
平成21年3月期 第1四半期決算短信 

平成20年8月8日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 ストロベリーコーポレーション 上場取引所 JQ 
コード番号 3429 URL http://www.strawberry-corp.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 大泉 雅裕

問合せ先責任者 （役職名） 常務取締役業務担当 （氏名） 佐藤 幸男 TEL 03-5953-5115

四半期報告書提出予定日 平成20年8月14日

1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30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 ％

21年3月期第1四半期 1,988 ― 175 ― 178 ― 177 ―

20年3月期第1四半期 1,466 △24.3 △87 ― △82 ― △86 ―

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

21年3月期第1四半期 4,394.45 4,391.33
20年3月期第1四半期 △2,139.46 ―

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

21年3月期第1四半期 3,932 2,283 58.0 56,512.34
20年3月期 3,445 2,094 60.7 51,885.12

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  2,280百万円 20年3月期  2,092百万円

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

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― ― ― ― ―

21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 0.00 ― 1,250.00 1,250.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21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）

（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

第2四半期連結累計期間 3,600 ― 220 ― 220 ― 220 ― 5,451.02
通期 7,500 45.4 420 ― 420 ― 410 ― 10,158.72

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）  無  

(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  有  

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(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） 

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(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 
１．平成20年５月15日発表の連結業績予想の修正は行っておりません。上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいて判断したものでありま
す。予想に内在する様々な不確定要因や今後の事業運営における内外の状況変化等により、実際の業績と異なる結果となる可能性があります。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

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） 21年3月期第1四半期  40,560株 20年3月期  40,560株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  200株 20年3月期  200株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  40,359株 20年3月期第1四半期  40,554株
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・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
当第１四半期におけるわが国経済は、原油価格の高騰や米国経済減速の影響により企業収益が減少し、個

人消費や設備投資が力強さを欠くなど、景気の足踏み状態が続く展開となりました。
　当社製品の主要な分野である携帯電話市場におきましては、国内市場では、ワンセグ機能の標準化やデザ
インの多様化が進展しておりますが、市場は縮小しつつあります。また海外市場では、欧米市場においては、
景気後退懸念の強まりから中上位機種市場で一時的な減速感が見られますが、携帯電話端末の高機能化が着
実に進展している状況です。またＢＲＩＣｓその他新興市場においては、廉価版の携帯電話の普及が広がる
一方で、携帯端末メーカー間の価格競争が激化しつつあります。
　このような事業環境のもと、当第１四半期における当社グループの売上高は1,988百万円、営業利益175百
万円、経常利益178百万円、四半期純利益177百万円となりました。
　売上につきましては、当社グループの主力とする携帯電話市場におきまして、国内では顧客ニーズにあっ
た製品の販売が好調に推移し、海外では、廉価版は付加価値の高い新製品へ切り替わりつつある中で減少し
たものの、市場投入が遅れていた欧米市場向け新製品の販売が大きく寄与し、売上全体として大幅な増収と
なりました。
　利益面につきましては、売上の増加に加え、高付加価値商品である新製品の販売により、営業利益以下前
年同期に比較し大幅な増加となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報
①資産、負債および純資産の状況

　＜資産＞
　資産合計は、3,932百万円（前連結会計年度末比14.1％増）となりました。
　うち、流動資産は、3,490百万円（前連結会計年度末比16.4％増）となりましたが、売上高の増加に伴い、
受取手形及び売掛金が2,412百万円（前連結会計年度末比64.6％増）と増加し、現金及び預金が295百万円
（前連結会計年度末比68.8％減）へ減少したのが、流動資産増加の主な要因となっております。
　固定資産は、442百万円（前連結会計年度末比1.2％減）となりましたが、有形固定資産が346百万円（前連
結会計年度末比0.8％減）と減少したことが、固定資産減少の主な要因となっております。 
　＜負債＞
　負債合計は、1,649百万円（前連結会計年度末比22.0％増）と昨年に比較し増加しました。仕入の増加によ
り、買掛金が511百万円（前連結会計年度末比55.5％増）と増加したのが負債増加の主な要因です。
　＜純資産＞
　純資産合計は、2,283百万円（前連結会計年度末比9.0％増）となりました。
　四半期純利益177百万円を計上したことにより、利益剰余金が1,003百万円（前連結会計年度末比21.5％増）
へと増加したことが純資産増加の主な要因です。

