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各 位 

上場会社名 田中精密工業株式会社 

代表者 代表取締役社長 岩井 逸雄 

（コード番号 7218） 

問合せ先責任者 経営企画室室長 稲垣 浩靖 

（TEL  076-451-7651） 

減損処理に伴う特別損失の計上及び業績予想の修正並びに配当予想の修正に関するお知らせ 

 

当社は、平成22年３月期第２四半期決算において、下記の通り減損損失を特別損失に計上することといたし

ましたのでお知らせいたします。また、この減損損失計上及び 近の業績動向を踏まえ、平成21年４月27日付 

当社「平成21年３月期 決算短信」にて発表いたしました平成22年３月期通期（連結･個別）業績予想並びに平

成22年３月期 配当予想を下記の通り修正いたしましたのでお知らせいたします。 

記 

１．減損処理に伴う特別損失の計上及びその内容 

平成22年３月期の業績につきましては、固定費圧縮に向けた全社挙げての諸施策実施により、上向いており

ますものの、中長期的には、当社主力部品が搭載される車種の国内生産減少や海外生産へのシフトによる輸出

の減少などが顕在化しつつあり、当社を取り巻く環境は依然厳しい状況が見込まれます。 

これらの状況により、田中精密工業㈱において収益性の低下している一部の固定資産グループに減損の兆候

が認められたことから「固定資産の減損に係る会計基準」に基づき、その回収可能性を検討しました結果、そ

れら固定資産の減損処理（個別 1,315百万円）を行い、特別損失に計上することといたしました。 

 

２．業績予想の修正          （金額の単位：百万円） 

平成 22 年３月期第２四半期連結累計期間連結業績予想数値の修正（平成 21 年４月１日～平成 21 年９月 30 日） 

 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

前回発表予想(Ａ) 13,060 △1,600 △1,770 △1,160 △118 84 

今回発表予想(Ｂ) 14,140 △1,270 △1,360 △2,190 △224 36 

増減額(Ｂ－Ａ) 1,080 330 410 △1,030 ― 

増減率(％) 8.3 ― ― ― ― 

(ご参考)前期第２四半期実績 

(平成21年3月期第２四半期) 
21,531 46 111 △45 △4 62 

 

平成 22 年３月期通期連結業績予想数値の修正（平成 21 年４月１日～平成 22 年３月 31 日） 

 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

前回発表予想(Ａ) 29,320 △1,430 △1,760 △1,290 △132 16 

今回発表予想(Ｂ) 31,510 △ 750 △ 910 △2,140 △219 24 

増減額(Ｂ－Ａ) 2,190 680 850 △ 850 ― 

増減率(％) 7.5 ― ― ― ― 

（ご参考）前期実績 

（平成 21 年 3 月期） 
35,696 △1,694 △1,687 △2,152 △220 52 
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平成 22 年３月期第２四半期累計期間個別業績予想数値の修正（平成 21 年４月１日～平成 21 年９月 30 日） 

 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

前回発表予想(Ａ) 6,190 △1,370 △1,260 △  750 △ 76 84 

今回発表予想(Ｂ) 6,530 △1,340 △1,170 △2,010 △205 92 

増減額(Ｂ－Ａ) 340 30 90 △1,260 ― 

増減率(％) 5.5 ― ― ― ― 

(ご参考)前期第２四半期実績 

(平成21年3月期第２四半期) 
12,284 △  558 △  133 △  122 △ 12 51 

 

平成 22 年３月期通期個別業績予想数値の修正（平成 21 年４月１日～平成 22 年３月 31 日） 

 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

前回発表予想(Ａ) 13,880 △1,620 △1,350 △  800 △ 81 96 

今回発表予想(Ｂ) 14,780 △1,410 △1,070 △1,940 △198 75 

増減額(Ｂ－Ａ) 900 210 280 △1,140 ― 

増減率(％) 6.5 ― ― ― ― 

（ご参考）前期実績 

（平成 21 年 3 月期） 
19,646 △1,905 △1,272 △1,983 △203 16 

修正の理由 

①平成 22 年３月期第２四半期連結累計期間連結業績予想数値修正の理由 

当第２四半期連結累計期間の売上高は、国内における４輪部品の増加（408 百万円）やエコカー

減税などの追い風を受けた自動車販売事業での増収（221 百万円）、米国子会社エフ・ティ・プレシ

ジョン・インコーポレーテッドにおける主力製品ロッカーアームの増加（203 百万円）、タイバーツ

の為替レートが想定より円安（想定レート１バーツ：2.5 円、確定レート１バーツ：2.82 円）とな

ったことによる為替換算の増収影響（208 百万円）などにより、前回予想に対し差異が見込まれま

す。 

損益面につきましては、日本・米国における増収効果や全社挙げての諸経費の圧縮により、営業

損失・経常損失とも前回公表の損失を軽減できる見込みであります。なお、純損失につきましては、

『１．減損処理に伴う特別損失の計上及びその内容』に記載の減損損失計上により、前回予想値に

対し大幅に拡大する見込みとなりました。 

この状況を受けて、第２四半期連結累計期間の売上高を 14,140 百万円（前回予想比 8.3％増）、

営業損失を 1,270 百万円（前回予想は 1,600 百万円の営業損失）、経常損失を 1,360 百万円（前回予

想は 1,770 百万円の経常損失）、四半期純損失を 2,190 百万円（前回予想は 1,160 百万円の四半期純

損失）とそれぞれ修正いたします。 

 

