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平成 22 年５月 14 日 
各 位 

                               会 社 名 明治機械株式会社 
                               代表者名 代表取締役社長  高橋 豊三郎 
                               （コード番号 ６３３４ 東証第二部） 
                               問合せ先 総務部長     高工 弘 
                               （TEL．03－5295－3511） 
 

継続企業の前提に関する注記に関するお知らせ 
 
 当社は、平成 22 年５月 14 日開催の取締役会において、平成 22 年３月期の決算短信及び有価証券報告書における

継続企業の前提に関する事項について、下記のとおり注記することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 
 

記 
 
１．平成 22 年３月期連結財務諸表 
  当社グループは、前連結会計年度において営業損失 24 百万円、当期純損失 688 百万円を計上し、当連結会計年度におきまし

ても、半導体業界の不況を反映して回収が長期化している海外顧客の売上債権について多額の貸倒引当金の繰入計上をするに至

り、営業損失 2,014 百万円、当期純損失 2,368 百万円を計上いたしました。当該状況により、継続企業の前提に関する重要な疑

義を生じさせるような状況が存在しております。 

  当社は、当該状況を解消すべく以下の対応策を講じ、当該事象の解消と改善に向けた努力をしております。 

  ①半導体製造装置関連事業における未回収売掛金 

   当社及び連結子会社ラップマスターエスエフティ株式会社は、半導体製造装置事業に係る未回収売掛金について 1,646 百万

円の貸倒引当金を繰入計上し、回収時に貸倒引当金の戻入をする会計処理を行うこととしております。期後半には、半導体業

界の反発が予想されることから、これら未回収売掛金の回収が期待されます。 

  ②新中期３ヵ年経営計画（第 136 期～第 138 期） 

   当社は、平成 21 年３月 27 日開催の当社取締役会において決議された「新中期３ヵ年経営計画（第 135 期～第 137 期）」に

従って、収益の抜本的な改善を図るべく、赤字分野・不採算分野の事業構造改善策及び固定費削減策を中心とした「構造改革」

を推進しております。現在、コンサルタント会社の指導のもと、当該経営計画のローリング（見直し）を行っており、さらに

実効性ある経営諸施策を展開して計画達成に向け鋭意努力しております。 

  ③経営コンサルタント活用と経営改善 

   平成 21年７月から 10月にかけみずほ総合研究所株式会社のコンサルティングを受け、プロセス・設計・製造を中心とした

経営改善余地診断を実施し、そこから抽出された次の６つの課題について、新たに平成 22 年１月から日本経営システム株式

会社とコンサルティング契約を締結し、プロジェクトチーム等を組成して取り組み、スピードをもって抜本的経営改善諸策を

実行中であります。 
1 飼料大型物件の取り組み方に対するシステムの再構築と適正利益の確保 
2 外注費（建築・電気・大口物件）の管理とコスト削減 
3 製造費の管理とコスト削減 
4 新組織の定着化による組織機能と個人のレベルアップ 
5 販売費及び一般管理費の管理と経費削減 
6 既存事業（領域）の見直し 

  ④産業機械関連事業部門 

   イ．予算管理の徹底と適正利益の確保 

     適正利益を確保すべく、大型プラント工事をはじめとする予算管理を徹底的に行うとともに、絶えず採算性の管理の見

直しや強化を実施することをシステムとして構築し、利益体質への転換を図っております。 

   ロ．固定費削減………販管費を含めた経費削減を図る 

    ・経費削減(販売費・一般管理費・製造費) 
     平成 21 年４月から暫定的な規則改訂などにより、時間外時間の削減、従業員賞与の削減等の人件費削減ほか、旅費・

交際費・消耗品費等の諸経費節減を徹底しております。 

    ・購入品及び材料費削減 

     海外を含めた国内外の購入先及び購入方法の見直し、合い見積りの徹底などコストダウンを図っております。 
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   ハ．利益阻害要因（仕損費）の削減 

