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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 96,154 △59.7 △5,183 ― △5,613 ― △15,987 ―

21年3月期第3四半期 238,758 ― 4,966 ― 2,344 ― △3,524 ―

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3四半期 △234.85 ―

21年3月期第3四半期 △51.77 ―

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3四半期 135,586 11,609 2.4 47.41
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3四半期  3,227百万円 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  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

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3四半期 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3四半期  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3四半期 68,074,911株 21年3月期第3四半期 68,075,016株
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 当第３四半期連結累計期間の世界経済は、景気刺激策等を背景に、アジアを中心とした回復傾向が見られるもの

の、北米、欧州では雇用情勢の悪化や、設備投資の抑制等が続き、依然として厳しい状況が続いております。国内

経済においても、個人消費の持ち直しや設備投資の下げ止まり等を背景に景気悪化に底打ちの兆しが見られるもの

の、雇用情勢の一層の悪化等により、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３四半期連結累計期間末においては82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３四半期連結累計期間末においては85,756百万円）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、以下の取り組みを実施致しました。 

（１）グループ戦略の策定 

（２）事業管理体系の変更 

（３）子会社管理方針の変更 

（４）管理体制強化施策の実施 

 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を推進しております。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、専門チームによる新分野への需要開拓を展開しております。 

  

 当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高96,154百万円（前年同期比59.7％減）、営業損失5,183百万円（前

年同期は営業利益4,966百万円）となりました。また、支払利息1,714百万円及び持分法による投資損失257百万円

等を計上した結果、経常損失5,613百万円（前年同期は経常利益2,344百万円）となりました。さらに、関係会社株

式売却益670百万円及び固定資産売却益630百万円等の特別利益2,459百万円を計上する一方で、事業構造改善費用

6,171百万円（※１）及び減損損失4,684百万円（※２）等の特別損失13,564百万円を計上した結果、四半期純損失

は15,987百万円（前年同期は四半期純損失3,524百万円）となりました。 

  

（※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 

  

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 内容 （百万円） 

国内３件、アジア４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 
4,669

国内６件、アジア４件、北米３件、欧州７件 事業再構築に伴う資産人員整理等の損失 1,501

合計   6,171

場所 用途 種類 （百万円） 

国内３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  

4,169

国内２件、アジア１件、欧州１件 のれん のれん 515

合計     4,684
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 なお、当第３四半期連結累計期間及び前第３四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３四半期連結

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。また、事業再構築の一貫として、前年同

期より連結子会社17社が連結の範囲から除外されました。その結果、売上高は33,657百万円（前年同期比61.6％

減）、営業損失は2,894百万円（前年同期は営業利益3,113百万円）となりました。 

（２）北米 

 北米地域におきましては、自動車販売台数の減少に底打ち感はあるものの、本格的な回復の見込みは立ってお

らず、主要顧客からの受注の停止状態が継続する等、引き続き厳しい状況で推移致しました。また、事業再構築

の一貫として、前年同期より連結子会社10社が連結の範囲から除外されました。その結果、売上高は3,124百万

円（前年同期比74.8％減）、営業損失は284百万円（前年同期は営業損失21百万円）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。また、事業

再構築の一貫として、前年同期より連結子会社８社が連結の範囲から除外されました。その結果、売上高は

20,976百万円（前年同期比30.8％減）、営業損失は489百万円（前年同期は営業損失480百万円）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、自動車販売台数の回復に伴い、開発案件が増加し稼動状況が改善致し

ましたが、低下した販売価格が戻らないことから、著しい収益改善には至りませんでした。韓国では、国内経済

全体が回復基調に向かうなか、自動車部品の量産需要が比較的好調な結果を残しました。また、携帯電話向けの

量産需要についても底堅く推移致しました。その他アジア地域では、民生機器、輸送機器の各分野で販売台数増

加が見られたものの、販売価格の低下等により苦戦を強いられました。また、事業再構築の一貫として、前年同

期より連結子会社22社が連結の範囲から除外されました。その結果、売上高は38,395百万円（前年同期比64.6％

減）、営業損失は1,250百万円（前年同期は営業利益2,609百万円）となりました。 

  

 前第３四半期連結累計期間 

（自 平成20年４月１日 

至 平成20年12月31日）  

当第３四半期連結累計期間 

（自 平成21年４月１日 

至 平成21年12月31日）  

  
連結損益 

計算書 

内、当第３四半

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３四半

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 ）  238,758  105,145  133,612  96,154  11,848  84,305

売上総利益（百万円）  35,926  15,747  20,179  10,631  1,423  9,207

営業利益又は営業損失

（ △ ） （ 百 万 円 ） 
 4,966  4,219  746  △5,183  △512  △4,670

㈱アーク（7873）　平成22年３月期　第３四半期決算短信

－ 4 －



 当第３四半期連結会計期間末における総資産は、135,586百万円となり、前連結会計年度末に比べ65,752百万円 

減少致しました。これは主に、当第３四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、(株)日本テクシードグループ７社及びその他10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39,537百万円減少し65,703百万円となりました。これは主に、