②平成 22 年３月期第２四半期累計期間個別業績予想の数値修正の理由 

当第２四半期累計期間の売上高は、２輪・汎用部品の海外生産へのシフトによる減少はあります

ものの、主力製品ロッカーアームをはじめ４輪部品の増加（408 百万円）により、前回予想に対し

差異が見込まれます。 

損益面につきましては、上記増収効果や諸経費の圧縮により、営業損失・経常損失とも前回公表

の損失を軽減できる見込みであります。なお、純損失につきましては、『１．減損処理に伴う特別損

失の計上及びその内容』に記載の減損損失計上により、前回予想値に対し大幅に拡大する見込みと

なりました。 

この状況を受けて、第２四半期累計期間の売上高を 6,530 百万円（前回予想比 5.5％増）、営業損

失を 1,340 百万円（前回予想は 1,370 百万円の営業損失）、経常損失を 1,170 百万円（前回予想は

1,260 百万円の経常損失）、四半期純損失を 2,010 百万円（前回予想は 750 百万円の四半期純損失）

とそれぞれ修正いたします。 
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③平成 22 年３月期通期連結業績予想及び個別業績予想の数値修正の理由 

平成 22 年３月期第３四半期以降の売上高は、日・米・タイ３極において増加が見込まれ、損益面

では、増収効果のほか、田中精密工業㈱での減損処理による固定費の圧縮をはじめ、３極において

経費節減施策を強力に継続展開することにより営業損失・経常損失とも前回公表の損失を軽減でき

る見込みであります。なお、純損失につきましては、『１．減損処理に伴う特別損失の計上及びその

内容』に記載の減損損失計上により、前回予想に対し差異が見込まれます。 

この状況を受けて、通期連結業績予想の売上高を 31,510 百万円（前回予想比 7.5％増）、営業損

失を 750 百万円（前回予想は 1,430 百万円の営業損失）、経常損失を 910 百万円（前回予想は 1,760

百万円の経常損失）、当期純損失を 2,140 百万円（前回予想は 1,290 百万円の当期純損失）、また、

通期個別業績予想の売上高を 14,780 百万円（前回予想比 6.5％増）、営業損失を 1,410 百万円（前

回予想は1,620百万円の営業損失）、経常損失を1,070百万円（前回予想は1,350百万円の経常損失）、

当期純損失を 1,940 百万円（前回予想は 800 百万円の当期純損失）とそれぞれ修正いたします。 

 

３．配当予想の修正 

 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
前回予想 

（平成 21 年４月 27 日） ― 4  00 ― 4  00 8  00

今回修正予想 ― 0  00 ― 0  00 0  00

当期実績 ― ― ― ― ― 

前期実績 

（平成 21 年 3 月期） 
― 8  00 ― 4  00 12  00

修正の理由 

当社利益配分に関する基本方針は、企業の体質強化と将来の事業展開に備えるため内部留保を図るとともに、

株主の皆様に対し、業績を勘案し適正かつ安定的な利益還元を行うこととしております。 

しかしながら、今回の減損処理により、平成 22 年３月期第２四半期累計期間及び通期の業績予想において

大幅な純損失が見込まれることから、誠に遺憾ながら平成 22 年３月期の中間配当を無配とする決定を行い、

また期末予想配当につきましても無配の予定とし、それぞれ修正いたしました。 

 

４．役職員の報酬等について 

当社を取り巻く環境及び今回の配当予想の修正を真摯に受け止め、管理職給与の減額期間（当初予定平成21

年12月31日まで）の延長につき、次のとおり決定いたしました。先に決定しております役員報酬の減額ととも

に併せてお知らせいたします。 

・代表取締役：平成22年６月30日まで報酬月額  20％減額 

・取 締 役：平成22年６月30日まで報酬月額  10％減額 

・監 査 役：平成22年６月30日まで報酬月額  10％減額 

・管 理 職：平成22年３月31日まで管理職給与 ５％減額 

以上 

 

※本資料に掲載されている将来に関する記述の部分は、資料作成時において当社が各種情報により判断した将

来情報でありますが、その内容を当社として保証するものではありません。予想数値等は、今後の経済情勢、

市場動向等の変化による不確実性を含有しております。 

 

 