     利益阻害要因となるクレームや不具合の発生額を極力抑えることを目標とし、さらにその削減の徹底を図ってまいりま

す。 

   ニ．価格変動リスクに対する対応 

     急激な原油や鋼材等の原材料価格の変動のリスクに備え、契約条項への具体的な織り込みや契約内容の見直し、早い段

階での価格交渉や速やかな価格改定を進め、リスクを回避して収益の確保を図ってまいります。 

   ホ．組織体制の改正 

     平成 21 年７月１日付で、会社組織の変革を実施して「飼料部」と「製粉産業部」とに区分、これは、それぞれの営業・

設計・積算・メンテナンス業務を一気通貫による風通しの良い管理運営を主眼とし、この新組織を確実に定着させること

により、業務の効率化、コスト削減、予算管理の徹底を図っております。 

   ヘ．連結子会社との連携強化による相乗効果の追求 

     平成 20 年３月にＭ＆Ａにより子会社化した当社と同業の株式会社東京製粉機製作所との営業・設計・開発面での人事

交流も含めた連結強化を実行しており、そのシナジー効果を具現化することにより製粉機製造分野でのシェア拡大を図っ

てまいります。 

  ⑤半導体製造装置関連事業部門 

   イ．半導体業界の回復見通しと経営計画 

     リーマンショック後の韓国、台湾をはじめとする世界的な半導体市況の急激な低落は、在庫調整が当上半期でほぼ完了

し、当下半期から回復の兆しが見えはじめました。しかしながら、各半導体メーカーは新規設備投資には慎重であり、半

導体業界の反発には今少し時間を要するものと推察されます。来る反発の時期に備え、連結子会社ラップマスターエスエ

フティ株式会社の開発力・営業力の強化を推進し、今後の受注・売上拡大における体制を整えております。 

  ロ．キャッシュ・フローの重視 

     連結子会社ラップマスターエスエフティ株式会社では、半導体不況を反映して、特に海外からの売上債権の回収が遅れ

る傾向にあり、これが営業キャッシュ・フローのマイナス、資金繰りを圧迫する要因となっておりますが、海外顧客との

交渉を積極的に進めて売上債権の回収期間の短縮化を図り、営業キャッシュ・フローの安定化を目指してまいります。 

   ハ．関連非半導体製造装置事業への進出 

     半導体製造装置のノウハウを応用し、特に今後の需要が見込まれるＬＥＤ(青色発光ダイオード)等の関連非半導体製造

装置分野への積極的な進出を図り、経営の多様化により今後の受注・売上の拡大に繋げてまいります。 

  ⑥資金繰り 

 イ．当社は、当面の厳しい事業環境を乗り越えるべく、今後も引き続きメインバンクを中心に既存取引銀行との緊密な関係

を維持しつつ、継続的な支援をいただくことを前提とした資金計画の見直しを行うとともに、必要資金の調達を交渉中

であります。 

    ロ．当社は平成 21年９月 18日の取締役会決議により、平成 21年 10月６日を割当日とする第三者割当による発行価額修正

条項付新株予約権（ＭＳワラント）を発行し、約 1,500 百万円の資金調達を予定しております。なお、平成 21 年 10 月か

ら平成22年３月の新株予約権の行使は560百万円であります。今後も新株予約権の行使の促進による資金調達をはじめ、

財務基盤の強化・安定を図るための諸施策を講じてまいります。 

   ハ．当社及び当社グループ全体における余資資金を活用することにより、事業資金の調達を行うことができる状況にありま

す。 

   ニ．資金繰りが圧迫している一因である半導体製造装置事業の売上債権の回収遅れにつきましては、今後も連結子会社に対

する売上債権の回収早期化に向けた海外顧客との話し合いを強力に推進してまいります。 

   ホ．平成 21 年 10 月及び 12 月に大型飼料プラント工事２件の成約に至っており、その着手金が１件は平成 21 年 11 月末に

入金済み、もう１件が平成 22 年５月末に入金予定となっており、その後も契約に基づく入金が予定されます。これによ

り資金繰りは改善の方向へと繋がる予定であります。 

   しかしながら、これらの改善策は実施途上にあり、財務面におきましては金融機関等からの資金支援については協調を頂き

ながら進めている途上であります。したがって、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。 
なお、連結財務諸表は、継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を連結財務諸