現金及び預金が9,289百万円（うち連結除外影響額9,706百万円）、売上債権が19,752百万円(うち連結除外影響額

11,628百万円)、たな卸資産が2,724百万円(うち連結除外影響額3,036百万円)、その他が6,043百万円（うち連結除

外影響額2,125百万円）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26,215百万円減少し69,882百万円となりました。これは主に、有形及び無

形固定資産が22,109百万円(うち連結除外影響額16,641百万円、減損損失計上額4,684百万円)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1,151百万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43,218百万円減少し123,976百万円となりました。これは主に、仕入債務が 

9,686百万円（うち連結除外影響額7,554百万円）、リース債務が1,440百万円（うち連結除外影響額940百万円）,

事業構造改善引当金が886百万円、借入金が20,634百万円（うち連結除外影響額6,369百万円）、退職給付引当金が

2,079百万円(うち連結除外影響額1,908百万円)、その他が1,788百万円(うち連結除外影響額2,336百万円)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22,534百万円減少し11,609百万円となりました。これは主に、四半期純損失

を15,987百万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8,883百万円（うち連結除外影響額8,499百

万円）減少した一方で、負の為替換算調整勘定2,137百万円が減少したことによるものであります。 

  

  

 平成21年11月11日発表の通期の連結業績予想に変更はありません。  

 当第３四半期連結会計期間（３ヶ月）におきましては、これまで減少を続けてきた売上高が当第１四半期連結会計

期間（３ヶ月）で底を打って以降、概ね横ばいの推移に留まりましたが、営業損益においては赤字幅が大幅に縮小さ

れました。 

 当社と致しましては、売上高の確保に努めるとともに、経営全般にわたる効率化により、業績予想の達成に努めて

まいる所存であります。  

  

  

   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３四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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 18,662 27,952

受取手形及び売掛金 29,625 49,377

有価証券 875 1,466

商品及び製品 2,090 3,397

仕掛品 8,969 9,061

原材料及び貯蔵品 2,387 3,712

繰延税金資産 506 868

未収還付法人税等 242 807

その他 3,799 9,843

貸倒引当金 △1,455 △1,247

流動資産合計 65,703 105,240

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 34,664 43,844

減価償却累計額 △18,492 △21,467

建物及び構築物（純額） 16,171 22,376

機械装置及び運搬具 55,487 74,970

減価償却累計額 △42,978 △54,139

機械装置及び運搬具（純額） 12,508 20,831

工具、器具及び備品 20,061 24,842

減価償却累計額 △14,344 △17,380

工具、器具及び備品（純額） 5,717 7,461

土地 18,375 22,550

建設仮勘定 979 1,079

有形固定資産合計 53,752 74,301

無形固定資産   

のれん 5,906 6,794

その他 920 1,593

無形固定資産合計 6,827 8,387

投資その他の資産   

投資有価証券 5,739 6,436

長期貸付金 1,755 2,028

差入保証金 997 1,503

繰延税金資産 188 864

その他 2,094 2,895

貸倒引当金 △1,472 △320

投資その他の資産合計 9,303 13,408

固定資産合計 69,882 96,097

資産合計 135,586 201,338
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 16,411 26,097

短期借入金 40,232 52,233

1年内返済予定の長期借入金 15,563 17,544

リース債務 446 1,019

未払金 2,162 3,488

未払法人税等 315 1,016

未払消費税等 392 872

未払費用 2,327 4,001

繰延税金負債 147 371

賞与引当金 497 1,550

事業構造改善引当金 1,330 2,216

その他 7,118 8,397

流動負債合計 86,945 118,810

固定負債   

社債 890 950

長期借入金 27,742 34,394

リース債務 760 1,628

繰延税金負債 3,411 4,407

再評価に係る繰延税金負債 27 27

退職給付引当金 3,233 5,313

役員退職慰労引当金 212 401

その他 751 1,260

固定負債合計 37,030 48,383

負債合計 123,976 167,194

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 △23,562 △7,610

自己株式 △29 △29

株主資本合計 8,222 24,174

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △26 △186

土地再評価差額金 △263 △263

為替換算調整勘定 △4,705 △6,842

評価・換算差額等合計 △4,994 △7,292

新株予約権 28 24

少数株主持分 8,353 17,237

純資産合計 11,609 34,144

負債純資産合計 135,586 201,338
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 238,758 96,154

