
平成22年3月期 決算短信 
平成22年5月20日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 ジャルコ 上場取引所 JQ 
コード番号 6812 URL http://www.jalco.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 金子 智行

問合せ先責任者 （役職名） 執行役員 （氏名） 中川 寛 TEL 050-5536-9824
定時株主総会開催予定日 平成22年6月29日 有価証券報告書提出予定日 平成22年6月29日

配当支払開始予定日 ―

1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 5,006 △24.4 △590 ― △543 ― △678 ―

21年3月期 6,624 △2.4 △655 ― △779 ― △1,350 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当た

り当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年3月期 △29.17 ― △66.2 △18.0 △11.8

21年3月期 △149.97 ― △72.1 △20.3 △9.9

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21年3月期  ―百万円

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 3,055 905 29.6 27.40
21年3月期 2,981 1,147 38.5 127.45

（参考） 自己資本   22年3月期  903百万円 21年3月期  1,147百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

22年3月期 △268 △165 396 415
21年3月期 △366 △320 281 476

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

21年3月期 ― ― ― 0.00 0.00 ― ― ―

22年3月期 ― ― ― 0.00 0.00 ― ― ―

23年3月期 
（予想）

― ― ― 0.00 0.00 ―

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23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）

 

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

2,250 △15.1 5 ― △5 ― 77 ― 2.34

通期 4,266 △14.8 16 ― 1 ― 82 ― 2.49



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  

（注）詳細は、８ページ「企業集団の状況」をご覧ください。 

(2) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、38ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

新規 1社 （社名 株式会社ハリーズ ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

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 32,978,471株 21年3月期 9,020,000株

② 期末自己株式数 22年3月期  18,156株 21年3月期  15,768株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 4,336 △20.4 △426 ― △446 ― △474 ―

21年3月期 5,447 3.7 △643 ― △650 ― △1,188 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

22年3月期 △20.38 ―

21年3月期 △131.96 ―

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 2,439 747 30.6 22.68
21年3月期 2,476 798 32.2 88.69

（参考） 自己資本 22年3月期  745百万円 21年3月期  798百万円

2.  23年3月期の個別業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記の業績予想は、現在入手可能な情報により当社が合理的に判断した予想であり、実際の業績は様々な要因により変動いたしますのでご承知おき下さ
い。予想前提条件その他の関連する事項については、３ページ「１．経営成績 (1）経営成績に関する分析」をご覧ください。 

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 
累計期間

1,960 △14.9 △88 ― △98 ― △98 ― △2.97

通期 3,780 △12.8 △179 ― △194 ― △194 ― △5.89



(1）経営成績に関する分析 

① 平成22年３月期の概況 

 当連結会計年度における世界経済は、サブプライム問題に端を発した世界的な経済不況等への各国政府の財政支出

による下支えがあり中国や新興国の一部では回復基調にありましたが、世界全体の回復までにはいたりませんでし

た。一方、原油価格、原材料等の価格は中国や新興国の一部による経済回復や投機資金の流入で高止まりの状態が続

きました。国内における経済状況は、エコポイントの導入により、エコカーや薄型テレビなど需要の回復した製品も

ありますが、円高による輸出の低迷、デフレ基調、個人所得の減少に歯止めがかからず特に電機製造業の国内生産は

大きく落ち込んだまま推移しました。 

 一方、当社が主力とするアジア地域も欧米への輸出は不振であったものの、中国を始め一部の国では、自国の消費

は政府の財政支出などにより回復し、耐久消費財は大きく需要が回復してきましたが、当社が主力とするホームＡＶ

分野製品では現地資本の企業による需要の取り込みが顕著となり当社への貢献は限定されました。 

 商品構成もホームＡＶ分野商品の急速なデジタル化の進捗に伴い、従来主力としていたジャック類から、デジタル

コネクタへのシフトが顕著に進んでまいりました。 

 このような環境において、当連結グループは過年度より赤字体質からの脱却を図るために、デジタルコネクタをは

じめとした高付加価値製品の開発、生産、生産拠点の再編成（ 適地生産）、海外一貫生産体制の構築、適正人員の

配置など事業構造の再構築を推進してまいりました。 

 しかしながら、デジタルコネクタへのシフトは進んだものの、従来当社が主力とする分野の受注が大きく前年を下

回り、販売が依然として回復しない、銅をはじめとする素材価格が09年初を底として高止まりによる材料費の引き下

げが進まないことなどから、当初策定した海外拠点の再編成（マレーシア生産現地法人などの閉鎖、中国拠点外部委

託へのシフト）、一時帰休制度の導入、経費の徹底見直しなどを主力とした「第二次再建計画」では十分な体質改善

効果が期待できない状況となったために、新潟事業所の閉鎖などの事業構造計画を織り込んだ「経営再建計画」を策

定し実施してまいりましたが、十分な成果を残せませんでした。 

 従いまして、当連結グループの損益は売上げが前期より16億17百万円減少しておりますが、営業損失では製造コス

トの削減、販売管理費の抑制等の効果により、前期に比して65百万円の改善をしております。しかし、まだ十分な改

善効果は表れていない状況にあります。 

 経常利益は、期中における資金調達に伴う手数料等の支払があったものの、為替変動による為替差益及び従業員の

一時帰休に対する助成金の入金等により、前期に比して２億35百万円ほど改善しております。 

 この結果、当連結会計年度は、売上高50億６百万円（前連結会計年度比24.4％減）、営業損失５億90百万円（前連

結会計年度は営業損失６億55百万円）、経常損失５億43百万円（前連結会計年度は経常損失７億79百万円）、当期純

損失６億78百万円（前連結会計年度は当期純損失13億50百万円）となりました。 

  

 事業部門別の業績は次のとおりであります。 

 高周波部品事業は、売上高４億34百万円（前連結会計年度比57.3％減）、生産高４億17百万円（同57.2％減）、受

注残高１億19百万円（同26.8％増）となりました。機構部品事業は、売上高39億52百万円（同17.7％減）、生産高38

億31百万円（同19.6％減）、受注残高７億43百万円（同4.9％増）となりました。プレス部品事業は、売上高５億７

百万円（同37.0％減）、生産高４億45百万円（同55.3％減）、受注残高11百万円（同62.3％減）となりました。消費

財製造装置事業は、売上高１億12百万円、生産高25百万円、受注残高０百万円となりました。 

 所在地別セグメントの業績は次のとおりであります。 

 所在地別セグメントの業績では、日本においては、売上高31億21百万円（同22.3％減）、営業損失91百万円（前連

結会計年度は営業損失１億25百万円）となりました。東南アジアにおいては、売上高９億９百万円（前連結会計年度

比40.6％減）、営業損失３億97百万円（前連結会計年度は営業損失10百万円）となりました。東アジアにおいては、

売上高９億75百万円（前連結会計年度比9.4％減）、営業利益１億円（前連結会計年度は営業損失２億４百万円）と

なりました。  

 種類別セグメントの業績は次の通りであります。  

 種類別セグメントの業績では、電子機器用部品事業においては、テレビのデジタル化によりデジタルコネクタの増

加が支えとなりましたが、売上、利益に貢献するほどには至りませんでした。また、従来品であるアナログピンジャ

ックの売価低迷と素材高騰の影響が続き、売上高48億94百万円、営業損失５億５百万円となりました。 

 消費財製造装置事業においては、当第４四半期において受注がありましたが、材料の高騰と在庫原価払出により売

上高１億12百万円、営業損失84百万円となりました。  

１．経営成績



 キャッシュ・フローに関しましては、長期借入金で３億30百万円、固定資産の売却で１億37百万円、新株式発行で

２億92百万円等の資金調達を実施しましたが、新たに子会社化した株式会社ハリーズの買収で２億円、固定資産の取

得で２億30百万円、事業構造改革で85百万円を使用したために60百万円の減少となり、依然赤字による資金流出がと

まらないため厳しい資金状態が続いております。 

  

② 平成23年３月期の見通し 

 今後の経済環境は、一部の新興国で改善に加え、一部の先進国では緩やかな回復も考えられますが、世界経済の不

安定さは依然として続くと考えられます。そのような中で、当社が主力とする薄型テレビなどの主要顧客の 終製品

の急激な価格引下げに伴う販売単価の下落、現地資本等による需要の取り込みなどにより、国内でのホームＡＶ分野

の製品生産は低調のまま推移すると見られますので、当社の受注の大きな回復は期待できないと考えています。 

 このような状況下で、当連結グループの 大の課題である「赤字体質」からの脱却を図るため、販売を拡大させる

努力は従来同様続けるものの、 優先で販売増に頼らない企業体質構築のため、適正規模への組織・管理手法の全面

見直しを含めた体制整備、生産の海外シフトを柱にした経営再建計画を強力に推し進めてまいります。企業の発展の

ための販売の拡充のために、今後拡大が見込める薄型テレビ、ＤＶＤレコーダ、ブルーレイレコーダ、ＡＶレシーバ

等への部品販売は開発技術者を同行させニーズの掘り起こしを行い、デジタルコネクタを開発・販売の軸に進めてい

きます。販路を広げる意味で、従来通り車載市場および、モバイル市場を重点に置いて、顧客への提案活動、新製品

の開発と効率化を図り、収益の向上及び経営体質の強化のための基盤整備に努めてまいります。 

 平成23年３月期の通期連結見通しとしましては、連結売上高42億66百万円（前連結会計年度比14.8％減）、連結営

業利益16百万円（前連結会計年度は連結営業損失５億90百万円）、連結経常利益１百万円（前連結会計年度は連結経

常損失５億43百万円）、連結当期純利益82百万円（前連結会計年度は連結当期純損失６億78百万円）、また平成23年

３月期の通期単独見通しといたしましては、売上高37億80百万円（前期比12.8％減）、営業損失１億79百万円（前会

計年度は営業損失４億26百万円）、経常損失１億94百万円（前会計年度は経常損失４億46百万円）、当期純損失１億

94百万円（前会計年度は当期純損失４億74百万円）を予定しております。 

  

(2）財政状態に関する分析 

① 平成22年３月期の概況 

 ・資産、負債及び純資産の状況 

 当連結会計年度における流動資産の残高は、18億58百万円となり、前連結会計年度と比較して３億７百万円の減

少となりました。これは主に現金、預金及び棚卸資産が減少したことによります。 

 当連結会計年度における固定資産の残高は、11億96百万円となり、前連結会計年度と比較して３億81百万円の増

加となりました。これは主に株式会社ハリーズを子会社化したことによる有形固定資産の増加及びのれんが発生し

たことによります。 

 当連結会計年度における流動負債の残高は、11億51百万円となり、前連結会計年度と比較して１億43百万円の減

少となりました。これは主に転換社債型新株予約権付社債の残高が減少したことによります。 

 当連結会計年度における固定負債の残高は、９億98百万円となり、前連結会計年度と比較して４億60百万円の増

加となりました。これは主に長期借入金による資金調達及び長期割賦未払金が発生したことによります。 

 当連結会計年度における純資産合計は、９億５百万円となり、前連結会計年度と比較して２億42百万円の減少と

なりました。これは新株予約権の行使により資本金が増加した一方で、当期純損失計上のために減少分が上回った

ことによります。 

 ・キャッシュ・フローの状況  

 当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、４億15百万円となりました。  

 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、大口受注があり売上債権が増加したことにより２億68百万円の減少とな

