
平成22年3月期 第2四半期決算短信 

平成21年11月11日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社アーク 上場取引所 東 JQ 

コード番号 7873 URL http://www.arrk.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役会長兼社長 （氏名） 荒木 壽一

問合せ先責任者 （役職名） 常務取締役 （氏名） 土生田 充功 TEL 06-6260-1801
四半期報告書提出予定日 平成21年11月13日

配当支払開始予定日 ―

1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 64,217 △62.1 △4,245 ― △4,937 ― △13,735 ―

21年3月期第2四半期 169,237 ― 4,097 ― 3,592 ― 759 ―

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2四半期 △201.78 ―

21年3月期第2四半期 11.15 ―

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2四半期 147,385 15,413 3.8 82.49
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2四半期  5,615百万円 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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
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 ― 0.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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

通期 135,000 △54.6 △4,000 ― △5,500 ― △17,000 ― △249.72
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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、５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、５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2四半期 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2四半期  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2四半期 68,074,916株 21年3月期第2四半期 68,075,043株
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 当第２四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景気低迷が継続しまし

た。経済対策等を背景に、アジアを中心とした景気回復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、在庫調整の一巡や経済対策等により景気持ち直し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、３ヵ年の中期経営計画「ＡＲＲＫ ２４」の初年度として、「事業再

構築及び連結経営への転換」に着手してまいりました。 

 管理面では、事業再構築を図るべく、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２四半期連結累計期間末においては97社）、連結有利子負債の削減（前連結会

計年度末に107,910百万円あった連結有利子負債は、当第２四半期連結累計期間末においては90,727百万円）を行

いました。また、連結経営への転換を図るべく組織したプロジェクトにて、以下の事項に取り組んでまいりまし

た。 

（１）グループ一丸となって経営課題に取り組むべく、従業員レベルで「ＡＲＲＫ２４」を共有するのための説明

会を開催。 

（２）経営方針の抜本的転換に伴う、子会社管理方針、投資等権限（重要事項と決裁区分）、利益処分方針の明確

化及び周知徹底。 

（３）子会社業績評価基準のルール確立、及び対応ルール（経営介入/撤退）の判断基準を明確化。 

（４）事業計画・予算策定プロセスの高度化。 

（５）業績モニタリングの決定（業績管理のＫＰＩ（※）を設定）。 

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

（６）グループ全体の動向を把握した計画的な資金管理体制の構築。 

 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・推進による事業価値の 大化に取り組んでおります。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を推進する一方、専門チームを設立し

新分野への需要開拓を展開しております。 

  

 当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高64,217百万円（前年同期比62.1％減）、営業損失4,245百万円（前

年同期は営業利益4,097百万円）となりました。また、支払利息1,152百万円及び持分法による投資損失514百万円

等を計上した結果、経常損失4,937百万円（前年同期は経常利益3,592百万円）となりました。さらに、子会社清算

益361百万円及び投資有価証券売却益288百万円等の特別利益1,368百万円を計上する一方で、減損損失3,939百万円

（※１）及び事業構造改善費用3,511百万円（※２）等の特別損失10,268百万円を計上した結果、四半期純損失は

13,735百万円（前年同期は四半期純利益759百万円）となりました。 

  

（※１）減損損失の内訳 

（※２）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。 

  

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

場所 用途 種類 （百万円） 

国内４件、アジア３件、欧州３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」その他  

3,427

国内２件、アジア１件、欧州１件 のれん のれん 512

合計     3,939

場所 内容 （百万円） 

国内１件、アジア３件、北米１件、欧州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 
2,502

国内６件、アジア４件、北米２件、欧州６件 事業再構築に伴う資産人員整理等の損失 1,009

合計   3,511
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 なお、当第２四半期連結累計期間及び前第２四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２四半期連結

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。） 

  

 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、携帯電話、薄型テレビをはじめとする民生機器分野、自動車・二輪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22,255百万円（前年