売上原価 202,832 85,522

売上総利益 35,926 10,631

販売費及び一般管理費 30,960 15,815

営業利益又は営業損失（△） 4,966 △5,183

営業外収益   

受取利息 566 232

為替差益 － 312

デリバティブ評価益 23 －

助成金収入 － 896

持分法による投資利益 153 －

その他 2,204 778

営業外収益合計 2,946 2,219

営業外費用   

支払利息 3,098 1,714

為替差損 1,256 －

シンジケートローン手数料 230 360

持分法による投資損失 － 257

その他 983 318

営業外費用合計 5,568 2,649

経常利益又は経常損失（△） 2,344 △5,613

特別利益   

固定資産売却益 424 630

投資有価証券売却益 － 292

貸倒引当金戻入額 81 80

関係会社株式売却益 1,541 670

前期損益修正益 － 243

子会社清算益 － 365

その他 84 177

特別利益合計 2,131 2,459

特別損失   

固定資産除売却損 254 278

事業構造改善費用 4,215 6,171

たな卸資産評価損 293 －

減損損失 405 4,684

貸倒引当金繰入額 － 1,743

その他 415 685

特別損失合計 5,585 13,564

税金等調整前四半期純損失（△） △1,109 △16,718

法人税、住民税及び事業税 1,847 305
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（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

法人税等調整額 709 △470

法人税等合計 2,557 △164

少数株主損失（△） △142 △566

四半期純損失（△） △3,524 △15,987
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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損失（△） △1,109 △16,718

減価償却費 9,393 4,882

のれん償却額 846 299

退職給付引当金の増減額（△は減少） 766 △215

貸倒引当金の増減額（△は減少） 232 1,793

賞与引当金の増減額（△は減少） △874 △613

固定資産除売却損益（△は益） △169 △318

事業構造改善費用 4,215 6,171

減損損失 405 4,684

受取利息及び受取配当金 △592 △259

支払利息 3,098 1,714

売上債権の増減額（△は増加） △2,605 9,011

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,207 106

仕入債務の増減額（△は減少） △1,599 △2,841

その他の流動資産の増減額（△は増加） △1,202 369

その他の固定資産の増減額（△は増加） 572 △250

その他の流動負債の増減額（△は減少） 370 △1,868

その他の固定負債の増減額（△は減少） 22 △29

その他 △858 △769

小計 13,120 5,148

利息及び配当金の受取額 529 307

利息の支払額 △3,202 △1,728

法人税等の支払額 △4,349 △1,073

法人税等の還付額 1,720 825

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,819 3,480

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 △3,409 △3,516

定期預金の払戻による収入 2,491 3,056

投資有価証券の取得による支出 － △85

投資有価証券の売却による収入 － 572

関係会社株式の取得による支出 △821 △128

関係会社株式の売却による収入 － 237

有形固定資産の取得による支出 △16,595 △3,299

有形固定資産の売却による収入 1,803 1,326

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出

△666 △1,260

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

－ 2,625

過年度関係会社株式売却代金の回収による収入 － 3,258

短期貸付金の増減額（△は増加） △121 455

長期貸付けによる支出 △382 △684
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（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

長期貸付金の回収による収入 297 144

その他 △751 191

投資活動によるキャッシュ・フロー △18,156 2,892

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） 12,029 △9,249

長期借入れによる収入 6,280 9,836

長期借入金の返済による支出 △12,621 △15,250

社債の償還による支出 △531 △79

少数株主への配当金の支払額 △530 △166

その他 △685 △603

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,942 △15,512

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,368 △216

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △8,762 △9,356

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 △685

現金及び現金同等物の四半期末残高 32,700 17,796
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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３四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３四半期連結累計期間末においては82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３四半期連結累計期間末においては85,756百万円）

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グループ戦略の策定 

 ②事業管理体系の変更 

 ③子会社管理方針の変更 

 ④管理体制強化施策の実施 

 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を推進しております。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、専門チームによる新分野への需要開拓を展開しております。 

 財務面では、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営業損益基準に抵触する懸念が生じ

たことから、銀行団との協議を行い、結果、平成21年12月30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。 

  

 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３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12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． 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３四半期連結累計期間において、国内では営業利益

が57百万円減少、アジアでは２百万円減少し、北米では営業損失が24百万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３四半期連結累計期間において、北米では営業損失

が21百万円減少しております。 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12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．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 
 87,732  12,386  30,331  108,308  238,758  －  238,758

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 3,085  83  106  4,244  7,519 (7,519)  －

計  90,817  12,470  30,437  112,552  246,278 (7,519)  238,758

営業利益又は 

営業損失（△）  
 3,113  △21  △480  2,609  5,221 (255)  4,966

  
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 
 33,657  3,124  20,976  38,395  96,154  －  96,154

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 726  37  72  2,490  3,326 (3,326)  －

計  34,384  3,161  21,048  40,885  99,481 (3,326)  96,154

営業損失（△）   △2,894  △284  △489  △1,250  △4,919 (264)  △5,183
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前第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12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また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。 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12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、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（ただし、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）  15,026  33,747  105,825  154,599

Ⅱ 連結売上高（百万円）        238,758

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占

める割合（％） 
 6.3  14.1  44.3  64.8

  北米 欧州 アジア 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  3,436  21,390  38,382  63,209

Ⅱ 連結売上高（百万円）        96,154

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占

める割合（％） 
 3.6  22.2  39.9  65.7

（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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