に削減のうえ、グループ会社の経営層には親会社の役職員が出

向し、経営状況及び業績の変化にいち早く対応できる体制を確立。 

 （2）権限・責任体系 

 管理レベル別の経営責任を明確にし、権限と責任をリンクさせた体系を策定。 

 （3）業績管理 

 業績管理のKPI（※）設定。業績モニタリング体制の構築及びPDCA管理の徹底。 

 （※）KPI…Key Performance Indicator（業績評価指標） 

 ⑤財務基盤の強化 

 （1）事業利益向上 

 事業収益にこだわり、半期毎にグループ体制の見直しを実施。 

 （2）内部留保充実 

 収益性向上及びキャッシュフローを重視した経営。 

 （3）有利子負債の削減 

 事業収益性とバランスの取れた水準まで有利子負債を削減。 

 （4）資本増強 

 中期経営計画の蓋然性を高めるためにも、様々な選択肢の中から検討予定。 

  

 なお、当社は現在大手アドバイザリー会社のアドバイスの下、特に上記④の管理体制の強化が急務と考え、検

討ワークグループを立ち上げ、連結経営の着実な定着化に向けて取り組んでおります。 

  

 以上の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が、経営資源の集中の進捗には、重要な不確実性が伴うと理解しております。 

  

 四半期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

は四半期連結財務諸表には反映しておりません。 

  

 なお、前連結会計年度において連結経常損失となり、当社のコミットメントライン契約の財務制限条項のう

ち、連結経常損益の黒字維持条項に抵触致しましたが、銀行団との協議を行い、結果、新たに総額19,425百万円

のコミットメントライン契約を平成21年６月30日に締結致しました。 

  

  

 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）及び当第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） 

 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。 

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕
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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） 

（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． 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、当第１

四半期連結会計期間より「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、営業利益が国内で74百万円、北米で21百万円それぞれ増

加し、アジアでは９百万円減少しております。 

４． 当第１四半期連結会計期間より、「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、営業利益が北米で151百万円増加しております。 

  

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。 

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、インド 

〔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） 

売上高               

(1）外部顧客に対する売

上高 
 33,935  5,475  10,266  37,684  87,362  －  87,362

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 1,295  0  23  1,292  2,611 (2,611)  －

計  35,230  5,475  10,290  38,977  89,974 (2,611)  87,362

営業利益  1,670  323  8  1,003  3,005 (140)  2,865

  
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） 

売上高               

(1）外部顧客に対する売

上高 
 10,377  1,285  7,070  12,703  31,437  －  31,437

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 293  19  18  719  1,051 (1,051)  －

計  10,671  1,305  7,089  13,423  32,489 (1,051)  31,437

営業利益又は 

営業損失（△）  
 △1,325  45  △349  △499  △2,129 (31)  △2,160
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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） 

（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（但し、連結会社

間の内部売上高は除く。）であります。 

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。 

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、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（但し、連結会社

間の内部売上高は除く。）であります。 

 該当事項はありません。 

   

〔海外売上高〕

  北米 欧州 アジア 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  6,550  11,236  37,732  55,518

Ⅱ 連結売上高（百万円）        87,362

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に

占める割合（％） 
 7.5  12.9  43.2  63.6

  北米 欧州 アジア 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  1,420  7,157  12,518  21,097

Ⅱ 連結売上高（百万円）        31,437

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に

占める割合（％） 
 4.5  22.8  39.8  67.1

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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