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平成 19 年 9 月 27 日 

各位 

静岡県浜松市東区篠ヶ瀬町 630 番地 

株式会社マキ製作所 

代表取締役社長 京谷 尚樹 

(コード番号 6304 JASDAQ) 

お問合せ先  取締役業務管理本部長  柏木 正和  

電話番号 053-421-1213(代) 

                                   FAX 番号  053-464-2401   

 

民事再生手続開始の申立てに関するお知らせとお詫び 

 

 弊社は、平成 19年 9月 27 日開催の取締役会において、民事再生手続開始の申立てを行うこと

を決議し、同日、静岡地方裁判所浜松支部に申立てを行い受理されましたので、下記のとおりお

知らせいたします。 

関係各方面の皆様には、長年にわたり、ご支援・ご協力を頂いたにもかかわらず、突然にこの

ような申立てのやむなきに至り、多大なるご迷惑をおかけする事態となりましたことを深くお詫

び申し上げます。今後は裁判所及び監督委員の監督のもと、申立人代理人のご助力を得て、全社

一丸となって再建に向けて全力を尽くす所存です。今後の当社再建に何卒格別のご理解とご支援

を賜りますよう、お願い申し上げます。 

 

1. 申立ての理由 

  当社は、主力である青果物の選別プラント施設の国内需要が漸減を続ける中、売上高の伸び

悩みと価格競争の激化による収益の低迷に苦慮してきました。こうしたなか、経営の抜本的見

直しを図るべく中期経営計画策定のために本年 7 月より社内にプロジェクトチームを組成し、

現状の収益力および財務体質の検証作業を進めて参りましたが、その過程において、在庫処理

44 億円の必要性等が判明、本年８月時点における期中損失額 68億円、債務超過額 23億円の見

通しとなることが明らかになりました。 

  こうした財務状況では、今後の当社事業継続のためには法的手続きによる再建が不可避と判

断し、民事再生手続きによる再建に踏み切る選択をしたものです。 

 

2. 負債総額 １２３億円 （平成１９年８月３１日現在） 

 

3. 今後の見通し 

  今後につきましては、裁判所及び監督委員の監督のもと、金融機関各位、お取引様各位等の

ご支援、ご協力を賜り、事業の円滑な遂行を継続していくとともに、体制の刷新を進め全社一

丸となって再建に向けて全力を尽くす所存でございます。 
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  また、裁判所及び監督委員の監督のもと早急に実態解明に努めたうえで、再建計画を早期に

策定し、皆様へのご迷惑を最小限に食い止めるよう、粉骨砕身の努力をいたす所存でございま

す。 

 

4. 民事再生手続開始申立てに伴う弊社株式の取扱いについて 

   株券上場廃止基準第 4条第 1項に規定する再建計画等の審査にかかる申請については、行

わない予定です。 

 

本件にかかる問合せ先 取締役業務管理本部長  柏木 正和 ℡ 054-421-1213(代)  
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(ご参考) 

1. 申立ての概要 

(1) 申立日     平成 19年 9月 27 日 

(2) 管轄裁判所   静岡地方裁判所浜松支部 

(3) 事件番号    平成 19年（再）第２号 再生手続開始申立事件 

(4) 申立代理人弁護士  村松
むらまつ

   良
りょう

  

            村松
むらまつ

 奈緒美
な お み

 

 

2. 会社の概況(特段記載がないものは平成 19 年 3 月 31 日現在) 

(1) 商号      株式会社マキ製作所 

(2) 本店所在地   静岡県浜松市東区篠ヶ瀬町 630 番地 

(3) 設立年月    昭和 32年 2 月 

(4) 代表者     代表取締役社長 京谷
きょうや

 尚樹
な お き

（平成 19年 6月 28 日就任） 

(5) 主な事業所   工場:本社浜松、浅羽(静岡県袋井市)、九州(大分県国東市) 

          支社:東日本、西日本、九州、東海北陸、甲信越、北海道、四国 

          営業所:北海道他 16 

(6) 主な事業の内容 農村における果実、野菜・花卉類の集出荷選別荷包装施設ならびにクール 

システム付貯留施設、養蚕の自動飼育ﾌﾟﾗﾝﾄの設計作成 

産業用各種製・封函機、ケーサー、商品仕訳ソーター、ラインフィーダー 

他コンベアーラインの設計製作 

各種冷間ロール成形部材の製造販売 

(7) 資本金   1,186,750 千円  

(8) 株式の状況 

発行する株式の種類 普通株式 

発行済株式総数   5,645,000 株 

(9) 株主の状況 

株主総数 3,129 名 

大株主の状況 以下の通りであります。 

氏名又は名称 所有株式数(株) 発行済株式総数に対

する所有株式数の割

合(%) 

マキ産業株式会社 620,000 10.98 

株式会社ニチロ 305,000 5.40 

共栄火災海上保険株式会社 294,000 5.20 

農林中央金庫 282,000 4.99 

協同リース株式会社 265,000 4.69 

マキ製作所従業員持株会 215,900 3.82 

株式会社静岡銀行 212,000 3.75 
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株式会社りそな銀行 200,000 3.54 

株式会社白子 185,000 3.27 

株式会社みずほ銀行 183,000 3.24 

計 2,761,900 48.92 

(注)上記のほか当社所有の自己株式 557,000 株(9.86%)があります。 

(10) 役員の状況 以下の通りであります。（平成 19年 6 月 28 日現在） 

代表取締役会長 美馬 哲義 

代表取締役社長 京谷 尚樹 

専務取締役   一井 正嗣 

専務取締役   香田 勉 

常務取締役   今場 一是 

常務取締役   石津 光治 

取締役     栗原 稔 

取締役     児玉 英夫 

取締役     原田 富次雄 

取締役     柏木 正和 

取締役     大槻 昭二 

常勤監査役   堀居 哲士 

常勤監査役   梅北 正史 

監査役     小澤 渉 

(11) 従業員の状況 就業人員 301 名。ﾊﾟｰﾄﾀｲﾏｰ・臨時従業員 19名。出向 2名。 

(12) 労働組合 労働組合は結成されておりません。 

(13) 最近の業績推移(単位:百万円) 

<連結> 

 平成 15 年 

3 月期 

平成 16 年 

3 月期 

平成 17 年 

3 月期 

平成 18 年 

3 月期 

平成 19 年 

3 月期 

売上高 10,662 11,360 10,469 10,017 10,626 

経常利益 △381 200 111 108 257 

当期利益 △328 81 23 25 121 

 

<単体> 

 平成 15 年 

3 月期 

平成 16 年 

3 月期 

平成 17 年 

3 月期 

平成 18 年 

3 月期 

平成 19 年 

3 月期 

売上高 10,632 11,256 10,320 9,903 10,465 

経常利益 △388 202 115 102 248 

当期利益 △308 87 13 27 38 

 