りました。（前連結会計年度は３億66百万円の減少） 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得により１億65百万円の減少となりました。（前連結

会計年度は３億20百万円の減少） 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金及び新株予約権の行使により３億96百万円の増加となりまし

た。（前連結会計年度は２億81百万円の増加） 

  



② 平成23年３月期の見通し 

 キャッシュ・フロー重視の経営を徹底し、棚卸資産の低減等運転資本の改善等により営業活動によるキャッシュ・

フローの増加を図りながら資金需要にも迅速に対応していく所存であります。  

 なお、当連結グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。  

※自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産  

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

(注) １．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

２．株式時価総額は期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

３．営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用して

おります。有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象と

しております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しておりま

す。 

４．営業キャッシュ・フローがマイナスのため、債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオの表示を

しておりません。  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当 

 利益配分については、株主に対する利益還元が経営の 重要政策であることを認識し、安定的経営基盤の確保とＲ

ＯＥ（株主資本当期純利益率）の向上に努め、安定的配当の継続を基本に業績並びに企業競争力の一層の強化と将来

の事業展開にそなえるための内部留保の充実など、総合的に勘案して決定することを基本方針としております。  

 当社は、期末配当として年１回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。期末配当の決定機関は、株

主総会であります。 

 しかしながら当期業績は当初予想対比大幅な改善が困難となり、遺憾ながら当期につきましては期末配当を見送る

ことと致しました。現在、収益改善に向けて事業の再建にむけて邁進しておりますが、改善策の効果が具体的になる

のは来期以降になると予想しております。一日も早く営業利益ベースでの黒字化を図るよう努力致しますので、ご理

解頂きたくお願い申し上げます。 

(4）事業等のリスク 

 有価証券届出書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可

能性のあると当社が考えている事項には、以下のようなものがあります。 

① 経済動向の変化によるリスク 

 当連結グループはグローバルに商売をしている企業を対象に事業をしており、世界および日本の景気動向に影響を

受け、その結果として当連結グループの業績及び財政状況に悪影響を与えることが懸念されます。 

② アジア諸国へのエクスポージャー 

 当連結グループは特に東南アジア並びに東アジアに生産拠点及び販売拠点を有しており、これらの地域に関係する

さまざまなリスクに晒されております。特に、東南アジア及び東アジアにおける反日運動や政情不安等の政治リス

ク、当連結グループの売上と利益に悪影響が及ぶ恐れがあります。 

③ 格付け低下及び与信条件悪化のリスク 

 当連結グループの業績悪化につれて金融機関が格付けを引き下げており、当連結グループは資金調達が困難となっ

ております。その結果として当連結グループの業績及び財政状況に悪影響を与えることが懸念されます。 

  平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期 

自己資本比率（％）  55.3  38.5  29.6

時価ベースの自己資本比率（％）  18.2  5.4  24.8

債務償還年数（年）  －  －  －

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）  －  －  －



④ 価格競争について 

 当連結グループの製品の主力を占めるＡＶ関連向け機構部品は、台湾・中国企業等の部品メーカーの台頭が著し

く、近年販売価格の低下が急速に進んでおります。当連結グループも中国において一貫生産体制を確立し価格競争力

を高めると共に利益率の低い製品は中国においてＯＥＭ先との連携を図り価格低下に対応するよう努力しておりま

す。また早急に高付加価値製品を中心とする製品構成への転換を目指しております。しかしながら当連結グループの

機構製品を中心とする製品は厳しい価格競争に晒され有利な価格決定をすることが困難な状況に置かれると懸念され

ます。このような競合状態は、当連結グループの利益の維持に対する深刻な圧力となっており、今後の業績に影響を

与える可能性があります。 

⑤ 為替変動リスク、金利変動リスクについて 

 当連結グループの業績及び財務状況は為替相場の変動によって影響を受けおります。為替変動は、当連結グループ

の外貨建て取引から発生する資産及び負債の日本円換算額に影響を与える可能性があります。当連結グループは外国

為替リスクを軽減し、またこれを回避するための手段を講じておりますが、為替相場の変動によって業績及び財務状

況が悪影響を受ける可能性があります。 

⑥ 非鉄金属等原材料価格の変動リスクについて 

 当連結グループの製品は銅など国際商品市況の影響を大きく受ける非鉄金属の原材料を使用しております。現在高

騰しつつある国際商品市況の動向によっては当連結グループの業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。 

⑦ 上場維持について 

 株式会社ジャスダック証券取引所が公表しております当社株式は、平成21年１月の上場時価総額（月間平均時価総

額および月末時時価総額）が３億円未満となりました。 

 ジャスダック証券取引所上場廃止基準第２条第１項第３号により上場時価総額が３億円に満たない場合において、

2009年10月（事業の現状、今後の展開、事業計画の改善その他当取引所が必要と認める事項を記載した書面を３ヵ月

以内に当取引所に提出しない場合にあっては2009年４月）までに３億円以上とならないとき（市況全般が急激に悪化

した場合において、当取引所がこの基準によることが適当でないと認めたときにあっては、当取引所がその都度定め

るところによる。）は、上場廃止となります。 

 当社は平成21年４月28日にジャスダック証券取引所に「当社株式の上場時価総額及び今後の展開等について」を提

出したことにより猶予期間が2009年10月末日となり、また同日付で開示をしておりますが、平成21年６月の月間平均

上場時価総額及び月末上場時価総額が３億円以上となり、平成21年７月２日に猶予期間から解除されました。 

 （注）平成21年１月13日にジャスダック証券取引所が定めた措置により、本年12月末までの間、時価総額の基準は

５億円から３億円に変更して適用されております。 

⑧ 株式会社ジャルコ第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（ＭＳＣＢ）の発行について 

 平成21年3月2日に決議しました株式会社ジャルコ第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（ＭＳＣＢ）の発行に

より平成22年5月20日現在、10,871,805株の新株が発行されております。 

⑨ 株式会社ジャルコ第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（ＭＳＣＢ）の償還及び新株予約権行使期限の延長承

認について 

 第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（ＭＳＣＢ）が平成21年９月19日に償還期限を迎えましたが、平成21年

９月18日開催の取締役会において、償還期限および行使期限を平成22年９月19日まで延長する決議を行い、平成21年

10月30日開催の臨時株主総会において行使期限の延長を特別決議として上程し株主の承認を頂いております。 

⑩ 一時監査役の選任について 

 当社は平成21年２月27日付で常勤監査役宝谷博光氏、社外監査役金井満氏及び権藤隆彦氏が辞任し、監査役に欠員

が生じましたが東京地方裁判所の決定に基づき、平成21年６月開催の当社定時株主総会において、後任監査役の選任

があるまでの期間一時監査役として次のとおり選任し、平成21年６月開催の定時株主総会において当社監査役として

就任することを決定しております。 

 一時監査役（社外監査役）の就任 麻生 興太郎 （平成21年４月21日付） 

 一時監査役（社外監査役）の就任 藤澤 宏（平成21年４月21日付） 

 一時監査役（社外監査役）の就任 三嶋 良英（平成21年４月21日付） 

⑪ 資金について 

 カタリスト株式会社から受けている１億５千万円の融資には福島工場の担保設定がされておりましたが、東京信用



保証協会は福島工場を第一抵当とすることを条件とし、カタリスト株式会社との交渉の結果平成21年５月末の返済期

限前に担保を解除して頂き、平成21年６月９日付で保証枠が承認されて平成21年６月29日に金融機関と２億円の金銭

消費貸借契約を締結して同日付で融資が実行されました。 

(5）継続企業の前提に関する重要事象等 

 当連結グループは、「経営再建計画」を着実に実行し、当第４四半期連結累計期間においては、売上高が前年同期

比で24.5％の減少でありながら営業損失は前年同期よりも改善され、また構造改革の一つである希望退職が完了した

ことにより、第４四半期から一部効果が出始め、来期には確実に貢献すると考えております。 

 しかしながら、平成22年３月期も引続き５億90百万円の営業損失の計上及び営業活動によるキャッシュ・フローが

マイナスであることから、継続企業の前提に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。 

 当連結グループは、当該重要事象等を解消するための「経営再建計画」の内容として、生産活動、販売活動、管理

面において構造改善のための以下の施策を継続実行しております。 

（生産活動） 

 生産拠点の見直しと再編成、 適地生産、内製・現調化、一貫生産体制の構築及び、適正人員配置による事業構造

の変革を引き続き進めており、海外生産拠点、販売拠点の統廃合を進めると共に、物流、生産、品質保証部門を京浜

地区に統合し、新潟事業所を平成22年３月31日付で閉鎖致しました。 

 国内生産拠点としては福島工場に集約化することで生産性の効率化を計り、人員削減、主力製品のＶＥへの取組み

と合わせて製造原価の大幅なコスト低減が来期には実現出来ると見込んでおります。 

（販売活動） 

 デジタルコネクタ及び精密プレス製品の開発・販売強化と新製品の市場への投入、マーケティングの強化を図ると

共に人材の見直しを図っております。 

 また、従来の主力製品であるピンジャックに変わり、今後の主力製品の一つであるＨＤＭＩコネクタの大口受注が

実現し、来期の受注も確実なものとなっております。 

（管理面） 

 業務の見直しによる組織のスリム化、グループ間における商流の変更と仕切価格の適正化を行い、業績評価におい

ても従来に増して明確になるようにいたしました。更に報酬・給与の減額と希望退職を実行し、報酬、給与の減額に

ついては来期も継続する予定です。 

（事業面） 

 平成21年10月６日に従来のコネクタ事業だけではなく将来の事業拡大を目指して、消費財製造装置及びその消費財

を販売している株式会社ハリーズを子会社化いたしました。同社は制御技術に優れており、それを基に開発された

RFID製造装置、硝子研磨装置は高く評価されております。 

 しかしながら市場の拡大が遅れたこと、技術的なシナジー効果を出すための提案の実現に時間がかかる等の理由か

ら、収益力確保には今しばらく時間が必要との判断をし、同社への追加投資を行うよりも、当社の既存事業の安定し

た収益を確保するための資金を得ることを優先することにしましたので、同社の株式を売却することといたしまし

た。 

（資金面） 

 平成21年６月９日付で東京信用保証協会から２億円の保証枠が承認され、平成21年６月29日付で金融機関との金銭

消費貸借契約を締結し、同日付で融資が実行されました。 

 第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（ＭＳＣＢ）が平成21年９月19日に償還期限を迎えましたが、平成21年