②キャッシュ・フローの状況
　当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に
比較し、651百万円減少し295百万円となりました。
　当期における各キャッシュ・フローの状況は、以下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725百万円の支出となりました。業績の回復により、税金等調整前四
半期純利益が178百万円となりましたが、売上債権の増加による支出が941百万円となったことが主な要因で
あります。
　（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22百万円の支出となりました。金型等の有形固定資産の取得による
支出が22百万円となったことが主な要因であります。
　（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84百万円の収入で、短期借入金の増加による収入が85百万円となっ
たことが主な要因であります。

3. 連結業績予想に関する定性的情報
当第１四半期業績は、前述いたしましたように売上および利益ともに前年同期に比較し大幅な増加となり

ましたが、国内外で景気減速懸念が強まり先行き厳しい状況が予想されるなど、事業環境の変化による当社
製品販売への影響が不透明であるため、現時点では平成20年５月15日発表の業績予想に変更はありません。
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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)

該当事項はありません。

(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

①棚卸資産の評価方法
　当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実
地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。
　また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を
見積り、簿価切下げを行う方法によっております。

②固定資産の減価償却費の算定方法
　減価償却の方法として定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を
期間按分して算定する方法によっております。

③法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法
　繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異
等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測
やタックス・プランニングを利用する方法によっております。

④税金費用の計算
　税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税
効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算す
る方法を採用しております。ただし当連結会計年度は課税所得の発生が見込まれないため、法人住民税
均等割額は年間発生見積額の4分の1に相当する金額を計上しております。

(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

①当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表
に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結
財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

②「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号）
を当第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下によ
る簿価切下げの方法）に変更しております。この結果、従来の方法によった場合に比べて、売上総利益
及び営業利益が11,218千円、経常利益が11,218千円、税金等調整前四半期純利益11,218千円がそれぞれ
減少しております。
　なお、セグメント情報に与える影響は当該箇所に記載しております。 

③「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月17日 最終改正平成19年３月30日
企業会計基準第13号)及び 及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成
６年１月18日 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号)を当第１四半期連結会計期間
から早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法
に準じた会計処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リース資産として計上し
ております。
　また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する
方法によっております。これによる損益に与える影響はありません。
　なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・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を引き続き採用しております。

④「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」（企業会計基準委員会 平成
18年５月17日 実務対応報告第18号)を当第１四半期連結会計期間から適用しております。これによる損
益に与える影響はありません。
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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：千円）

