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①-1 連結損益計算書

（単位：百万円） 2014年期
対売上高
比率 2015年期

対売上高
比率

対前期比増減
対前期
比率

売上高 34,581 100.0% 32,064 100.0% △ 2,517 -7.2%

売上原価 32,120 92.9% 29,980 93.5% △ 2,140 -6.7%

売上総利益 2,461 7.1% 2,083 6.5% △ 378 -15.4%

販売費及び一般管理費 2,081 6.0% 2,330 7.3% 249 12.0%

営業利益又は
営業損失（△）

379 1.1% △ 246 -0.8% △ 625 -

営業外収益 131 0.4% 110 0.3% △ 21 -16.0%

営業外費用 252 0.7% 529 1.6% 277 109.9%

経常利益又は
経常損失（△）

258 0.7% △ 664 -2.1% △ 922 -

特別利益 9 0.0% 35 0.1% 26 288.9%

特別損失 50 0.1% 636 2.0% 586 1172.0%

税金等調整前当期純利益
又は当期純損失（△）

217 0.6% △ 1,266 -3.9% △ 1,483 -

法人税等 178 0.5% 66 0.2% △ 112 -62.9%

当期純利益又は
当期純損失（△）

39 0.1% △ 1,333 -4.2% △ 1,372 -

【1】２０１５年度決算概要



(1) 日本は社会生活機器用で需要停滞から減産となった機種の影響が大きく減益となり

ました。

(2) アジアにおいても、香港・中国深圳子会社、中国無錫子会社の売上停滞、中国最低

賃金引上げ等によるコストアップ等から、引き続いて苦戦を強いられる状況が続いて

おりますが、第４四半期における中国の子会社２社で、オフィス・ビジネス機器用主要

販売先の中国内における在庫調整が主因で大幅な減産となったことに伴い、２社の

保有する機械設備等固定資産につきまして、合計497百万円の減損損失を特別損失

として計上致しました。

(3) さらに、老朽化した設備の売却・除却を行ったことに伴い、固定資産除売却損を特別

損失として139百万円計上致しました。また、タイ持分法適用関連会社の当期純損失

計上に加えて、のれん相当額44百万円を減損処理した結果、持分法による投資損失

324百万円を営業外費用として計上致しました。

以上の結果、連結営業損失は246百万円（前年同期は379百万円の利益）、連結経常

損失は664百万円（前年同期は 258百万円の利益）、連結当期純損失は1,333百万円

（前年同期は39百万円の利益）となりました。

①-２ 連結損益分析
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26年12月期

税金等調整前
当期純利益
217百万円

営業外収支
前期比
△298百万円

販管費の増加
前期比

+249百万円

売上総利益の減少
前期比

△378百万円

売上高が、前期比2,517
百万円減少したが、売上
原価率は、海外子会社の
過剰在庫、滞留在庫部品

の評価減により前年同期
92.9%から93.5%に上昇した
ため、売上総利益が減少 タイの持分法適用関連会社の

当期純損失計上に加えて、
のれん相当額44百万円を
減損処理した結果、持分法に
よる投資損失324百万円を
営業外費用として計上

中国最低賃金引き上げ等
によるコストアップ

第４四半期における中国の子会社
２社で、オフィス・ビジネス機器用
主要販売先の在庫調整が主因で
大幅な減産となったことに伴い、２社
の保有する機械設備等の固定資産
につきまして、合計497百万円の
減損損失を特別損失として計上、
さらに、老朽化した設備の売却・
除却を行ったことに伴い、固定資産
除売却損を特別損失として
139百万円計上

経常利益/損失
前期比

△922百万円

特別利益/損失
前期比
△560百万円

27年12月期

税金等調整前
当期純損失
△1,266百万円

①-3 チャート分析



【1】２０１５年度決算概要
②-1 連結貸借対照表
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（単位：百万円）
2014年 2015年

増減
2014年 2015年

増減
12月期 12月期 12月期 12月期

資 産 現金及び預金 2,357 1,654 △ 703 負 債
支払手形及び

6,565 4,492 △ 2,073
買掛金、でんさい

受取手形及び
6,984 5,667 △ 1,317 短期借入金 2,077 1,821 △ 256

売掛金、でんさい

棚卸資産 5,781 4,494 △ 1,287
1年以内返済予定
長期借入金

2,173 2,045 △ 128

その他 520 504 △ 16 その他 1,229 1,081 △ 148

流動資産 15,643 12,319 △ 3,324 流動負債 12,044 9,439 △ 2,605

有形固定資産 4,757 3,736 △ 1,021 長期借入金 4,294 4,001 △ 293

無形固定資産 124 116 △ 8 その他 222 162 △ 60

投資その他 1,344 1,047 △ 297 固定負債 4,516 4,163 △ 353

固定資産 6,225 4,901 △ 1,324 負債合計 16,561 13,603 △ 2,958

純資産
資本金

1,420 1,420 0
資本剰余金

利益剰余金 2,498 1,112 △ 1,386

評価・換算差額等 1,389 1,086 △ 303

純資産合計 5,307 3,617 △ 1,689

資産合計 21,869 17,220 △ 4,648 負債/純資産合計 21,869 17,220 △ 4,648



②-2 連結財政状態分析

（総資産）
• 当連結会計年度末における総資産は、17,220百万円(前期末比4,648百万円減)となり
ました。

• 流動資産は、電子記録債権が増加した一方、現金及び預金、受取手形及び売掛金、
たな卸資産が減少したこと等により、12,319百万円 (前期末比3,324百万円減)となり
ました。