９月18日開催の取締役会において、償還期限および行使期限を平成22年９月19日まで延長する決議を行い、平成21年

10月30日開催の臨時株主総会において行使期限の延長を特別決議として上程し株主の承認を頂いております。 

 平成22年３月31日付で商工組合中央金庫から１億円の融資が実行されました。 

 株式会社ハリーズ株式の売却につきまして、平成22年５月17日に２億円の売買契約を締結致しました。 

 

  



 当連結グループは、有価証券報告書提出会社（以下当社という）と当社の国内連結子会社１社及び海外連結子会社

６社で構成され、民生用及び産業用の映像機器・音響機器等に使用される電子機器用部品並びに電子機器の製造販

売、消費財製造装置の製造販売を主要事業としており、当該事業に係わる各子会社等の位置付けは次のとおりであり

ます。 

 なお、当連結会計年度より、株式会社ハリーズを新たに連結の範囲に含めたことに伴い、従来は単一の事業セグメ

ントでありましたが、従来の事業を「電子機器用部品事業」セグメントとし、株式会社ハリーズの連結化に伴い新た

に加わる事業を「消費財製造装置事業」セグメントとしました。変更の内容については、「４．連結財務諸表 注記

事項 （セグメント情報）」に記載のとおりであります。  

  

ジャルコ エレクトロニクス マレーシア ＳＤＮ．ＢＨＤ． 

 清算手続中であります。 

ジャルコ エレクトロニクス シンガポール ＰＴＥ．ＬＴＤ．（海外：販売子会社） 

 当社及び当社の製造子会社であるＰＴ．ジャルコ エレクトロニクス インドネシア、杭州佳路克電子有限公司

の製品である電子機器用部品を主に東南アジア地域へ販売しております。 

ジャルコ エレクトロニクス 香港 ＬＴＤ．（海外：販売子会社） 

 当社及び当社の製造子会社であるＰＴ．ジャルコ エレクトロニクス インドネシア、杭州佳路克電子有限公司

の製品である電子機器用部品を主に東アジア地域へ販売しております。 

ＰＴ．ジャルコ エレクトロニクス インドネシア（海外：機構部品事業） 

 当社から一部の部品供給を受け電子機器用部品を製造し、当社及び当社の販売子会社であるジャルコ エレク

トロニクス シンガポール ＰＴＥ．ＬＴＤ．、ジャルコ エレクトロニクス 香港 ＬＴＤ．に輸出するほか、自

国内（インドネシア）に直販しております。 

杭州佳路克電子有限公司（海外：機構部品事業、プレス部品事業） 

 当社から一部の部品供給を受け電子機器用部品を製造し、当社及び当社の販売子会社であるジャルコ エレク

トロニクス 香港 ＬＴＤ．に輸出するほか、自国内（中国）に直販しております。 

佳路克集団香港有限公司  

 解散の意思決定をしております。 

株式会社ハリーズ（国内：消費財製造装置事業） 

 消費財製造装置の製造販売を主要事業としております。 

（注）１．休眠状態となっておりました、ジャルコ エレクトロニクス ＵＳＡ，ＩＮＣ．は解散し清算結了したた

め、連結の範囲から除外しております。 

   ２．その他の関係会社でありました有限会社雪谷商事山川は、議決権の被所有割合の低下により、その他の関

係会社ではなくなりました。なお、当連結グループの営む事業の内容について変更はありません。 

   ３．佳路克電子（深圳）有限公司は、当社の連結子会社である杭州佳路克電子有限公司に吸収合併されまし

た。 

   ４．株式会社ハリーズが実施する第三者割当増資の引受けを行った結果、同社は当社の連結子会社となりまし

た。 

２．企業集団の状況



 事業の系統図は次のとおりであります。  

 
  

(1）経営の基本方針 

 当社は「誠実・創造・挑戦を基本に時代の変化を常に先取りし、スピードを重視した対応を心がける」ことを経営

理念とし、ＣＳ（顧客満足度）向上に日々取り組んでおります。経営環境の変化に的確に対応し資本効率を高めなが

ら、永続的な成長と収益を実現できる安定的な経営基盤の確立をはかることが厳しいグローバル競争を生き抜くこと

につながると考えています。これらの活動が企業価値の増大につながり株主、その他のステークホルダーへの貢献に

もつながると考えております。 

  

(2) 目標とする経営指標 

 当連結グループでは、「顧客第一」の顧客密着型営業企業として、常に時代を先取りした商品開発を続けられる継

続的な発展企業として、健全な企業体質を維持していくためにも、営業利益率の５％台回復を目標としております。

  

(3）中長期的な経営戦略 

 当社は創業以来「顧客第一」を基本とし、顧客密着型営業に徹して参りましたが、今後は更にユーザーの要求・期

待に応える提案型営業活動を強力に実践して参ります。 

 当社のメイン市場であるホームＡＶ（映像・音響）業界は、急速にデジタル化が進行していますが、これに対応す

べくアナログ部品からデジタル部品へスピーディに切り替えを図るとともに、車載関連・携帯情報関連分野へのドメ

インを拡大を図ってまいります。そのためにも開発資源を有効的に投入し、基幹技術であるプレス部品の開発など、

効率的な商品の提案を行う事により、売上拡大を図って参ります。 

 一方、グローバル化の加速に対応する事が企業存続の条件であるという認識に立ち、強い部品を中心とした製品構

成の見直し、グループの生産・販売拠点統廃合及び体制を 適化に加え、人事制度等の見直しを含めて、高効率の

「顧客満足型企業」となるよう邁進する所存です一方、グローバル化の加速に対応する事が企業存続の条件であると

いう認識に立ち、強い部品を中心とした製品構成の見直し、グループの生産・販売拠点統廃合及び体制を 適化に加

え、人事制度等の見直しを含めて、高効率の「顧客満足型企業」となるよう邁進する所存です。 

(4）会社の対処すべき課題 

 電子部品産業は、総じて拡大傾向にありますが、当社の主力商品であるホームＡＶ分野のアナログ機構部品は、デ

ジタル化の進展により需要が減少するとともに、中国・台湾企業等の台頭により価格競争が激化し、当社の収益構造

に重大な影響を与えています。同時に主力製品であるジャック類も同様の影響を受けて急速に販売が減少しており、

デジタル機器へのシフトに対応したデジタルコネクタに加えての新たな主力商品の育成が課題となっております。 

３．経営方針



 また、販売規模に対して依然過大な組織体制、商流物流の整理・統合化、一貫生産化の遅れによる原価率改善の遅

れに対応した、早急なコスト力の改善による競争力強化、新規商品の早急な開発に迫られております。 

① 事業構造の改善 

 ホームＡＶ一辺倒から、車載関連機器、携帯情報機器へ事業ドメインを拡大するとともに、デジタル時代に対応し

た商品を開発し、事業構造を確固としたものにして参ります。 

② 事業体制の改善と拠点の統廃合 

 適地生産、受注規模に見合った生産・販売体制を再構築し、商流物流の整理・統合化に努め効率の良い経営にし

て参ります。 

③ 原価率の改善 

 現地資本を活用したＯＤＭ，ＯＥＭ製品の積極活用、海外製造会社での一貫生産化、主力商品のＶＥ活動の強化等

を進め、更に商流物流の整理・統合化による経費削減を盛り込み、原価率の改善を図って参ります。 

④ 組織のスリム化と管理のあり方の見直し 

 全社的な組織の見直しによる人員再配置、フラットな組織化により管理を強化し、人件費の削減、スリム化を図っ

て参ります。 

⑤ 新規商品 

 外部接続端子でなく、内部接続コネクタとして、カスタマイズ性の強いブリッジコネクタを新たに発売し、国内市

場での拡販に着手しております。 

⑥ 原価低減 

 デジタルコネクタの中国での外部委託先での一貫生産を推進するとともに、ＯＥＭ，ＯＤＭ商品の現地からの直送

体制整備による商流物流の整理・統合化に着手し原価力強化に取り組んでおります。 

⑦ 体制 

 生産体制・販売体制の全社的観点と意思決定の迅速化のための大胆な組織のフラット化、管理面での強化に取り組

んでおります。 



４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 ※2  534,028 419,496

受取手形及び売掛金 737,983 874,876

商品及び製品 292,419 222,804

仕掛品 171,839 91,446

原材料及び貯蔵品 298,268 166,472

その他 137,015 90,281

貸倒引当金 △4,884 △6,425

流動資産合計 2,166,671 1,858,953

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 149,927 98,903

機械装置及び運搬具（純額） 80,358 ※2  285,691

工具、器具及び備品（純額） 182,012 209,076

土地 ※2  289,351 ※2  292,119

建設仮勘定 17,280 14,842

有形固定資産合計 ※1  718,930 ※1  900,634

無形固定資産   

のれん － 175,890

その他 15,803 8,046

無形固定資産合計 15,803 183,936

投資その他の資産   

投資有価証券 7,709 12,335

差入保証金 44,165 58,408

その他 27,976 41,160

投資その他の資産合計 79,850 111,904

固定資産合計 814,584 1,196,475

資産合計 2,981,255 3,055,428



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 609,615 646,333

短期借入金 ※2  157,963 －

1年内返済予定の長期借入金 － ※2  57,476

転換社債型新株予約権付社債 150,000 27,000

未払金 64,455 57,491

未払費用 82,551 118,361

未払法人税等 8,523 59,470

事業構造改善引当金 155,180 126,446

製品保証引当金 － 3,202

その他 67,212 ※2  55,768

流動負債合計 1,295,501 1,151,550

固定負債   

長期借入金 － ※2  386,471

長期割賦未払金 － ※2  104,609

繰延税金負債 18,587 18,596

退職給付引当金 300,655 273,703

役員退職慰労引当金 215,118 215,118

その他 3,825 70

固定負債合計 538,187 998,570

負債合計 1,833,689 2,150,120

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,010,000 1,218,980

資本剰余金 797,592 1,006,572

利益剰余金 △537,291 △1,216,165

自己株式 △3,309 △3,377

株主資本合計 1,266,990 1,006,009

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △2,271 1,000

為替換算調整勘定 △117,152 △103,741

評価・換算差額等合計 △119,423 △102,741

新株予約権 － 2,040

純資産合計 1,147,566 905,308

負債純資産合計 2,981,255 3,055,428



（２）連結損益計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 6,624,096 5,006,501