同期比64.9％減）、営業損失は2,196百万円（前年同期は営業利益2,777百万円）となりました。 

（２）北米 

 北米地域におきましては、大手自動車メーカーや一次部品メーカーの破綻等に伴い、景気悪化に拍車が掛か

り、受注取り消しや延期といった事態が相次ぎました。その結果、売上高は2,354百万円（前年同期比73.2％

減）、営業損失は234百万円（前年同期は営業利益132百万円）となりました。 

（３）欧州 

 欧州地域におきましては、ＥＵ加盟国の多くが導入した自動車買い替え支援策が奏功したものの、今後も失業

率の大幅上昇が予想されるなか、個人消費の本格的な回復については依然不透明な状況であります。その結果、

売上高は14,632百万円（前年同期比29.7％減）、営業損失は260百万円（前年同期は営業利益86百万円）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、金型分野において、景気後退を受け各メーカーが中国へ調達先を切り

替えたことに伴う受注増があったものの、モデル分野において、販売価格の低下等により苦戦を強いられまし

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、モデル分野において、

新年度予算削減や開発案件凍結に伴い受注が大きく減少し、金型分野において、小型民生分野の受注が増加傾向

にあるものの、大型輸送機器分野の減少により依然低迷傾向が継続しております。その結果、売上高は24,975百

万円（前年同期比67.2％減）、営業損失は1,457百万円（前年同期は営業利益1,355百万円）となりました。 

  

 前第２四半期連結累計期間 

（自 平成20年４月１日 

至 平成20年９月30日）  

当第２四半期連結累計期間 

（自 平成21年４月１日 

至 平成21年９月30日）  

  
連結損益 

計算書 

内、当第２四半

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２四半

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 ）  169,237  66,514  102,723  64,217  3,678  60,538

売上総利益（百万円）  26,071  9,108  16,962  6,692  484  6,207

営業利益又は営業損失

（ △ ） （ 百 万 円 ） 
 4,097  1,762  2,335  △4,245  120  △4,366
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 当第２四半期連結会計期間末における総資産は、147,385百万円となり、前連結会計年度末に比べ53,953百万円 

減少致しました。これは主に、当第２四半期連結累計期間において、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４社の持分譲渡及びその他連結子会社２社を持分法適用会社へ移行したこと

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33,178百万円減少し72,062百万円となりました。これは主に、

現金及び預金が6,040百万円（うち連結除外影響額7,438百万円）、売上債権が17,273百万円(うち連結除外影響額

9,586百万円)、たな卸資産が3,282百万円(うち連結除外影響額2,953百万円)、その他が4,609百万円（うち連結除

外影響額1,553百万円）それぞれ減少したことによるものです。 

 固定資産は、前連結会計年度末に比べ20,774百万円減少し75,323百万円となりました。これは主に、有形及び無

形固定資産が17,920百万円(うち連結除外影響額14,831百万円、減損損失計上額3,939百万円)の減少及び関係会社

への貸付金等に対する貸倒引当金が1,450百万円増加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35,222百万円減少し131,971百万円となりました。これは主に、仕入債務が 

9,826百万円（うち連結除外影響額7,306百万円）、リース債務が894百万円（うち連結除外影響額610百万円）,事

業構造改善引当金が1,225百万円、借入金が16,208百万円（うち連結除外影響額4,722百万円）、退職給付引当金が

1,227百万円(うち連結除外影響額1,106百万円)、その他が2,200百万円(うち連結除外影響額1,978百万円)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18,730百万円減少し15,413百万円となりました。これは主に、四半期純損失

を13,735百万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7,467百万円（うち連結除外影響額7,164百

万円）減少した一方で、負の為替換算調整勘定2,251百万円が減少したことによるものであります。 

  

  

 第２四半期の業績及び今後の見通し等を踏まえ、平成21年５月20日に公表しました平成22年３月期の業績予想を修

正致しました。 

 詳細につきましては、本日（平成21年11月11日）別途公表致しました「第２四半期業績予想との差異及び通期業績

予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

  

  

   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）を第１四半期連結会計期間より適用し、第１四半期連結会計期

間に着手した工事契約から、当第２四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。 

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

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
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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。 

 当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策につきましては、「５．四半期連結財務諸表 （４）継

続企業の前提に関する注記」に記載のとおりであります。 

（４）継続企業の前提に関する重要事象等
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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２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 21,912 27,952