当第１四半期連結会計期間末

(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る

要約連結貸借対照表

(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 295,200 946,406

受取手形及び売掛金 2,412,053 1,464,961

商品 374,454 215,792

原材料 317,938 213,608

貯蔵品 14,702 11,938

その他 75,862 144,652

貸倒引当金 △44 －

流動資産合計 3,490,168 2,997,359

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 139,248 139,503

機械装置及び運搬具（純額） 16,086 13,706

工具、器具及び備品（純額） 190,943 195,687

建設仮勘定 106 106

有形固定資産合計 346,384 349,004

無形固定資産

ソフトウエア 33,839 36,540

その他 1,045 1,045

無形固定資産合計 34,885 37,586

投資その他の資産

投資有価証券 21,881 21,881

その他 39,605 39,724

投資その他の資産合計 61,487 61,606

固定資産合計 442,757 448,197

資産合計 3,932,925 3,445,557
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末

(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る

要約連結貸借対照表

(平成20年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 511,612 329,085

短期借入金 485,000 400,000

1年内返済予定の長期借入金 400,000 －

未払法人税等 1,938 4,572

その他 200,918 167,847

流動負債合計 1,599,469 901,504

固定負債

長期借入金 50,000 450,000

固定負債合計 50,000 450,000

負債合計 1,649,469 1,351,504

純資産の部

株主資本

資本金 732,075 732,075

資本剰余金 547,325 547,325

利益剰余金 1,003,771 826,413

自己株式 △19,521 △19,521

株主資本合計 2,263,649 2,086,292

評価・換算差額等

為替換算調整勘定 17,154 6,691

評価・換算差額等合計 17,154 6,691

新株予約権 2,652 1,068

純資産合計 2,283,456 2,094,052

負債純資産合計 3,932,925 3,445,557
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(2) 【四半期連結損益計算書】

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日

 至 平成20年６月30日)

売上高 1,988,759

売上原価 1,335,377

売上総利益 653,381

販売費及び一般管理費

荷造及び発送費 49,210

役員報酬 19,703

給料及び手当 116,917

雑給 21,536

旅費及び交通費 47,959

消耗品費 1,531

研究開発費 50,262

支払手数料 43,521

減価償却費 11,831

貸倒引当金繰入額 44

その他 115,582

販売費及び一般管理費合計 478,098

営業利益 175,282

営業外収益

受取利息 22

為替差益 4,047

確定拠出年金戻り益 1,381

その他 2,107

営業外収益合計 7,557

営業外費用

支払利息 2,652

支払補償費 1,395

その他 149

営業外費用合計 4,197

経常利益 178,642

税金等調整前四半期純利益 178,642

法人税、住民税及び事業税 1,285

四半期純利益 177,357
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日

 至 平成20年６月30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利益 178,642

減価償却費 35,478

貸倒引当金の増減額（△は減少） 44

株式報酬費用 1,583

受取利息及び受取配当金 △22

支払利息 2,652

為替差損益（△は益） △4,730

売上債権の増減額（△は増加） △941,672

たな卸資産の増減額（△は増加） △265,392

未収消費税等の増減額（△は増加） 68,048

その他の資産の増減額（△は増加） △5,818

仕入債務の増減額（△は減少） 182,982

その他の負債の増減額（△は減少） 29,825

小計 △718,379

利息及び配当金の受取額 22

利息の支払額 △3,038

法人税等の支払額 △3,855

営業活動によるキャッシュ・フロー △725,251

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △22,754

その他の支出 △488

その他の収入 607

投資活動によるキャッシュ・フロー △22,635

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） 85,000

配当金の支払額 △102

財務活動によるキャッシュ・フロー 84,897

現金及び現金同等物に係る換算差額 11,783

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △651,205

現金及び現金同等物の期首残高 946,406

現金及び現金同等物の四半期末残高 295,200
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸

表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。
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(4) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日)

     当社グループは、高機能ヒンジユニットおよびそれに関連した金型等の開発・販売を行っており、単一の事業活

動を営んでおりますので記載を省略しております。

【所在地別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日)

日本
(千円)

アジア
(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

1,987,784 975 1,988,759 － 1,988,759

　(2) セグメント間の内部
　 売上高又は振替高

675 189,511 190,186 △ 190,186 －

計 1,988,459 190,486 2,178,946 △ 190,186 1,988,759

 営業費用 1,810,761 187,059 1,997,820 △ 184,344 1,813,476

営業利益 177,697 3,427 181,125 △ 5,842 175,282

(注) 1  国または地域の区分は地理的近接度によっております。

2   本邦以外の区分に属する主な国または地域

　 アジア：中国

3   営業費用のうち、消去または全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。

4  会計方針の変更

　 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

　 「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号）

　 を当第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下による

　 簿価切下げの方法）に変更しております。この結果、従来の方法によった場合に比べて、営業費用が日本

　 で11,218千円増加し、営業利益が同額減少しております。

【海外売上高】

当第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日)