売上原価 5,719,284 4,346,000

売上総利益 904,811 660,501

販売費及び一般管理費 ※1, ※2  1,560,332 ※1, ※2  1,250,517

営業損失（△） △655,520 △590,016

営業外収益   

受取利息 2,653 2,051

受取配当金 391 229

受取賃貸料 10,105 8,486

為替差益 － 36,324

助成金収入 － 25,959

その他 10,581 8,748

営業外収益合計 23,732 81,799

営業外費用   

支払利息 17,923 16,072

社債発行費 24,450 －

為替差損 101,029 －

資金調達費用 － 16,000

その他 3,966 3,062

営業外費用合計 147,370 35,134

経常損失（△） △779,158 △543,350

特別利益   

前期損益修正益 ※3  115,724 4,456

固定資産売却益 ※4  4,869 ※4  12,011

役員退職慰労引当金戻入額 34,965 －

賞与引当金戻入額 16,559 －

貸倒引当金戻入額 － 5,046

保険差益 1,625 －

特別利益合計 173,744 21,514

特別損失   

前期損益修正損 4,386 19,148

固定資産売却損 ※5  6,143 ※5  235

固定資産除却損 ※6  9,904 ※6  6,189

減損損失 ※7  557,674 －

投資有価証券評価損 1,036 －

事業構造改善引当金繰入額 108,409 54,766

特別退職金 15,563 1,724

関係会社債権放棄損 6,788 －

特別損失合計 709,906 82,065

税金等調整前当期純損失（△） △1,315,320 △603,901



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

法人税、住民税及び事業税 23,556 16,283

過年度法人税等 － 66,860

法人税等調整額 11,725 9

法人税等合計 35,281 83,153

少数株主損失（△） － △8,181

当期純損失（△） △1,350,602 △678,873



（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,010,000 1,010,000

当期変動額   

新株の発行 － 72,000

新株の発行（新株予約権の行使） － 75,480

転換社債型新株予約権付社債の転換 － 61,500

当期変動額合計 － 208,980

当期末残高 1,010,000 1,218,980

資本剰余金   

前期末残高 1,269,000 797,592

当期変動額   

新株の発行 － 72,000

新株の発行（新株予約権の行使） － 75,480

転換社債型新株予約権付社債の転換 － 61,500

欠損填補 △471,408 －

当期変動額合計 △471,408 208,980

当期末残高 797,592 1,006,572

利益剰余金   

前期末残高 341,902 △537,291

当期変動額   

欠損填補 471,408 －

当期純損失（△） △1,350,602 △678,873

当期変動額合計 △879,193 △678,873

当期末残高 △537,291 △1,216,165

自己株式   

前期末残高 △3,084 △3,309

当期変動額   

自己株式の取得 △225 △68

当期変動額合計 △225 △68

当期末残高 △3,309 △3,377

株主資本合計   

前期末残高 2,617,817 1,266,990

当期変動額   

当期純損失（△） △1,350,602 △678,873

自己株式の取得 △225 △68

新株の発行 － 144,000

新株の発行（新株予約権の行使） － 150,960

転換社債型新株予約権付社債の転換 － 123,000

当期変動額合計 △1,350,827 △260,981

当期末残高 1,266,990 1,006,009



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 3,470 △2,271

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △5,741 3,271

当期変動額合計 △5,741 3,271

当期末残高 △2,271 1,000

為替換算調整勘定   

前期末残高 △21,266 △117,152

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △95,885 13,411

当期変動額合計 △95,885 13,411

当期末残高 △117,152 △103,741

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △17,796 △119,423

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △101,627 16,682

当期変動額合計 △101,627 16,682

当期末残高 △119,423 △102,741

新株予約権   

前期末残高 － －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 2,040

当期変動額合計 － 2,040

当期末残高 － 2,040

純資産合計   

前期末残高 2,600,021 1,147,566

当期変動額   

当期純損失（△） △1,350,602 △678,873

自己株式の取得 △225 △68

新株の発行 － 144,000

新株の発行（新株予約権の行使） － 150,960

転換社債型新株予約権付社債の転換 － 123,000

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △101,627 18,722

当期変動額合計 △1,452,454 △242,258

当期末残高 1,147,566 905,308



（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純損失（△） △1,315,320 △603,901

減価償却費 312,077 188,146

減損損失 557,674 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,815 △31,992

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △34,965 －

賞与引当金の増減額（△は減少） △40,399 －

製品保証引当金の増減額（△は減少） － 1,166

のれん償却額 － 7,647

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4,884 △3,505

事業構造改善引当金の増減額（△は減少） 108,409 △31,121

受取利息及び受取配当金 △3,045 △2,281

支払利息 17,923 16,072

助成金収入 － △25,959

為替差損益（△は益） △937 970

投資有価証券評価損益（△は益） 1,036 －

保険解約損益（△は益） △1,625 －

前期損益修正損益（△は益） △87,973 14,692

有形固定資産売却損益（△は益） 1,273 △11,776

有形固定資産除却損 9,904 6,189

売上債権の増減額（△は増加） 368,238 △182,665

たな卸資産の増減額（△は増加） 168,622 368,935

仕入債務の増減額（△は減少） △407,549 △16,021

未収消費税等の増減額（△は増加） 89 20,315

その他 △25,575 20,479

小計 △365,441 △264,607

利息及び配当金の受取額 3,031 2,272

利息の支払額 △12,745 △21,409

法人税等の支払額 △27,432 △20,047

法人税等の還付額 36,497 24,508

過年度法人税等の支払額 － △15,534

助成金の受取額 － 25,959

営業活動によるキャッシュ・フロー △366,090 △268,859



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

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 － △24,858

定期預金の払戻による収入 30,000 79,345

有形固定資産の取得による支出 △372,316 △230,759

有形固定資産の売却による収入 27,900 100,378

投資有価証券の取得による支出 △1,747 △1,354

無形固定資産の取得による支出 △6,915 △191

無形固定資産の売却による収入 － 1,565

長期前払費用の取得による支出 △1,734 △8,060

保険積立金の解約による収入 22,106 －

差入保証金の差入による支出 △17,844 △8,113

差入保証金の回収による収入 － 1,871

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

－ ※2  △75,181

貸付けによる支出 － △40,000

貸付金の回収による収入 － 40,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △320,552 △165,360

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） 155,628 △158,889

長期借入れによる収入 － 330,000

長期借入金の返済による支出 △23,456 △36,944

リース債務の返済による支出 － △16,688

割賦債務の返済による支出 － △12,543

社債の発行による収入 150,000 －

自己株式の純増減額（△は増加） △225 △68

社債の償還による支出 － △5,000

株式の発行による収入 － 292,000

新株予約権の発行による収入 － 5,000

配当金の支払額 △10 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 281,936 396,866

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,885 △22,877

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △406,591 △60,230

現金及び現金同等物の期首残高 882,619 476,028

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  476,028 ※1  415,797



  

継続企業の前提に関する注記

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

 当連結グループは、当連結会計年度におきまして６億55

百万円の営業損失を計上し、また、営業キャッシュ・フロ

ーも３億66百万円の大幅なマイナスとなっております。 

 当連結グループは以前から企業再生プランを策定し構造

改革に努めておりますが、売上高の減少と製造原価の低減

に加えて人件費等の管理費の低減のための対応の遅れか

ら、平成16年３月期より連続して営業損失の計上と、営業

キャッシュ・フローのマイナスとなっております。当該状

況により、継続企業の前提に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。  

 当連結グループは早急に「負の連鎖」を断ち切り、経営

体質の健全化を目指した「経営再建計画」に基づき、事業

構造の見直し、コストの低減、組織のスリム化を実行し、

当第２四半期会計期間におきましては、営業損失を前期同

期より大幅に圧縮することができましたが、平成20年９月

に発生したリーマンショックによる金融市場をはじめとす

る全ての市場での経済収縮により市場環境は大きく変化し

た結果、当社は更に厳しい経営状況に直面いたしました。

当社は生き残りを賭け、総花的に陥っていた構造改革に対

し目標数値を設定し、目標達成のための管理制度の導入、

各拠点の責任者とのコミュニケーションを徹底し、指示系

統及びミッションの明確化を図り定期的な進捗管理を行う

等、更なる構造改革に取り組んでおります。 

 生産面では、生産拠点の再編成（平成21年４月からマレ

ーシア生産拠点の閉鎖手続き開始）、 適地生産、一貫生

産体制の構築を行うと共に、適正人員配置などの事業構造

の改善を進めており、海外事業拠点の縮小、閉鎖を含めた

統廃合、国内の生産拠点の見直しによる人員削減を計画し

ております。この施策による大幅なコスト低減による改善

効果を見込んでおります。 

 販売面におきましては、デジタルコネクタ及び精密プレ

ス製品の開発・販売強化と新製品の投入・拡販に加え、営

業の効率化を図るための人材の見直し、マーケティングの

強化を図っております。 

 管理面におきましても、組織のスリム化、業務の見直

し、役員報酬及び給与の減額、更に一時休業の導入による

人件費の圧縮、商流変更、国内の物流体制の見直しによる

コスト低減を実施しており、管理費の改善効果も出始めて

おります。 

──────── 

  



  

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

 上記の構造改革を行うための資金として、平成20年６月

５日に当連結グループの再建をサポートしているカタリス

ト株式会社から新株予約権の発行を前提に１億50百万円の

借入を実行し、平成21年３月19日に第１回無担保転換社債

型新株予約権付社債（ＭＳＣＢ）の発行による手取り資金

１億20百万円を合わせて調達しております。 

 また、平成21年５月29日に開催した臨時取締役会におい

て、カタリスト株式会社を割当先とする第三者割当による

新株式及び新株予約権の発行を決議いたしました。これに

より、平成20年６月５日付けで実行した同社からの借入金

を返済した後直ちに払い込まれることで、返済原資として

いた１億50百万円を、受注増により増加した仕入れ債務決

済資金として使用することが可能となり、新株予約権のす

べてが行使されると２億50百万円の資金調達が実現しま

す。 

 さらに、東京信用保証協会に申請中の 大２億80百万円

の保証枠は、平成21年６月９日に２億円の保証決定通知を

頂いており、当該保証に基づいて金融機関と金銭消費貸借

契約を締結いたしました。 

 カタリスト株式会社に付与した新株予約権の行使と東京

信用保証協会付き融資の実現により、「経営再建計画」が

進められることとなります。  

 今後も引き続き強力に構造改革を実行するための追加資

金が必要となってまいりますので、資金調達を計画してお

ります。 

 しかし、以上の「経営再建計画」を進める為の資金調達

に関して、新株予約権全ての行使を行う旨の確約は現時点

では得られておりませんので、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。 

 連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、こ

のような重要な不確実性の影響を連結財務諸表には反映し

ておりません。 

  

  



  

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目 
前連結会計年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項  子会社は全て連結しております。 

 当該連結子会社は、次の８社でありま

す。 

 ジャルコ エレクトロニクス マレーシ

ア ＳＤＮ．ＢＨＤ． 

 ジャルコ エレクトロニクス シンガポー

ル ＰＴＥ．ＬＴＤ． 

 ジャルコ エレクトロニクス 香港 ＬＴ

Ｄ． 

 ＰＴ．ジャルコ エレクトロニクス イン

ドネシア 

 杭州佳路克電子有限公司 

 ジャルコ エレクトロニクス ＵＳＡ，Ｉ

ＮＣ． 

 佳路克集団香港有限公司 

 佳路克電子（深圳）有限公司 

 子会社は全て連結しております。 

 当該連結子会社は、次の７社でありま

す。 

 ジャルコ エレクトロニクス マレーシ

ア ＳＤＮ．ＢＨＤ． 

 ジャルコ エレクトロニクス シンガポー

ル ＰＴＥ．ＬＴＤ． 

 ジャルコ エレクトロニクス 香港 ＬＴ

Ｄ． 

 ＰＴ．ジャルコ エレクトロニクス イン

ドネシア 

 杭州佳路克電子有限公司 

 佳路克集団香港有限公司 

 株式会社ハリーズ 

  