受取手形及び売掛金 32,104 49,377

有価証券 1,009 1,466

商品及び製品 1,925 3,397

仕掛品 8,450 9,061

原材料及び貯蔵品 2,512 3,712

繰延税金資産 757 868

未収還付法人税等 216 807

その他 5,233 9,843

貸倒引当金 △2,061 △1,247

流動資産合計 72,062 105,240

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 36,640 43,844

減価償却累計額 △19,024 △21,467

建物及び構築物（純額） 17,615 22,376

機械装置及び運搬具 57,581 74,970

減価償却累計額 △44,634 △54,139

機械装置及び運搬具（純額） 12,947 20,831

工具、器具及び備品 20,648 24,842

減価償却累計額 △14,695 △17,380

工具、器具及び備品（純額） 5,953 7,461

土地 19,802 22,550

建設仮勘定 1,046 1,079

有形固定資産合計 57,365 74,301

無形固定資産   

のれん 6,310 6,794

その他 1,093 1,593

無形固定資産合計 7,403 8,387

投資その他の資産   

投資有価証券 6,214 6,436

長期貸付金 2,287 2,028

差入保証金 1,124 1,503

繰延税金資産 442 864

その他 2,257 2,895

貸倒引当金 △1,771 △320

投資その他の資産合計 10,554 13,408

固定資産合計 75,323 96,097

資産合計 147,385 201,338
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 16,271 26,097

短期借入金 40,887 52,233

1年内返済予定の長期借入金 17,594 17,544

リース債務 600 1,019

未払金 2,494 3,488

未払法人税等 629 1,016

未払消費税等 321 872

未払費用 3,439 4,001

繰延税金負債 568 371

賞与引当金 1,235 1,550

事業構造改善引当金 991 2,216

その他 6,458 8,397

流動負債合計 91,493 118,810

固定負債   

社債 890 950

長期借入金 29,482 34,394

リース債務 1,152 1,628

繰延税金負債 3,618 4,407

再評価に係る繰延税金負債 27 27

退職給付引当金 4,085 5,313

役員退職慰労引当金 220 401

その他 1,000 1,260

固定負債合計 40,477 48,383

負債合計 131,971 167,194

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 △21,311 △7,610

自己株式 △29 △29

株主資本合計 10,474 24,174

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △4 △186

土地再評価差額金 △263 △263

為替換算調整勘定 △4,591 △6,842

評価・換算差額等合計 △4,858 △7,292

新株予約権 27 24

少数株主持分 9,770 17,237

純資産合計 15,413 34,144

負債純資産合計 147,385 201,338
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 169,237 64,217

売上原価 143,166 57,524

売上総利益 26,071 6,692

販売費及び一般管理費 21,973 10,937

営業利益又は営業損失（△） 4,097 △4,245

営業外収益   

受取利息 418 149

為替差益 － 245

デリバティブ評価益 72 －

助成金収入 － 596

持分法による投資利益 430 －

その他 1,759 553

営業外収益合計 2,680 1,544

営業外費用   

支払利息 2,240 1,152

為替差損 70 －

シンジケートローン手数料 230 300

デリバティブ評価損 － 31

持分法による投資損失 － 514

その他 644 240

営業外費用合計 3,186 2,237

経常利益又は経常損失（△） 3,592 △4,937

特別利益   

固定資産売却益 342 277

投資有価証券売却益 － 288

貸倒引当金戻入額 115 55

関係会社株式売却益 1,004 －

前期損益修正益 － 176

子会社清算益 － 361

その他 57 210

特別利益合計 1,520 1,368

特別損失   

固定資産除売却損 153 175

事業構造改善費用 972 3,511

たな卸資産評価損 293 －

減損損失 338 3,939

貸倒引当金繰入額 － 2,003

その他 193 637

特別損失合計 1,952 10,268

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（△）

3,161 △13,837
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

法人税、住民税及び事業税 2,894 360

法人税等調整額 △176 2

法人税等合計 2,717 362

少数株主損失（△） △315 △464

四半期純利益又は四半期純損失（△） 759 △13,735
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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（△）