表に反映しておりません。 
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２．平成 22 年３月期個別財務諸表 
 当社は、前事業年度において営業損失 422 百万円、当期純損失 428 百万円を計上し、当事業年度におきましても、連結子会社

ラップマスターエスエフティ株式会社が、半導体業界の不況を反映した回収が長期化している海外顧客の売上債権について多額

の貸倒引当金の繰入計上するのに際して、当社においても同社への売上債権について同様に多額の貸倒引当金を繰入計上するこ

ととなるなど、営業損失 1,926 百万円、当期純損失 1,737 百万円を計上いたしました。また、財務面におきましては、当事業年

度末の預金及び預金残高は622百万円となり、前連事業年度末に比べ1,120百万円減少しております。当該状況により、継続企

業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。 

  当社は、当該状況を解消すべく以下の対応策を講じ、当該事象の解消と改善に向けた努力をしております。 

  ①半導体製造装置関連事業における未回収売掛金 

   当社及び連結子会社ラップマスターエスエフティ株式会社は、半導体製造装置事業に係る未回収売掛金について 1,646 百万

円の貸倒引当金を繰入計上し、回収時に貸倒引当金の戻入をする会計処理を行うこととしております。期後半には、半導体業

界の反発が予想されることから、これら未回収売掛金の回収が期待されます。 

②新中期３ヵ年経営計画（第 136 期～第 138期） 

   当社は、平成 21 年３月 27 日開催の当社取締役会において決議された「新中期３ヵ年経営計画（第 135 期～第 137 期）」に

従って、収益の抜本的な改善を図るべく、赤字分野・不採算分野の事業構造改善策及び固定費削減策を中心とした「構造改革」

を推進しております。現在、コンサルタント会社の指導のもと、当該経営計画のローリング（見直し）を行っており、さらに

実効性ある経営諸施策を展開して計画達成に向け鋭意努力しております。 

  ③経営コンサルタント活用と経営改善 

   平成 21年７月から 10月にかけみずほ総合研究所株式会社のコンサルティングを受け、プロセス・設計・製造を中心とした

経営改善余地診断を実施し、そこから抽出された次の６つの課題について、新たに平成 22 年１月から日本経営システム株式

会社とコンサルティング契約を締結し、プロジェクトチーム等を組成して取り組み、スピードをもって抜本的経営改善諸策を

実行中であります。 
1 飼料大型物件の取り組み方に対するシステムの再構築と適正利益の確保 
2 外注費（建築・電気・大口物件）の管理とコスト削減 
3 製造費の管理とコスト削減 
4 新組織の定着化による組織機能と個人のレベルアップ 
5 販売費及び一般管理費の管理と経費削減 
6 既存事業（領域）の見直し 

  ④産業機械関連事業部門 

   イ．予算管理の徹底と適正利益の確保 

     適正利益を確保すべく、大型プラント工事をはじめとする予算管理を徹底的に行うとともに、絶えず採算性の管理の見

直しや強化を実施することをシステムとして構築し、利益体質への転換を図っております。 

   ロ．固定費削減………販管費を含めた経費削減を図る 

    ・経費削減(販売費・一般管理費・製造費) 