  

 ジャルコ エレクトロニクス ＵＳＡ，Ｉ

ＮＣ．は、当連結会計年度において清算結

了したため、連結の範囲から除外しており

ます。 

 佳路克電子（深圳）有限公司は、当連結

会計年度において、当社の連結子会社であ

る杭州佳路克電子有限公司に吸収合併され

ました。 

 株式会社ハリーズは、当連結会計年度に

おいて、同社が実施する第三者割当増資の

引受けを行った結果、同社は当社の連結子

会社となりました。 

２．持分法の適用に関する事

項 

 非連結子会社及び関連会社はありませ

ん。 

同左 

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

 連結子会社のうち、杭州佳路克電子有限

公司及び佳路克電子（深圳）有限公司の決

算日は12月31日であります。 

 連結財務諸表の作成に当たって、これら

の会社については、連結決算日現在で実施

した仮決算に基づく財務諸表を使用してお

ります。 

 連結子会社のうち、杭州佳路克電子有限

公司の決算日は12月31日、株式会社ハリー

ズの決算日は10月31日であります。 

 連結財務諸表の作成に当たって、これら

の会社については、連結決算日現在で実施

した仮決算に基づく財務諸表を使用してお

ります。 



  

項目 
前連結会計年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

４．会計処理基準に関する事

項 

    

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法 

有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は総平均法により算

定）を採用しております。 

有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

  時価のないもの 

 総平均法による原価法を採用してお

ります。 

時価のないもの 

同左 

  たな卸資産 

 製品、仕掛品、原材料は主として移動平

均法による原価法（貸借対照表価額は収益

性の低下に基づく簿価切下げの方法により

算定）によっております。 

 貯蔵品は主として 終仕入原価法による

原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に

基づく簿価切下げの方法により算定）によ

っております。 

たな卸資産 

 製品、仕掛品、原材料は主として移動平

均法による原価法（貸借対照表価額は収益

性の低下に基づく簿価切下げの方法により

算定）によっております。 

 貯蔵品は主として 終仕入原価法による

原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に

基づく簿価切下げの方法により算定）によ

っております。 

  （会計方針の変更） 

 当連結会計年度より「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日公表分）を適用し

ております。 

 なお、これによる損益へ与える影響は

ありません。  

────── 



  

項目 
前連結会計年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

有形固定資産（リース資産を除く） 

 当社は定率法（ただし、建物（附属設備

を除く）は定額法）、また海外連結子会社

は定額法を採用しております。 

 連結有形固定資産取得合計額に占める定

額法を採用する海外連結子会社の有形固定

資産取得額の割合は22.9％であります。 

 なお、主な耐用年数は次のとおりであり

ます。 

 建物及び構築物   ５～49年 

 機械装置及び運搬具 ２～12年 

 工具、器具及び備品 ２～10年 

有形固定資産（リース資産を除く） 

 当社及び国内連結子会社は定率法（ただ

し、建物（附属設備を除く）は定額法）、

また海外連結子会社は定額法を採用してお

ります。 

 連結有形固定資産取得合計額に占める定

額法を採用する海外連結子会社の有形固定

資産取得額の割合は ％であります。 

 なお、主な耐用年数は次のとおりであり

ます。 

 建物及び構築物   ５～31年 

 機械装置及び運搬具 ４～17年 

 工具、器具及び備品 ２～15年 

25.4

  （追加情報） 

 当社の機械装置の耐用年数について

は、平成20年度の税制改正を契機として

見直しを行ない、当連結会計年度より変

更いたしました。 

 なお、この変更に伴う損益に与える影

響額は軽微であります。  

────── 

  無形固定資産（リース資産を除く） 

 当社及び連結子会社は定額法を採用して

おります。 

無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

  リース資産 

 自己所有の固定資産に適用する減価償却

方法と同一の方法を採用しております。 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引

のうち、リース取引開始日が平成20年３月

31日以前のリース取引については、通常の

賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理に

よっております。 

 なお、 リース取引開始日が平成20年４

月１日以後のリース取引はありません。 

リース資産 

同左 



  

項目 
前連結会計年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

(3）重要な繰延資産の処理

方法 

社債発行費 

 支出時に全額費用として処理しておりま

す。  

────── 

(4）重要な引当金の計上基

準 

貸倒引当金 

 当社は、売上債権、貸付金等の貸倒損失

に備えるため、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に

ついては個別に回収可能性を勘案し、回収

不能見込額を計上しております。また、海

外連結子会社は主として特定の債権につい

て回収不能見込額を計上しております。 

貸倒引当金 

同左 

  賞与引当金 

 当社は、従業員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、支給対象期間基準によ

る繰入限度額を基礎に、将来の支給見込額

のうち当連結会計年度負担額を計上してお

ります。 

賞与引当金 

同左 

  ────── 

  

製品保証引当金  

 消費財製造装置事業を行う一部の連結子

会社は、製品のアフターサービス費用の支

出に備えるため保証期間内のサービス費用

見込額を過去の実績を基礎として計上して

おります。また、特定の製品については、

個別にアフターサービス費用を見込んで計

上しております。 

  退職給付引当金 

 当社及び一部の連結子会社は、従業員の

退職給付に備えるため、当連結会計年度末

における退職給付債務の見込額に基づき計

上しております。 

退職給付引当金 

 当社及び一部の連結子会社は、従業員の

退職給付に備えるため、当連結会計年度末

における退職給付債務の見込額および中小

企業退職共済制度からの支給見込額に基づ

き計上しております。 

  役員退職慰労引当金 

 当社は、役員の退職慰労金に充てるた

め、内規に基づく期末要支給額を計上して

おります。 

役員退職慰労引当金 

同左 

  事業構造改善引当金 

 今後の再建計画を実行する上で拠点の統

廃合、事業構造の見直しに必要とされる費

用及び損失の見込額を計上しております。

事業構造改善引当金 

同左 

(5）重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への換

算の基準 

 外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直

物為替相場により円貨に換算し、換算差額

は損益として処理しております。なお、海

外連結子会社の資産及び負債は、連結決算

日の直物為替相場により円貨に換算し、収

益及び費用は期中平均相場により円貨に換

算し、換算差額は純資産の部における為替

換算調整勘定に含めて計上しております。

同左 



  

  

項目 
前連結会計年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

(6）消費税等の会計処理  消費税等の会計処理方法は、税抜方式に

よっております。 

 なお、控除対象外消費税等は全額当連結

会計年度の費用として処理しております。

同左 

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法を採用しておりま

す。 

同左 

６．のれん及び負ののれんの

償却に関する事項 

 のれん及び負ののれんの償却について

は、発生時に一括償却しております。 

 のれん及び負ののれんの償却について

は、効果が発現する見積期間で均等償却し

ております。金額に重要性が乏しい場合に

は、発生時に一括償却しております。 

７．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範囲

 手許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない取得日

から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。 

同左 

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

（リース取引に関する会計基準） 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従

来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており

ましたが、当連結会計年度より「リース取引に関する会計

基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会

計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リ

ース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 

会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））を適用し、

通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっており

ます。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移

転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常

の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しており

ます。 

 当連結会計年度では通常の売買取引に係るリース取引は

ありませんので、これによる影響はございません。 

────── 

（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） 

 当連結会計年度より、「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。 

 なお、これによる損益へ与える影響はありません。 

────── 



  

表示方法の変更

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

（連結貸借対照表） 

１．「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規

則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日

内閣府令第50号）が適用となることに伴い、前連結会

計年度において、「たな卸資産」として掲記されてい

たものは、当連結会計年度から「商品及び製品」「仕

掛品」「原材料及び貯蔵品」に区分掲記しておりま

す。なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれ

る「商品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」

は、それぞれ424,337千円、161,799千円、405,466千

円であります。  

２．前連結会計年度まで区分掲記しておりました「未収

還付法人税等」（当期278千円）は、当連結会計年度

において金額的重要性が乏しくなったため、流動資産

の「その他」に含めて表示することといたしました。

３．前連結会計年度まで投資その他の資産の「その他」

に含めて表示しておりました「差入保証金」は、当連

結会計年度において、資産の総額の100分の１を超え

たため区分掲記しました。 

 なお、前連結会計年度末の「差入保証金」は26,744

千円であります。 

４．前連結会計年度まで流動負債に表示しておりました

「関係会社整理損失引当金」は、今後の再建計画を実

行する上で拠点の統廃合、事業構造の見直しに必要と

見込まれる費用等を計上したのでありますが、より実

体を明らかにする明瞭性の観点から当連結会計年度よ

り「事業構造改善引当金」に含めて表示することと致

しました。 

──────  



  

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

（連結損益計算書） 

１．前連結会計年度において、営業外収益の「賃貸収

入」として掲記されていたものは、ＥＤＩＮＥＴへの

ＸＢＲＬ導入に伴い連結財務諸表の比較可能性を向上

するため、当連結会計年度より「受取賃貸料」と掲記

することといたしました。 

２．前連結会計年度において、特別利益の「保険解約

益」として掲記されていたものは、ＥＤＩＮＥＴへの

ＸＢＲＬ導入に伴い連結財務諸表の比較可能性を向上

するため、当連結会計年度より「保険差益」と掲記す

ることといたしました。 

３．前連結会計年度において、特別損失の「本社移転関

連損失」として掲記されていたものは、ＥＤＩＮＥＴ

へのＸＢＲＬ導入に伴い連結財務諸表の比較可能性を

向上するため、当連結会計年度より「本社移転費用」

と掲記することといたしました。  

４．前連結会計年度まで特別損失に表示しておりました

「関係会社整理損失引当金繰入額」は、今後の再建計

画を実行する上で拠点の統廃合、事業構造の見直しに

必要と見込まれる費用等を計上したのでありますが、

より実体を明らかにする明瞭性の観点から当連結会計

年度より「事業構造改善引当金繰入額」に含めて表示

することと致しました。 

────── 

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

１．前連結会計年度まで営業活動によるキャッシュ・フ

ローに表示しておりました「関係会社整理損失引当金

繰入額」は、今後の再建計画を実行する上で拠点の統

廃合、事業構造の見直しに必要と見込まれる費用等を

計上したのでありますが、より実体を明らかにする明

瞭性の観点から当連結会計年度より「事業構造改善引

当金の増減額（△は減少）」に含めて表示することと

致しました。 

２．前連結会計年度まで営業活動によるキャッシュ・フ

ローにおいて「本社移転関連損失」として掲記されて

いたものは、ＥＤＩＮＥＴへのＸＢＲＬ導入に伴い連

結財務諸表の比較可能性を向上するため、当連結会計

年度より「移転費用」と掲記することといたしまし

た。 

３．前連結会計年度まで営業活動によるキャッシュ・フ

ローにおいて「本社移転関連の支出」として掲記され

ていたものは、ＥＤＩＮＥＴへのＸＢＲＬ導入に伴い

連結財務諸表の比較可能性を向上するため、当連結会

計年度より「移転費用の支払額」と掲記することとい

たしました。 

────── 



  