• 固定資産は、機械装置及び運搬具、投資有価証券が減少したこと等により、4,901百万
円(前期末比1,324百万円減)となりました。

（負債）
• 当連結会計年度末における負債合計は、13,603百万円(前期末比2,958百万円減)と
なりました。

• 流動負債は、支払手形及び買掛金、短期借入金が減少したこと等により、9,439百万
円(前期末比2,605百万円減)となりました。

• 固定負債は、長期借入金及びリース債務が減少したこと等により、4,163百万円(前期
末比353百万円減)となりました。

（純資産）
・ 当連結会計年度末における純資産合計は、3,617百万円(前期末比1,690百万円減)と
なりました。利益剰余金及び為替換算調整勘定が減少したこと等によるものであります。

7



【2】 ＥＭＳという観点から見た課題整理

設計

独自性を
持った

ＥＭＳ＝
高付加価
値製品の
受託を目
指す

調達

原価の
７０％

以上を
占める
電子
部品

購買力
強化を
目指す

製造

内外統一
的な生産
革新活動
の展開に
よりコスト
削減を
図る

物流

従来の

物流体制
を

見直し
コスト
削減を
図る

顧客

顧客多層化の促進
によりバランスの

取れた製品ポート
フォリオを実現し、
顧客生産変動を

早期にキャッチして
生産効率をＵＰし
コスト削減を図る
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【３】① 3ヵ年中期計画の骨子

顧客セグメント
多層化と

営業管理力強化

安定的な収益基盤の構築

開発設計力・
部材調達力
強化

①デザイン・ハウ
スとのアライアン
ス

②部材購買力

強化によるコスト
削減／外部企業
とのアライアンス

製造経費・販管
費削減の断行に
よるコスト削減

①統一的生産
革新活動による
コスト削減

②緊急対応とし
ての固定費削減

組織、コーポレー
ト・ガバナンスの
再編・強化

①絞った形での
取締役会による
的確な経営判断

②拠点トップ権限
と責任の明確化
による、迅速な
業務執行

①バランスの

取れた製品ポー
トフォリオと高付
加価値製品受注

②顧客生産変動
を素早くキャッチ
する体制 9



② 3ヵ年中期計画（数値編）

単位：百万円
連結損益計算書
（単位：百万円）

２０１５年期 ２０１６年期 ２０１７年期 ２０１８年期

売上高 32,064 28,000 30,000 34,000

営業利益/損失 △246 240 440 710

経常利益/損失 △664 70 340 610

当期純利益/損失 △1,333 50 280 490
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【4】営業利益改善の具体策

りえき

①付加価値ＵＰ
・顧客多層化による高付加価値品受託に注力
・顧客多層化対応としての営業管理力強化
・購買力強化による原材料コスト削減

③販管費削減
・ＱＭＳの中でグループ全体で販管費削減活動を
展開

②製造力強化
・ＱＭＳを軸とする製造経費削減活動
・もう一段レベルアップした品質保証体制の確立
・顧客生産変動に同期するための営業管理力強化

２０１８年度営業利益
改善目標
７１０百万円

２０１５年度実績
△２４６百万円

④開発製造型ＥＭＳ／ビジネスモデル

・提案型ものづくり形態への変革と従来型ビジネス
モデルの再構築
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①-1 付加価値ＵＰのための顧客多層化

52%

31%

14%

3%

2015年度製造付加価値実績

OBU 社会生活 産業機器 車載

顧客の最終製品によって、オフィス・ビジネス・ユニット（ＯＢＵ）、社会生活、産業機器、
車載の４セグメントとし、顧客の多層化を図ることによってＯＢＵの占めるシェアー
（２０１５年度実績：５２％）を引下げ（３３％）、バランスの取れた製品シェアーにして、
特定顧客の生産変動による損益への影響を減らすと共に、高付加価値・安定生産への
シフトも同時に進める。

33%

37%

20%

10%

2018年度製造付加価値計画

OBU 社会生活 産業機器 車載 12



①-2 顧客多層化を図るための営業力強化

① 組織的かつ戦略的営業体制の構築による高付加価値案件の受注獲得を目指す。
既存顧客の深耕と新規顧客セグメントからの受注拡大を図るため、営業スタンスの見直し
を早急に進めると同時に、我々から提案できる攻めの営業体制に営業組織を見直し、見
積管理手法の再構築、顧客情報管理体制の充実などによる営業部門の組織力強化を
図っていく。