米国 欧州 アジア 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 97,563 68,474 1,114,940 1,280,979

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― ― 1,988,759

Ⅲ 連結売上高に占める
　 海外売上高の割合(％)

4.9 3.4 56.1 64.4

(注) 1  国または地域の区分は地理的近接度によっております。

2   米国以外の各区分に属する主な国または地域

　 (1)欧州：スウェーデン、ハンガリー、英国、チェコ他

    (2)アジア：中国、香港、韓国、マレーシア他

3   海外売上高は、当社およ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であります。

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項なし
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「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期

(平成20年３月期
第１四半期）

金額（千円）

Ⅰ 売上高 1,466,997

Ⅱ 売上原価 1,071,425

　 売上総利益 395,572

Ⅲ 販売費及び一般管理費 483,038

　 営業損失 87,466

Ⅳ 営業外収益 8,158

Ⅴ 営業外費用 3,213

　 経常損失 82,522

Ⅵ 特別利益 ―

Ⅶ 特別損失 2,957

税金等調整前四半期純損失 85,479

　 法人税、住民税及び事業税 1,285

　 四半期純損失 86,764
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前年同四半期
(平成20年３月期

第１四半期）

区分 金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

　１ 税金等調整前四半期純損失（△） △ 85,479

　２ 減価償却費 41,894

　３ 支払利息 1,907

　４ 為替差損益 △ 4,074

　５ 有形固定資産除却損 273

　６ 売上債権の増減額 △ 465,113

　７ たな卸資産の増減額 △ 54,439

　８ 未収消費税等の増減額 157,475

　９ その他資産の増減額 △ 1,015

　10 仕入債務の増減額 118,425

　11 その他負債の増減額 △ 36,546

　 小計 △ 326,691

　12 利息の支払額 △ 2,211

　13 法人税等の支払額 20,582

　 営業活動によるキャッシュ・フロー △ 308,320

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

　１ 有形固定資産の取得による支出 △ 22,456

　２ 無形固定資産の取得による支出 △ 1,488

　３ その他投資の回収による収入 222

　 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 23,722

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

　１ 短期借入金の増減額 100,000

　２ 配当金の支払額 △ 25,573

　 財務活動によるキャッシュ・フロー 74,426

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 9,420

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 △ 248,196

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,215,048

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 966,851
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（３）セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日)

     当社グループは、高機能ヒンジユニットおよびそれに関連した金型等の開発・販売を行っており、単一の事業活

動を営んでおりますので記載を省略しております。

【所在地別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日)

日本
(千円)

アジア
(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

1,465,690 1,306 1,466,997 ― 1,466,997

　(2) セグメント間の内部
　 売上高又は振替高

824 131,919 132,743 △ 132,743 ―

計 1,466,514 133,225 1,599,740 △ 132,743 1,466,997

 営業費用 1,564,486 122,720 1,687,207 △ 132,743 1,554,463

営業利益(又は営業損失) △ 97,971 10,505 △ 87,466 ― △ 87,466

(注) 1  国または地域の区分は地理的近接度によっております。
2   本邦以外の区分に属する主な国または地域
　 アジア：中国
3   営業費用のうち、消去または全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。

【海外売上高】

前第１四半期連結累計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日)

米国 欧州 アジア 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 52,349 42,029 418,558 512,937

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― ― 1,466,997

Ⅲ 連結売上高に占める
　 海外売上高の割合(％)

3.6 2.9 28.5 35.0

(注) 1  国または地域の区分は地理的近接度によっております。

2   米国以外の各区分に属する主な国または地域

　 (1)欧州：ハンガリー、フィンランド、エストニア他

    (2)アジア：中国、香港、韓国、タイ他

3   海外売上高は、当社およ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であります。
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