注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成22年３月31日） 

※１．有形固定資産減価償却累計額 

                                    5,346,931千円

※１．有形固定資産減価償却累計額 

                                     千円4,620,537

※２．担保に供している資産ならびに担保付債務は次のと

おりであります。 

※２．担保に供している資産ならびに担保付債務は次のと

おりであります。 

 担保付債務は土地に対応する債務であります。 

 また、現金及び預金（定期預金）に対応する債務は

ありません。 

担保資産     (内工場財団)

現金及び預金(定期預

金) 
58,000千円    

土地 131,902千円 (131,902千円)

合計 189,902千円 (131,902千円)   

担保資産     (内工場財団)

機械装置及び運搬具 109,887千円    

土地 267,440千円 (131,902千円)

合計 377,328千円 (131,902千円)

担保付債務     (内工場財団)

短期借入金 150,000千円 (150,000千円)

合計 150,000千円 (150,000千円)

担保付債務     (内工場財団)

１年以内返済予定の
長期借入金 

24,084千円 (20,004千円)

流動負債のその他
（割賦未払金） 

25,086千円   

長期借入金 260,913千円 (164,993千円)

長期割賦未払金 104,609千円   

合計 414,692千円 (184,997千円)

                



  

  

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は、次のとおりであります。 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は、次のとおりであります。 

荷造運搬費 228,544千円 

給料手当 364,651千円 

退職給付費用 22,088千円 

研究開発費 113,528千円 

貸倒引当金繰入額 5,030千円 

荷造運搬費 186,262千円 

給料手当 295,542千円 

退職給付費用 16,620千円 

研究開発費 100,004千円 

貸倒引当金繰入額 3,227千円 

製品保証引当金繰入額 2,442千円 

※２．研究開発費の総額 

一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 

※２．研究開発費の総額 

一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 

113,528千円 100,004千円

 ※３．前期損益修正益の内容 

 主に、過年度における連結子会社との未達取引の認

識の誤差修正によるものであります。 

  ３．      ────── 

  

 ※４．固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 

(1）機械装置及び運搬具 3,893千円 

(2）工具、器具及び備品  553千円 

(3）土地 423千円 

合計 4,869千円 

 ※４．固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 

(1）機械装置及び運搬具 5,750千円 

(2）工具、器具及び備品  1,637千円 

(3）土地 4,624千円 

合計 12,011千円 

 ※５．固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。 

(1）機械装置及び運搬具 4,966千円 

(2）工具、器具及び備品  1,177千円 

合計 6,143千円 

 ※５．固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。 

(1）工具、器具及び備品 235千円 

合計 235千円 

 ※６．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

(1）機械装置及び運搬具 9,315千円 

(2）工具、器具及び備品  589千円 

合計 9,904千円 

 ※６．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

(1）機械装置及び運搬具 4,980千円 

(2）工具、器具及び備品  1,208千円 

合計 6,189千円 

※７．減損損失 

 当連結会計年度において、当連結グループは以下

の各子会社で保有している固定資産について減損損

失を計上しました。 

（1）減損損失を認識した資産 

(2）資産のグルーピングの方法 

 各連結子会社は、それぞれ単一の事業を行ってお

り、独立したキャッシュフローを生み出す 小の単

位としました。 

場所 用途 種類 

杭州佳路克電子有

限公司 

(中国浙江省杭州

市） 

生産設備 

  

  

  

機械装置、工

具、器具及び

備品、建物及

び構築物 

ジャルコ エレクト

ロニクス マレーシ

ア SDN．BHD．

(Johor,Malaysia) 

生産設備 

  

  

  

機械装置、工

具、器具及び

備品、建物及

び構築物 

 ７．      ──────  

  



前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

(3）減損損失の認識に至った経緯 

（ア）杭州佳路克電子有限公司 

  コネクタの組み立て、プレス、成形品の一貫生産

を行っていましたが、労務費及び原材料の高騰によ

り業績が著しく悪化しているうえに債務超過に陥り

ました。 

  同社は、組み立てを安価な外部委託を基本に展開

し固定費の削減をおこない、労務費高騰の影響が少

ない「プレス」「成形品」の部品生産に特化してい

くことにより、現在の売上規模に対応させるための

縮小を検討していることを鑑みて、固定資産につい

て４億27百万円を減損損失として特別損失に計上い

たしました。 

（イ）ジャルコ エレクトロニクス マレーシア SDN．

BHD． 

 解散を前提としていることを鑑みて、処分を予定し

ている資産について、帳簿価額を回収可能価額まで減

額し、減少額を減損損失として特別損失に計上いたし

ました。 

（4）減損損失の金額 

（ア）杭州佳路克電子有限公司 

  
（イ）ジャルコ エレクトロニクス マレーシア SDN．

BHD． 

  

（5）回収可能価額の算定方法 

（ア）杭州佳路克電子有限公司 

 売却可能価額の算出が困難なために使用価値を回

収可能価額としました。 

 但し、将来キャッシュフローに基づく使用価値が

マイナスであるため、回収可能価額をゼロとして評

価しております。 

（イ）ジャルコ エレクトロニクス マレーシア SDN．

BHD．  

 大半の資産が売却の目処が立っているので、売却

予定可能価額を回収可能価額としました。 

 売却予定可能価額については現地において複数の

買受け希望先との交渉の上決定されてますが、現時

点では 終の売却額が決定しておりませんので、正

味売却価額は算出しておりません。 

(1）機械装置 126,868千円 

(2）工具、器具及び備品 239,561千円 

(3）車両運搬具  8,455千円 

(4）建物及び構築物 53,026千円 

合計 427,911千円 

(1）機械装置 49,730千円 

(2）工具、器具及び備品 6,932千円 

(3）建物及び構築物 73,100千円 

合計 129,762千円 

  



前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加３千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

 （注）本新株予約権付社債における転換価格は、一定の転換価格の調整事由が生じた場合には本新株予約権付社債の募

集要項に従い調整されます。 

  

３．配当に関する事項 

該当事項はありません。 

  

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
前連結会計年度末
株式数（千株） 

当連結会計年度増
加株式数（千株） 

当連結会計年度減
少株式数（千株） 

当連結会計年度末
株式数（千株） 

発行済株式         

普通株式  9,020  －  －  9,020

合計  9,020  －  －  9,020

自己株式         

普通株式 （注）  12  3  －  15

合計  12  3  －  15

区分 新株予約権の内訳 

新株予約権
の目的とな
る株式の種

類 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  
当連結会計
年度末残高
（千円） 

前連結会計
年度末 

当連結会計
年度増加 

当連結会計
年度減少 

当連結会計
年度末 

 提出会社 

（親会社） 

第１回無担保転換社債型新株予約

権付社債（転換社債型新株予約権

付社債間限定同順位特約付） 

普通株式  － （注）  － （注）  －

 合計  －    －  －    －  －  －



当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）１．普通株式の発行済株式総数の増加23,958千株は、第三者割当による新株の発行による増加8,000千株、転換社

債型新株予約権付社債の権利行使による新株の発行による増加10,038千株、新株予約権の権利行使による新株

の発行による増加5,920千株であります。 

２．普通株式の自己株式の株式数の増加３千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

 （注）１．本新株予約権付社債における転換価格は、一定の転換価格の調整事由が生じた場合には本新株予約権付社債

の募集要項に従い調整されます。 

２．第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付）の当連結会

計年度減少は、新株予約権付社債の行使によるものであります。 

３．第１回新株予約権の当連結会計年度増加は、新株予約権の発行によるものであります。 

４．第１回新株予約権の当連結会計年度減少は、新株予約権の行使によるものであります。 

  

３．配当に関する事項 

該当事項はありません。  

  
前連結会計年度末
株式数（千株） 

当連結会計年度増
加株式数（千株） 

当連結会計年度減
少株式数（千株） 

当連結会計年度末
株式数（千株） 

発行済株式         

普通株式 （注）１  9,020  23,958  －  32,978

合計  9,020  23,958  －  32,978

自己株式         

普通株式 （注）２  15  3  －  18

合計  15  3  －  18

区分 新株予約権の内訳 

新株予約権
の目的とな
る株式の種

類 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  
当連結会計
年度末残高
（千円） 

前連結会計
年度末 

当連結会計
年度増加 

当連結会計
年度減少 

当連結会計
年度末 

 提出会社 

（親会社） 

第１回無担保転換社債型新株予約

権付社債（転換社債型新株予約権

付社債間限定同順位特約付）

（注）２ 

普通株式 （注）１ （注）１  10,038,471 （注）１  －

  
第１回新株予約権（注）

３，４ 
普通株式  － 10,000,000  5,920,000  4,080,000  2,040

 合計  －  －  －  15,958,471  －  －



  

  

 リース取引関係、金融商品関係、有価証券関係、デリバティブ取引関係、退職給付関係、ストック・オプション等

関係、税効果会計関係、賃貸等不動産関係、関連当事者情報、企業結合等関係に関する注記事項については、決算短

信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

  

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

記載されている科目の金額との関係 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

記載されている科目の金額との関係 

（平成21年３月31日現在） （平成22年３月31日現在）

  
２．       ────── 

  

現金及び預金勘定 534,028千円 

預入期間が３か月を越える定期預金 △58,000千円 

現金及び現金同等物 476,028千円 
  
※２．株式の取得により新たに連結子会社となった会社

の資産及び負債の主な内訳 

株式の取得により新たに株式会社ハリーズを連結し

たことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに

同社株式の取得価額と連結の範囲の変更を伴う子会社

株式の取得による支出との関係は次のとおりでありま

す。 

  

現金及び預金勘定 419,496千円 

預入期間が３か月を越える定期預金 △3,698千円 

現金及び現金同等物 415,797千円 

株式会社ハリーズ  （平成21年10月31日現在）

 流動資産   226,766千円 

 固定資産   216,442千円 

 のれん   183,537千円 

 流動負債   △190,938千円 

 固定負債   △227,626千円 

 少数株主持分   △8,181千円 

 株式の取得価額   200,000千円 

 現金及び現金同等物   △124,818千円 

 差引：連結の範囲の変更を伴う子会

社株式の取得による支出 

75,181千円 

（開示の省略）



 前連結会計年度において、当連結グループは、映像機器・音響機器等に使用される電子機器用部品の製造販売

事業の売上高、営業利益の金額が、全セグメントの売上高合計及び営業利益の合計額に占める割合がいずれも

90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

当連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年3月31日） 

（注）１．事業区分の方法  

事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

  

２．各区分に属する主要な製品 

  