② 各製造拠点が属する産業クラスターの特性に応じた営業展開を図る。
日本国内：社会生活、産業機器（含む医療機器）
中国無錫：車載、産業機器
中国深圳：ＯＢＵ、社会生活
タイ：車載、社会生活

③ 客先、製造場所がグローバル化していく中で、リスクを十分理解したうえで非日系顧客
からの受注、販売体制の構築も進める。
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①-3 調達力強化（ＥＭＳ機能としての）

①調達力強化による顧客満足度ＵＰ

内外調達拠点の情報共有化を推進し、顧客満足度の高いヴァリュー・エンジニアリング
（ＶＥ）提案を行うことによって、顧客満足度の高いＥＭＳを目指す。

②一方で、顧客生産変動の早期キャッチ能力を高めたうえで、適時・適正に部材を購買
することによって在庫削減を実現することにより、在庫に関わるコスト削減を図る。

③調達力強化のためには、外部ノウハウを早期に取り込むために外部企業とのアライ
アンスも検討する。

14



② 製造力強化（ＥＭＳ機能としての）

①品質：もう一段レベルアップした品質保証体制の確立
現在受注獲得に挑戦している新規顧客の中には車載や医療といった既存顧客よりも
品質要求レベルが高い顧客も含まれており、その要求を満たすための品質保証体制を
確立するために一部門の活動ではなく、全社的な品質改善活動としてものづくりの原理・
原則に基づく継続的かつ発展的な工場品質向上に向けた改善活動を進めていく為に
特定業種向けのＩＳＯマネジメントシステムの取得準備を開始する。

②環境：組織的に環境関連法規を遵守する体制の構築
グループとして迅速かつ効率的に環境対策に取組む事ができる体制を構築する事は、
当社の強み＝顧客からの信用力ＵＰにつながるばかりでなく、各種環境関連法規に
抵触しないための予防対策（=潜在的リスクの軽減）に有効であると認識し、ＩＳＯ１４００１の
マネジメントシステムを活用した全社的管理体制の構築をこれまで以上に徹底させる。
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①創業当初からこれまで基板実装を中心とする受託加工型アッセンブリで事業を継続させ
てきた。今後も,ものづくり会社としての本質は守りつつも、時流の変化に合わせた提案型
のものづくり形態に変革を遂げていく必要がある。
先ず、ＥＭＳとしての開発設計段階からの関与を強めて、独自技術を持つＥＭＳという立

ち位置を確保することを目的として既存の電源開発機能を強化し、高付加価値製品を手掛
けるＥＭＳを目指す。
更に、時流の変化に合わせた提案型のものづくり形態に変革を遂げていく為、開発設計

機能に限ることなく、外部企業・機関とのアライアンスも検討する・・・合作：協動製造を企画
する。

②一方で、従来型のＥＭＳ機能も強化させる必要があり、今後注力する分野を４分類して
各分野に適した生産体制（産業クラスターも勘案）を再構築していく。
ａ） 基板実装組立ユニット加工区／モジュール系
ＯＢＵ，車載、遊技機、癒し型ロボット他（民生機器）

ｂ） 産業機器／社会インフラ系（社会生活）
検査機器、医療機器、交通信号、災害・防災機器

ｃ） 機構組立加工区／筐体ハウジング系
半導体製造装置

ｄ） 防災／自然災害対応電子機器系

③ 開発製造型ＥＭＳ／ビジネスモデル
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④ 新体制骨子

①取締役１１名体制を６名に絞り込み取締役会は経営方針等グループ全体の経営に
関する重要事項を決定することとし、より迅速・的確な経営判断を行う体制とする。

代表取締役社長：山口 侑男 （ＣＥＯ）
取締役： 山口 琢也 （ＣＯＯ、トロワ無錫董事長）
取締役： 為崎 靖夫 （ＣＦＯ）
取締役： 流石 友光 （国内総括）
取締役： 森 明 （ニュートロワ深圳董事長）
社外取締役： 相馬 郁夫

常勤監査役： 高野 節子
社外監査役: 星野 俊之
社外監査役： 田原 哲郎

②３事業部門に分け、各部門責任者の権限と責任を明確にすることによって迅速・的確に
業務を執行する。
・ 国内
・ 中国無錫子会社
・中国深圳・香港子会社
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⑤ 組織、コーポレートガバナンス体制

取締役会における社外取締役、社外監査役による
企業統治機能強化と、３事業部への権限移譲

の最適バランス化を図る

取締役会
取締役：６名（社外取締役:１名）
監査役:３名（社外監査役：２名）

３事業部制による業務運営

大日光・エンジニア
リング（国内）

ニュートロワ
（深圳／香港）

トロワ無錫
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