     平成 21 年４月から暫定的な規則改訂などにより、時間外時間の削減、従業員賞与の削減等の人件費削減ほか、旅費・

交際費・消耗品費等の諸経費節減を徹底しております。 

    ・購入品及び材料費削減 

     海外を含めた国内外の購入先及び購入方法の見直し、合い見積りの徹底などコストダウンを図っております。 

   ハ．利益阻害要因（仕損費）の削減 

     利益阻害要因となるクレームや不具合の発生額を極力抑えることを目標とし、さらにその削減の徹底を図ってまいりま

す。 

   ニ．価格変動リスクに対する対応 

     急激な原油や鋼材等の原材料価格の変動のリスクに備え、契約条項への具体的な織り込みや契約内容の見直し、早い段

階での価格交渉や速やかな価格改定を進め、リスクを回避して収益の確保を図ってまいります。 

   ホ．組織体制の改正 

     平成 21 年７月１日付で、会社組織の変革を実施して「飼料部」と「製粉産業部」とに区分、これは、それぞれの営業・

設計・積算・メンテナンス業務を一気通貫による風通しの良い管理運営を主眼とし、この新組織を確実に定着させること

により、業務の効率化、コスト削減、予算管理の徹底を図っております。 

   ヘ．連結子会社との連携強化による相乗効果の追求 

     平成 20 年３月にＭ＆Ａにより子会社化した当社と同業の株式会社東京製粉機製作所との営業・設計・開発面での人事

交流も含めた連結強化を実行しており、そのシナジー効果を具現化することにより製粉機製造分野でのシェア拡大を図っ

てまいります。 
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 ⑤半導体製造装置関連事業部門 

   イ．半導体業界の回復見通しと経営計画 

     リーマンショック後の韓国、台湾をはじめとする世界的な半導体市況の急激な低落は、在庫調整が当上半期でほぼ完了

し、当下半期から回復の兆しが見えはじめました。しかしながら、各半導体メーカーは新規設備投資には慎重であり、半

導体業界の反発には今少し時間を要するものと推察されます。来る反発の時期に備え、連結子会社ラップマスターエスエ

フティ株式会社の開発力・営業力の強化を推進し、今後の受注・売上拡大における体制を整えております。 

  ロ．キャッシュ・フローの重視 

     連結子会社ラップマスターエスエフティ株式会社では、半導体不況を反映して、特に海外からの売上債権の回収が遅れ

る傾向にあり、これが営業キャッシュ・フローのマイナス、資金繰りを圧迫する要因となっておりますが、海外顧客との

交渉を積極的に進めて売上債権の回収期間の短縮化を図り、営業キャッシュ・フローの安定化を目指してまいります。 

   ハ．関連非半導体製造装置事業への進出 

     半導体製造装置のノウハウを応用し、特に今後の需要が見込まれるＬＥＤ(青色発光ダイオード)等の関連非半導体製造

装置分野への積極的な進出を図り、経営の多様化により今後の受注・売上の拡大に繋げてまいります。 

  ⑥資金繰り 

 イ．当社は、当面の厳しい事業環境を乗り越えるべく、今後も引き続きメインバンクを中心に既存取引銀行との緊密な関係

を維持しつつ、継続的な支援をいただくことを前提とした資金計画の見直しを行うとともに、必要資金の調達を交渉中

であります。 

    ロ．当社は平成 21年９月 18日の取締役会決議により、平成 21年 10月６日を割当日とする第三者割当による発行価額修正

条項付新株予約権（ＭＳワラント）を発行し、約 1,500 百万円の資金調達を予定しております。なお、平成 21 年 10 月か

ら平成22年３月の新株予約権の行使は560百万円であります。今後も新株予約権の行使の促進による資金調達をはじめ、

財務基盤の強化・安定を図るための諸施策を講じてまいります。 

   ハ．当社及び当社グループ全体における余資資金を活用することにより、事業資金の調達を行うことができる状況にありま

す。 

   ニ．資金繰りが圧迫している一因である半導体製造装置事業の売上債権の回収遅れにつきましては、今後も連結子会社に対

する売上債権の回収早期化に向けた海外顧客との話し合いを強力に推進してまいります。 

   ホ．平成 21 年 10 月及び 12 月に大型飼料プラント工事２件の成約に至っており、その着手金が１件は平成 21 年 11 月末に

入金済み、もう１件が平成 22 年５月末に入金予定となっており、その後も契約に基づく入金が予定されます。これによ

り資金繰りは改善の方向へと繋がる予定であります。 

   しかしながら、これらの改善策は実施途上にあり、財務面におきましては金融機関等からの資金支援については協調を頂き

ながら進めている途上であります。したがって、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。 

なお、個別財務諸表は、継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を個別財務諸

表に反映しておりません。 
以 上 