３．当連結グループは、従来、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しておりましたが、当連結会計年度にお

いて、株式会社ハリーズを新たに連結の範囲に含めたことに伴い、従来の事業を「電子機器用部品事業」セグ

メントとし、株式会社ハリーズの連結化に伴い新たに加わる事業を「消費財製造装置事業」セグメントとし

て、事業の種類別セグメント情報を記載しております。  

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

  
電子機器用
部品事業 
（千円） 

消費財製造
装置事業 
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結
（千円） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  4,894,074  112,427  5,006,501  －  5,006,501

(2）

 

セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  －  －  －  －

  計  4,894,074  112,427  5,006,501    －  5,006,501

 営業損失（△）  △505,438  △84,577  △590,016  －  △590,016

資産   2,614,771  440,657  3,055,428  －  3,055,428

減価償却費   167,492  20,654  188,146  －  188,146

資本的支出   207,624  8,030  215,654  －  215,654

事業区分 主要製品

電子機器用部品事業  ＲＦ回路ユニット・コネクター・ピンジャック・精密プレス・デジタルコネクター等 

消費財製造装置事業  吸水性シートパイロット製造装置・自社ＲＦＩＤインレイ製造販売・リーダライタ 



  

前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）東南アジア………マレーシア、シンガポール、インドネシア 

(2）東アジア…………香港、中国 

(3）北米………………米国 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は517,166千円であり、その主なも

のは、基礎的試験研究等を行う技術部門に係る費用及び総務・経理部門等の管理部門に係る費用でありま

す。 

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は7,709千円であり、その主なものは、長期投資

資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。 

  

ｂ．所在地別セグメント情報

  
日本 

（千円） 
東南アジア
（千円） 

東アジア
（千円） 

北米
（千円） 

計（千円） 
消去又は全
社（千円） 

連結
（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業損

益 
              

売上高               

(1）外部顧客に対す

る売上高 
 4,015,082  1,532,764  1,076,248  －  6,624,096  －  6,624,096

(2）セグメント間の

内部売上高 
 1,436,581  1,701,896  1,270,510  －  4,408,988 (4,408,988)  －

計  5,451,664  3,234,661  2,346,759  －  11,033,085 (4,408,988)  6,624,096

営業費用  5,577,536  3,244,882  2,550,868  338  11,373,626 (4,094,009)  7,279,617

営業損失（△）  △125,872  △10,221  △204,108  △338  △340,541 (314,979)  △655,520

Ⅱ 資産  2,119,114  1,221,179  669,804  25,236  4,035,336 (1,054,080)  2,981,255



当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）東南アジア………マレーシア、シンガポール、インドネシア 

(2）東アジア…………香港、中国 

(3）北米………………米国 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は421,538千円であり、その主なも

のは、基礎的試験研究等を行う技術部門に係る費用及び総務・経理部門等の管理部門に係る費用でありま

す。 

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は12,335千円であり、その主なものは、長期投資

資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。 

  

  
日本 

（千円） 
東南アジア
（千円） 

東アジア
（千円） 

北米
（千円） 

計（千円） 
消去又は全
社（千円） 

連結
（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業損

益 
              

売上高               

(1）外部顧客に対す

る売上高 
 3,121,237  909,706  975,557  －  5,006,501  －  5,006,501

(2）セグメント間の

内部売上高 
 1,327,494  1,262,603  1,055,677  －  3,645,774 (3,645,774)  －

計  4,448,732  2,172,309  2,031,235      －  8,652,276 (3,645,774)  5,006,501

営業費用  4,539,908  2,569,671  1,931,042  21  9,040,643 (3,444,125)  5,596,518

営業利益又は営業

損失（△） 
 △91,176  △397,362  100,193  △21  △388,367 (201,648)  △590,016

Ⅱ 資産  2,498,078  971,819  675,895  －  4,145,794 (1,090,365)  3,055,428



前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）東南アジア………マレーシア、シンガポール、インドネシア等 

(2）東アジア…………香港、韓国、台湾、中国等 

(3）その他の地域……英国、米国、メキシコ、ブラジル、フランス等 

３．海外売上高は、当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であります。 

  

当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）東南アジア………マレーシア、シンガポール、インドネシア等 

(2）東アジア…………香港、韓国、台湾、中国等 

(3）その他の地域……英国、米国、メキシコ、ブラジル、フランス等 

３．海外売上高は、当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であります。 

  

ｃ．海外売上高

項目 東南アジア 東アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  1,236,653  1,615,633  940,588  3,792,875

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  6,624,096

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 18.7  24.4  14.2  57.3

項目 東南アジア 東アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  815,923  1,627,356  641,944  3,085,223

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  5,006,501

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 16.3  32.5  12.8  61.6



 （注） １株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１株当たり純資産額             127円45銭 

１株当たり当期純損失金額           149円97銭 

１株当たり純資産額 円 銭 27 40

１株当たり当期純損失金額 円 銭 29 17

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損失で

あるため記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損失で

あるため記載しておりません。 

  
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

当期純損失（千円）  1,350,602  678,873

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純損失（千円）  1,350,602  678,873

期中平均株式数（千株）  9,005  23,275

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり当期純利益の算定に含め

なかった潜在株式の概要  

第１回無担保転換社債型新株予

約権付社債（券面総額150,000千

円） 

第１回無担保転換社債型新株予

約権付社債（券面総額 千

円）及び第１回新株予約権（新

株予約権の数204個） 

27,000



  

（重要な後発事象）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

────── １．第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の権利行使

について  

 当連結会計年度終了後、平成22年４月22日までに転換

社債型新株予約権付社債の権利行使による新株への転換

が行われました。その概要は次のとおりであります。  

  

２．子会社株式の売却による特定子会社の異動について 

 当社は「ハリーズ」の株式取得を下記理由で行いその

シナジー効果の実現に取り組んでまいりました。 

 技術面では、当社が所有する高周波技術及びアンテナ

技術をハリーズにて活用することを期待し、共同で開発

を進めてまいりました。 

 販売面では、株式取得時にシナジー効果を狙った、双

方の顧客から有力と思われる顧客への新しい商品の売込

みや機器の売込みを共同でする準備を進めてまいりまし

た。 

 コスト面では、当社の持つ部品製造でのコスト管理の

ノウハウを開発型ベンチャーであるハリーズに移転しハ

リーズを開発・製造会社の体質にすべく取り組むととも

に、ハリーズの技術をベースにした製造技術の革新など

を狙い両社で検討をしておりました。 

 当初の目論見では、当社の構造改革を平成22年３月期

中に終了させハリーズとのシナジー効果を発揮し、再建

計画の次のステージを加速する予定でいました。しかし

ながら、当初考えておりました、タッチパネル市場の拡

大などが遅れたこと、技術的なシナジー効果を出すため

の提案の実現に時間がかかるなどの理由で加速度的な収

益力強化には今しばらく時間が必要との判断を致しまし

た。当社といたしましては、ハリーズに追加投資をおこ

なうより既存事業の安定した収益を確保するための資金

を確保することを優先することに致しましたのでハリー

ズの株式を売却することといたしました。 

 また、売却先については、中国でのRFID事業への参入

に向けハリーズのRFID事業における技術力を高く評価を

いただき、ハリーズの事業拡大とのシナジー効果の高い

売却先として EVATECH SOLAR ENERGY EQUIPMENT 

(SHENYANG) CO.,LTD を選定致しました。 

・転換社債型新株予約権付社債

の減少額 
10,000千円 

・資本金の増加額 5,000千円

・資本準備金の増加額 5,000千円

・増加した株式の種類及び株数：普通株式 833,334株 



前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

  (1）売却する相手会社の名称及び事業の内容  

(2）売却の時期 

平成22年５月21日（予定） 

(3）異動する子会社の名称、事業内容及び当社との関係

(4）売却する株式の数、売却価額、売却損益及び売却後

の持分比率 

  

