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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 11,315 ― 147 ― 275 ― 63 ―

20年3月期第1四半期 8,278 4.0 △51 ― △75 ― △143 ―

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 1.59 ―

20年3月期第1四半期 △3.61 ―

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 31,902 9,981 25.1 201.24
20年3月期 29,914 9,538 25.6 192.55

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  7,996百万円 20年3月期  7,652百万円

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 ― ― ― 0.00 0.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 2.00 2.00

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 22,000 ― 250 ― 350 ― 150 ― 3.77
通期 45,700 17.5 900 ― 900 ― 400 ― 10.06

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．業績予想については、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した見通しであり、リスクや不確実性を含んでおります。今後様々な要因によって予想数値と異なる場
合があります。 
  業績予想に関連する事項につきましては、添付資料２ページをご参照ください。 
  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  40,155,637株 20年3月期  40,155,637株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  419,116株 20年3月期  416,127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  39,738,432株 20年3月期第1四半期  39,764,079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の経済は、サブプライムローン問題に起因する米国の景気後退、原油及び原

材料価格の高騰、為替の円高等の影響により、景気の減速傾向が一段と強まりました。こうした中で、当社

グループの売上高は、対前年同期比36.7％増の113億15百万円となりましたが、これは、昨年10月に第一化成

ホールディングス株式会社を買収し、前第３四半期から連結子会社化したことに加え、携帯電話向け高機能

ヒンジユニット販売が伸長したことによります。ヒンジユニットを中心とする精密組立部品事業が利益面で

寄与したことにより、営業利益は前年同期比１億98百万円増の１億47百万円となりました。また、経常利益

は為替差益等の営業外収益の計上により前年同期比３億51百万円増の２億75百万円となり、四半期純利益に

ついては前年同期比２億7百万円増の63百万円となりました。

事業のセグメント別の概況は以下のとおりです。
① 精密ばね事業
売上高は前年同期比1.4％減の48億93百万円となりましたが、製品値上げ等による国内の利益改善に伴

い、営業利益は前年同期より56百万円増加し62百万円となりました。

② 精密組立部品事業
主力の携帯電話向けヒンジユニット販売において、国内市場向けの高機能製品の販売が顧客ニーズをと

らえ好調だったことに加え、海外向けでは市場投入が遅れていた欧米向けの高機能新製品の販売が売上高

増加に大きく寄与しました。このため、売上高は前年同期比19.6％増の23億19百万円、営業利益は前年同

期より２億25百万円増加し１億93百万円となりました。

③ モーター事業
健康機器市場向けの売上が減少したことにより、売上高は前年同期比6.8％減の12億83百万円となりまし

たが、採算性が改善したため、営業利益は前年同期より48百万円増加し20百万円となりました。

④ プラスチック事業
第一化成グループの買収に伴い、前第３四半期より当セグメントを追加いたしました。当第１四半期は

売上高が28億18百万円となりましたが、国内事業の低迷と固定費の増加等により、営業損失は１億26百万

円となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報
当第１四半期末の総資産は、319億２百万円と前連結会計年度末に比べて19億87百万円増加しました。 

主な増減は、資産の部では流動資産が17億66百万円増加しました。これは精密組立事業における生産・出荷

の増加を主な原因として、受取手形及び売掛金が13億11百万円、たな卸資産が５億31百万円それぞれ増加し

たことによります。固定資産は２億21百万円増加しましたが、海外子会社における機械装置などへの設備投

資が主な要因です。

　負債合計は15億44百万円増加しました。主な内容は、精密組立部品事業などに関わる支払手形及び買掛金

が５億50百万円増加したほか、未払金などの流動負債も増加しました。また、主に増加運転資金を賄うため、

有利子負債が５億50百万円増加しております。

　純資産は４億43百万円増加しました。四半期純利益計上により株主資本、少数株主持分とも増加したほか、

海外子会社に関わる為替換算調整勘定が増加したことによるものです。

　以上の結果、当第１四半期末の自己資本比率は25.1％と、前連結会計年度末に比べて0.5ポイント低下して

おります。

3. 連結業績予想に関する定性的情報
当第１四半期の業績は全体として順調に推移しておりますが、国内外で景気後退の懸念が高まるなど当社

事業への影響が不透明な状況にあるため、業績予想の見直しは行なっておりません。
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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
簡便な会計処理