3,161 △13,837

減価償却費 6,271 3,384

のれん償却額 579 189

退職給付引当金の増減額（△は減少） 473 △143

貸倒引当金の増減額（△は減少） 593 2,002

賞与引当金の増減額（△は減少） △82 △68

固定資産除売却損益（△は益） △189 △101

事業構造改善費用 972 3,511

減損損失 338 3,939

受取利息及び受取配当金 △442 △172

支払利息 2,240 1,152

売上債権の増減額（△は増加） △7,349 9,231

たな卸資産の増減額（△は増加） 5,198 872

仕入債務の増減額（△は減少） △225 △3,429

その他の流動資産の増減額（△は増加） △524 △280

その他の固定資産の増減額（△は増加） 621 △300

その他の流動負債の増減額（△は減少） △1,830 △2,158

その他の固定負債の増減額（△は減少） △259 △142

その他 △764 86

小計 8,783 3,736

利息及び配当金の受取額 410 246

利息の支払額 △2,380 △1,198

法人税等の支払額 △2,461 △826

法人税等の還付額 1,700 778

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,051 2,736

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 △1,923 △2,469

定期預金の払戻による収入 1,759 2,536

投資有価証券の取得による支出 － △89

投資有価証券の売却による収入 － 487

関係会社株式の取得による支出 △382 △129

有形固定資産の取得による支出 △12,316 △2,560

有形固定資産の売却による収入 1,605 486

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

764 2,035

過年度関係会社株式売却代金の回収による収入 － 2,997

短期貸付金の増減額（△は増加） △25 626

長期貸付けによる支出 △346 △414

長期貸付金の回収による収入 273 108

その他 △551 △20
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー △11,142 3,594

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） 5,201 △10,145

長期借入れによる収入 4,988 6,160

長期借入金の返済による支出 △8,707 △8,336

社債の償還による支出 △501 △79

少数株主への配当金の支払額 △451 △139

その他 △597 △437

財務活動によるキャッシュ・フロー △67 △12,979

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,360 519

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △6,518 △6,129

現金及び現金同等物の期首残高 41,466 27,838

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △3 △112

現金及び現金同等物の四半期末残高 34,944 21,596
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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、当該状況を解消すべく、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、３ヵ年の中期経営計画「ＡＲＲＫ２４」を実施しております。 

  

＜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。 

  

 当第２四半期連結累計期間においては、「ＡＲＲＫ２４」の初年度として、「事業再構築及び連結経営への転

換」に着手してまいりました。 

 管理面では、事業再構築を図るべく、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２四半期連結累計期間末においては97社）、連結有利子負債の削減（前連結

会計年度末に107,910百万円あった連結有利子負債は、当第２四半期連結累計期間末においては90,727百万円）

を行いました。 

 また、連結経営への転換を図るべく組織したプロジェクトにて、以下の事項に取り組んでまいりました。 

 ①グループ一丸となって経営課題に取り組むべく、従業員レベルで「ＡＲＲＫ２４」を共有するのための説明

会を開催。 

 ②経営方針の抜本的転換に伴う、子会社管理方針、投資等権限（重要事項と決裁区分）、利益処分方針の明確

化及び周知徹底。 

 ③子会社業績評価基準のルール確立、及び対応ルール（経営介入/撤退）の判断基準を明確化。 

 ④事業計画・予算策定プロセスの高度化。 

 ⑤業績モニタリングの決定（業績管理のＫＰＩ（※）を設定）。 

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

 ⑥グループ全体の動向を把握した計画的な資金管理体制の構築。 

 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。 

  

 中期経営計画「ＡＲＲＫ２４」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。 

  

  

 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。 

（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〕
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前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９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、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、当第２四半期連結累計期間の営業利益が国内で85百万

円減少、北米で19百万円増加し、アジアでは２百万円減少しております。 

   ４．  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、当第２四半期連結累計期間の営業利益が北米で127百

万円増加しております。 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９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 
 63,460  8,792  20,805  76,178  169,237  －  169,237

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 2,187  60  99  2,772  5,120 ( )5,120  －

計  65,647  8,853  20,905  78,951  174,357 ( )5,120  169,237

営業利益  2,777  132  86  1,355  4,351 ( )253  4,097

  
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 
 22,255  2,354  14,632  24,975  64,217  －  64,217

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 490  32  66  1,772  2,363 ( )2,363  －

計  22,745  2,387  14,699  26,747  66,580 ( )2,363  64,217

営業損失  △2,196  △234  △260  △1,457  △4,149 ( )96  △4,245
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前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９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また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２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９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また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）  10,965  22,934  74,873  108,773

Ⅱ 連結売上高（百万円）        169,237

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占

める割合（％） 
 6.5  13.6  44.2  64.3

  北米 欧州 アジア 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  2,549  14,755  25,007  42,312

Ⅱ 連結売上高（百万円）        64,217

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占

める割合（％） 
 4.0  23.0  38.9  65.9

（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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