名称 EVATECH SOLAR ENERGY EQUIPMENT 

(SHENYANG) CO.,LTD 

住所 No.44 Tiexi District Jingxing 

North Street Shenyang 

City, China 

代表者の氏名 John S. Lin 

資本金の額 30,000千USD 

事業の内容 半導体及び関連装置製造業 

名称 株式会社ハリーズ 

住所 兵庫県明石市大久保町江井島811 

番地の１ 

代表者の氏名 青山 博司 

資本金の額 100,000千円 

事業の内容 消費財製造装置等の開発・製造・

販売 

当社との関係 当社代表取締役金子智行並びに取

締役田辺順一が株式会社ハリーズ

取締役を兼任しておりますが、株

式譲渡日をもって辞任する予定で

す。 

資本関係及び取引関係並びに関連

当事者への該当状況はありませ

ん。 

売却する株式の数 10,000株 

売却価額 200,000千円 

売却益 101,200千円 

売却後の持分比率 0.0％ 



５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 135,686 161,334

受取手形 38,684 17,948

売掛金 926,165 1,232,588

商品及び製品 173,264 111,528

仕掛品 113,488 59,656

原材料及び貯蔵品 28,718 26,784

関係会社短期貸付金 88,407 24,655

未収入金 156,114 30,814

仮払金 54,041 54,041

その他 26,365 18,753

貸倒引当金 △163,440 △175,805

流動資産合計 1,577,495 1,562,300

固定資産   

有形固定資産   

建物 917,443 922,193

減価償却累計額 △901,684 △904,365

建物（純額） 15,758 17,827

構築物 125,983 125,983

減価償却累計額 △125,983 △125,983

構築物（純額） － －

機械及び装置 732,651 745,530

減価償却累計額 △689,282 △675,149

機械及び装置（純額） 43,369 70,380

車両運搬具 16,839 12,165

減価償却累計額 △16,156 △11,442

車両運搬具（純額） 682 723

工具、器具及び備品 2,073,040 1,806,504

減価償却累計額 △2,013,094 △1,749,866

工具、器具及び備品（純額） 59,946 56,637

土地 267,440 267,440

建設仮勘定 17,238 14,842

有形固定資産合計 404,437 427,851

無形固定資産   

電話加入権 284 284

ソフトウエア 11,710 7,009

無形固定資産合計 11,994 7,293

投資その他の資産   

投資有価証券 7,709 12,335

関係会社株式 887,829 903,587

関係会社長期貸付金 83,495 55,824



（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

長期前払費用 14,121 17,626

差入保証金 34,360 42,349

その他 0 0

貸倒引当金 △868 △55,824

投資損失引当金 △543,671 △533,844

投資その他の資産合計 482,976 442,055

固定資産合計 899,408 877,200

資産合計 2,476,903 2,439,500

負債の部   

流動負債   

支払手形 286,660 243,840

買掛金 273,440 296,580

短期借入金 150,000 －

関係会社短期借入金 68,761 252,696

1年内返済予定の長期借入金 － 24,084

転換社債型新株予約権付社債 150,000 27,000

未払金 55,182 46,601

未払費用 36,070 26,102

未払法人税等 8,523 7,797

預り金 2,653 2,231

設備関係支払手形 18,879 2,352

事業構造改善引当金 82,950 4,434

その他 25,957 12,883

流動負債合計 1,159,078 946,603

固定負債   

長期借入金 － 260,913

繰延税金負債 18,587 18,596

退職給付引当金 284,671 250,868

役員退職慰労引当金 215,118 215,118

その他 816 －

固定負債合計 519,194 745,497

負債合計 1,678,273 1,692,100



（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,010,000 1,218,980

資本剰余金   

資本準備金 797,592 1,006,572

資本剰余金合計 797,592 1,006,572

利益剰余金   

利益準備金 185,000 185,000

その他利益剰余金   

土地圧縮積立金 27,239 27,230

別途積立金 － －

繰越利益剰余金 △1,215,620 △1,690,045

利益剰余金合計 △1,003,381 △1,477,814

自己株式 △3,309 △3,377

株主資本合計 800,901 744,359

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △2,271 1,000

評価・換算差額等合計 △2,271 1,000

新株予約権 － 2,040

純資産合計 798,630 747,399

負債純資産合計 2,476,903 2,439,500



（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 5,447,395 4,336,304

売上原価   

製品期首たな卸高 238,605 173,264

当期製品製造原価 4,998,931 3,474,750

当期商品仕入高 － 379,870

合計 5,237,536 4,027,885

製品期末たな卸高 173,264 111,528

売上原価合計 5,064,272 3,916,357

売上総利益 383,123 419,947

販売費及び一般管理費 1,026,161 846,542

営業損失（△） △643,038 △426,595

営業外収益   

受取利息 1,994 3,953

受取配当金 2,912 16,425

受取賃貸料 10,105 8,486

違約金収入 9,517 3,316

為替差益 3,479 －

助成金収入 － 11,282

その他 2,849 4,585

営業外収益合計 30,859 48,050

営業外費用   

支払利息 13,783 12,304

社債利息 246 3,997

社債発行費 24,450 －

資金調達費用 － 16,000

為替差損 － 34,352

その他 143 1,058

営業外費用合計 38,623 67,713

経常損失（△） △650,802 △446,259

特別利益   

前期損益修正益 7,460 774

固定資産売却益 7,456 2,732

役員退職慰労引当金戻入額 34,965 －

貸倒引当金戻入額 34,174 103,493

事業構造改善引当金戻入額 － 65,478

賞与引当金戻入額 16,559 －

保険差益 1,625 －

特別利益合計 102,241 172,478



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

特別損失   

前期損益修正損 896 324

固定資産売却損 1,177 235

固定資産除却損 653 6,189

投資有価証券評価損 1,036 －

関係会社株式評価損 － 24,699

投資損失引当金繰入額 361,439 153,844

事業構造改善引当金繰入額 28,360 －

関係会社債権放棄損 233,033 －

特別損失合計 626,595 185,294

税引前当期純損失（△） △1,175,156 △459,075

法人税、住民税及び事業税 13,224 15,349

法人税等調整額 － 9

法人税等合計 13,224 15,358

当期純損失（△） △1,188,380 △474,433



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,010,000 1,010,000

当期変動額   

新株の発行 － 72,000

新株の発行（新株予約権の行使） － 75,480

転換社債型新株予約権付社債の転換 － 61,500

当期変動額合計 － 208,980

当期末残高 1,010,000 1,218,980

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 1,269,000 797,592

当期変動額   

新株の発行 － 72,000

新株の発行（新株予約権の行使） － 75,480

転換社債型新株予約権付社債の転換 － 61,500

欠損填補 △471,408 －

当期変動額合計 △471,408 208,980

当期末残高 797,592 1,006,572

資本剰余金合計   

前期末残高 1,269,000 797,592

当期変動額   

新株の発行 － 72,000

新株の発行（新株予約権の行使） － 75,480

転換社債型新株予約権付社債の転換 － 61,500

欠損填補 △471,408 －

当期変動額合計 △471,408 208,980

当期末残高 797,592 1,006,572

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 185,000 185,000

当期末残高 185,000 185,000

その他利益剰余金   

土地圧縮積立金   

前期末残高 27,239 27,239

当期変動額   

土地圧縮積立金の取崩 － △9

当期変動額合計 － △9

当期末残高 27,239 27,230



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

別途積立金   

前期末残高 1,010,000 －

当期変動額   

別途積立金の取崩 △1,010,000 －

当期変動額合計 △1,010,000 －

当期末残高 － －

繰越利益剰余金   

前期末残高 △1,508,647 △1,215,620

当期変動額   

土地圧縮積立金の取崩 － 9

別途積立金の取崩 1,010,000 －

欠損填補 471,408 －

当期純損失（△） △1,188,380 △474,433

当期変動額合計 293,027 △474,424

当期末残高 △1,215,620 △1,690,045

利益剰余金合計   

前期末残高 △286,408 △1,003,381

当期変動額   

土地圧縮積立金の取崩 － －

欠損填補 471,408 －

別途積立金の取崩 － －

当期純損失（△） △1,188,380 △474,433

当期変動額合計 △716,972 △474,433

当期末残高 △1,003,381 △1,477,814

自己株式   

前期末残高 △3,084 △3,309

当期変動額   

自己株式の取得 △225 △68

当期変動額合計 △225 △68

当期末残高 △3,309 △3,377

株主資本合計   

前期末残高 1,989,507 800,901

当期変動額   

当期純損失（△） △1,188,380 △474,433

自己株式の取得 △225 △68

新株の発行 － 144,000

新株の発行（新株予約権の行使） － 150,960

転換社債型新株予約権付社債の転換 － 123,000

当期変動額合計 △1,188,606 △56,541



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当期末残高 800,901 744,359

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 3,470 △2,271

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △5,741 3,271

当期変動額合計 △5,741 3,271

当期末残高 △2,271 1,000

新株予約権   

前期末残高 － －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 2,040

当期変動額合計 － 2,040

当期末残高 － 2,040

純資産合計   

前期末残高 1,992,978 798,630

当期変動額   

当期純損失（△） △1,188,380 △474,433

自己株式の取得 △225 △68

新株の発行 － 144,000

新株の発行（新株予約権の行使） － 150,960

転換社債型新株予約権付社債の転換 － 123,000

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △5,741 5,311

当期変動額合計 △1,194,348 △51,230

当期末残高 798,630 747,399



  

継続企業の前提に関する注記

第53期 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

第54期 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

 当社は、当期におきまして６億43百万円の営業損失を計

上し、また、営業キャッシュ・フローも大幅なマイナスと

なっております。 

 当社は以前から企業再生プランを策定し構造改革に努め

ておりますが、売上高の減少と製造原価の低減に加えて人

件費等の管理費の低減のための対応の遅れから、平成17年

３月期より連続して営業損失の計上と、営業キャッシュ・

フローのマイナスとなっております。当該状況により、継

続企業の前提に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。 

 当社は早急に「負の連鎖」を断ち切り、経営体質の健全

化を目指した「経営再建計画」に基づき、事業構造の見直

し、コストの低減、組織のスリム化を実行し、当第２四半

期会計期間におきましては、営業損失を前期同期より大幅

に圧縮することができましたが、平成20年９月に発生した

リーマンショックによる金融市場をはじめとする全ての市

場での経済収縮により市場環境は大きく変化した結果、当

社は更に厳しい経営状況に直面いたしました。当社は生き

残りを賭け、総花的に陥っていた構造改革に対し目標数値

を設定し、目標達成のための管理制度の導入、各拠点の責

任者とのコミュニケーションを徹底し、指示系統及びミッ

ションの明確化を図り定期的な進捗管理を行う等、更なる

構造改革に取り組んでおります。  

 生産面では、生産拠点の再編成（平成21年４月からマレ

ーシア生産拠点の閉鎖手続き開始）、 適地生産、一貫生

産体制の構築を行うと共に、適正人員配置などの事業構造

の改善を進めており、海外事業拠点の縮小、閉鎖を含めた

統廃合、国内の生産拠点の見直しによる人員削減を計画し

ております。この施策による大幅なコスト低減による改善

効果を見込んでおります。  

 販売面におきましては、デジタルコネクタ及び精密プレ

ス製品の開発・販売強化と新製品の投入・拡販に加え、営

業の効率化を図るための人材の見直し、マーケティングの

強化を図っております。 

 管理面におきましても、組織のスリム化、業務の見直

し、役員報酬及び給与の減額、更に一時休業の導入による

人件費の圧縮、商流変更、国内の物流体制の見直しによる

コスト低減を実施しており、管理費の改善効果も出始めて

おります。 

──────── 

  



  

第53期 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

第54期 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

 上記の構造改革を行うための資金として、平成20年６月

５日に当社グループの再建をサポートしているカタリスト

株式会社から新株予約権の発行を前提に１億50百万円の借

入を実行し、平成21年３月19日に第１回無担保転換社債型

新株予約権付社債（ＭＳＣＢ）の発行による手取り資金１

億20百万円を合わせて調達しております。 

 また、平成21年５月29日に開催した臨時取締役会におい

て、カタリスト株式会社を割当先とする第三者割当による

新株式及び新株予約権の発行を決議いたしました。これに

より、平成20年６月５日付けで実行した同社からの借入金

を返済した後直ちに払い込まれることで、返済原資として

いた１億50百万円を、受注増により増加した仕入れ債務決

済資金として使用することが可能となり、新株予約権のす

べてが行使されると２億50百万円の資金調達が実現しま

す。 

 さらに、東京信用保証協会に申請中の 大２億80百万円

の保証枠は、平成21年６月９日に２億円の保証決定通知を

頂いており、当該保証に基づいて金融機関と金銭消費貸借

契約を締結いたしました。 

 カタリスト株式会社に付与した新株予約権の行使と東京

信用保証協会付き融資の実現により、「経営再建計画」が

進められることとなります。 

 今後も引き続き強力に構造改革を実行するための追加資

金が必要となってまいりますので、資金調達を計画してお

ります。 

 しかし、以上の「経営再建計画」を進める為の資金調達

に関して、新株予約権全ての行使を行う旨の確約は現時点

では得られておりませんので、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。 

 財務諸表は継続企業を前提として作成しており、このよ

うな重要な不確実性の影響を財務諸表には反映しておりま

せん。 

  



(1）役員の異動 

①新任取締役候補 

取締役（社外） 吉岡  勉（現 東北タツミ株式会社代表取締役） 

取締役（社外） 三嶋 良英（現 当社非常勤監査役） 

取締役     湯澤  淳（現 当社上席執行役員） 

取締役     永田  正（現 当社管理本部長） 

  

②退任予定取締役 

取締役     藤ノ木 悦雄 

取締役     大谷 正昭 

  

③新任監査役候補 

監査役     谷田部 隆行（現 当社経理財務部長） 

  

④退任予定監査役 

非常勤監査役（社外） 三嶋 良英 

  

⑤就任予定日 平成22年６月29日 

  

(2）その他 

該当事項はありません。 

  

６．その他
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