１ 一般債権の貸倒見積高の算定方法

当第１四半期末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認められる

ため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。

２ 棚卸資産の評価方法

当第１四半期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正味売却額を見積り、

簿価切下げを行う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

税金等調整前四半期純利益に重要な税務調整を加えた後の課税所得を基に法人税等を算出しております。

(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 「四半期財務諸表に関する会計基準」の適用

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 重要な資産の評価基準及び評価方法の変更

たな卸資産

当連結会計年度の第１四半期連結会計期間から、「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準

第９号)を適用しております。この結果、従来の方法によった場合に比べて、売上総利益、営業利益、経

常利益及び税金等調整前四半期純利益が99,821千円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 「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」の適用

当連結会計年度の第１四半期連結会計期間から、「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）を適用しております。

これによる影響額はありません。
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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 3,798,867 3,879,576

　  受取手形及び売掛金 10,876,232 9,564,267

　  商品 509,712 409,241

　  製品 1,065,964 1,077,339

　  原材料 1,972,206 1,660,124

　  仕掛品 1,054,581 925,152

     貯蔵品 39,422 38,407

     繰延税金資産 29,842 36,451

　  その他 983,832 971,176

　  貸倒引当金 △29,100 △26,915

　  流動資産合計 20,301,562 18,534,823

　 固定資産

　  有形固定資産 9,369,021 9,060,540

　  無形固定資産

　  のれん 1,370,632 1,446,331

　  その他 151,019 160,589

　  無形固定資産合計 1,521,652 1,606,920

　  投資その他の資産 710,166 712,134

　  固定資産合計 11,600,839 11,379,595

　 資産合計 31,902,402 29,914,418

 負債の部

　 流動負債

　  支払手形及び買掛金 6,631,402 6,081,173

　  短期借入金 5,513,311 5,070,477

     １年内返済予定の長期借入金 1,757,830 1,303,919

　  未払法人税等 102,553 89,453

　  賞与引当金 328,725 203,685

　  その他 1,648,576 1,437,721

　  流動負債合計 15,982,399 14,186,429

　 固定負債

　  長期借入金 2,365,694 2,727,512

　  繰延税金負債 895,809 831,923

　  退職給付引当金 1,619,147 1,601,961

　  役員退職慰労引当金 56,575 54,675

　  負ののれん 388,731 436,843

　  その他 612,604 536,977

　  固定負債合計 5,938,562 6,189,894

　 負債合計 21,920,961 20,376,323
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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)

 純資産の部

  株主資本

  資本金 3,451,610 3,451,610

  資本剰余金 2,575,265 2,575,694

  利益剰余金 2,500,147 2,436,885

  自己株式 △132,755 △132,743

  株主資本合計 8,394,267 8,331,446

  評価・換算差額等

  その他有価証券評価差額金 △3,772 38,363

  為替換算調整勘定 △393,744 △717,628

  評価・換算差額等合計 △397,516 △679,264

  新株予約権 2,652 1,068

  少数株主持分 1,982,036 1,884,844

  純資産合計 9,981,440 9,538,095

 負債純資産合計 31,902,402 29,914,418
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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 11,315,293

 売上原価 8,818,836

 売上総利益 2,496,456

 販売費及び一般管理費 2,349,162

 営業利益 147,294

 営業外収益

  受取利息 9,683

   為替差益 94,836

   負ののれん償却額 66,204

　 その他 35,380

  営業外収益合計 206,104

 営業外費用

  支払利息 49,910

　 その他 27,988

  営業外費用合計 77,898

 経常利益 275,499

 特別利益

  固定資産売却益 2,889

　 その他 32

  特別利益合計 2,922

 特別損失

  投資有価証券評価損 1,239

　 その他 2,687

  特別損失合計 3,927

 税金等調整前四半期純利益 274,494

 法人税、住民税及び事業税 68,111

 法人税等調整額 45,567

 法人税等合計 113,678

 少数株主利益 97,554

 四半期純利益 63,262
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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。

(3) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(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（平成20年４月１日～平成20年６月30日）

精密ばね事業
(千円)

精密組立
部品事業
(千円)

モーター事業
(千円)

プラスチック
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
4,893,695 2,319,773 1,283,815 2,818,008 11,315,293 ― 11,315,293

　(2) セグメント間の

内部売上高又は振替高
74,522 ― ― ― 74,522 （74,522） ―

計 4,968,217 2,319,773 1,283,815 2,818,008 11,389,815 （74,522） 11,315,293

営業利益又は

営業損失(△)
62,788 193,259 20,348 △126,414 149,982 （2,688） 147,294

（注）１ 事業の区分は、製品の種類による区分によっております。

　 ２ 各区分の主な製品

　 (1)精密ばね事業・・・押し・引き・トーションばね、ワイヤーフォーミング、薄板ばね等

　 (2)精密組立部品事業・・・インサートモールディング、ハイパフォーマンスヒンジ等

　 (3)モーター事業・・・ＤＣモーター、コアレスモーター、ギヤードモーター等

　 (4)プラスチック事業・・・プラスチック射出成形品等

      ３ 当連結会計年度の第１四半期連結会計期間から、「棚卸資産の評価に関する会計基準」 

         (企業会計基準第９号)を適用しております。この結果、従来の方法によった場合に比べて、

         精密ばね事業では、85,996千円、精密組立部品事業では、12,409千円、モーター事業では、

         1,414千円、売上総利益、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益がそれぞれ減

         少しております。

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。

― 7 ―

決算短信 2008年08月08日 13時59分 01230xe02_in 6ページ （Tess 1.10 20080626_01）



㈱アドバネクス(5998)平成21年３月期 第１四半期決算短信

「参考」

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

(単位：千円）

前年同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)

 売上高 8,278,870

 売上原価 6,451,025

 売上総利益 1,827,844

 販売費及び一般管理費 1,879,002

 営業利益 △51,158

 営業外収益

  受取利息 7,996

   為替差益 ―

　 負ののれん償却額 ―

　 その他 21,764

  営業外収益合計 29,761

 営業外費用

  支払利息 27,401

　 その他 27,016

  営業外費用合計 54,418

 経常利益 △75,815

 特別利益

  固定資産売却益 1,318

　 その他 157

  特別利益合計 1,475

 特別損失

  投資有価証券評価損 ―

　 その他 2,969

  特別損失合計 2,969

 税金等調整前四半期純利益 △77,308

 法人税、住民税及び事業税 135,065

 法人税等調整額 △4,721

 法人税等合計 130,343

 少数株主利益 △63,742

 四半期純利益 △143,909
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㈱アドバネクス(5998)平成21年３月期 第１四半期決算短信

(２）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（平成19年４月１日～平成19年６月30日）

精密ばね事業
(千円)

精密組立
部品事業
(千円)

モーター事業
(千円)

プラスチック
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
4,962,275 1,939,251 1,377,343 ― 8,278,870 ― 8,278,870

　(2) セグメント間の

内部売上高又は振替高
43,539 ― ― ― 43,539 （43,539） ―

計 5,005,814 1,939,251 1,377,343 ― 8,322,409 (43,539） 8,278,870

営業利益又は

営業損失(△)
6,400 △32,312 △28,619 ― △54,530 3,372 △51,158

（注）１ 事業の区分は、製品の種類による区分によっております。

　 ２ 各区分の主な製品

　 (1)精密ばね事業・・・押し・引き・トーションばね、ワイヤーフォーミング、薄板ばね等

　 (2)精密組立部品事業・・・インサートモールディング、ハイパフォーマンスヒンジ等

　 (3)モーター事業・・・ＤＣモーター、コアレスモーター、ギヤードモーター等

　 (4)プラスチック事業・・・プラスチック射出成形品等
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