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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21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 ％

21年3月期 6,096 18.2 129 ― 92 ― 73 ―

20年3月期 5,158 △22.5 △686 ― △708 ― △885 ―

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 ％ ％ ％

21年3月期 1,825.87 ― 3.5 2.9 2.1
20年3月期 △21,901.37 ― △34.6 △19.0 △13.3

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20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

21年3月期 3,025 2,174 71.7 53,718.56
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  2,168百万円 20年3月期  2,092百万円

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

21年3月期 194 △100 △317 727
20年3月期 △481 △132 355 946

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（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 百万円 ％ ％

20年3月期 ― ― ― ― ― ― ― ―

21年3月期 ― ― ― 1,250.00 1,250.00 50 68.5 2.4

22年3月期 
（予想）

― ― ― 1,250.00 1,250.00 45.9

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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

1,900 △50.3 △140 ― △155 ― △157 ― ―

通期 5,000 △18.0 145 12.1 115 24.1 110 49.3 2,725.54
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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）  無  

(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） 

（注）詳細は、17ページ「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」をご覧ください。 

(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、27ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

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 40,560株 20年3月期 40,560株

② 期末自己株式数 21年3月期  201株 20年3月期  200株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21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 ％

21年3月期 6,103 18.3 144 ― 109 ― 91 ―

20年3月期 5,157 △22.0 △693 ― △713 ― △886 ―

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

21年3月期 2,274.22 ―

20年3月期 △21,918.10 ―

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 2,999 2,157 71.7 53,308.21
20年3月期 3,412 2,060 60.4 51,060.72

（参考） 自己資本 21年3月期  2,151百万円 20年3月期  2,059百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22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作成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。なお、上記予想に関する事項は、添付資料の３ページ「１．経営
成績 （1）経営成績に関する分析」をご参照ください。 

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

1,900 △50.4 △140 ― △155 ― △157 ― ―

通期 5,000 △18.1 145 0.5 115 5.2 110 19.8 2,725.54

2



当連結会計年度におけるわが国経済は、米国の金融不安から世界経済が急速に悪化し100年に一度と

いわれる世界同時不況の影響を受け、輸出の落ち込みが顕著となり、円高の進行も重なり輸出企業収益

悪化に拍車をかけるような厳しい状況となりました。 

 このような事業環境のもと、当社グループでは、開発・営業・生産技術の三位一体と経営改革を進

め、国内海外市場ともに、携帯電話の高機能化に対応した新製品を投入いたしました。これにより、増

収を維持できました。また、ネットワークシステム構築により国内の機能を中国へ移管することで大幅

な固定費削減を実施してまいりました。 

 この結果、当連結会計年度における経営成績は売上高6,096百万円（前期比18.2％増)を確保すること

ができ、また急激な変化に対応した大幅な固定費削減を実施し、経常利益92百万円（前期経常損失708

百万円)、当期純利益73百万円（前期当期純損失885百万円）となり、このような厳しい事業環境下にお

きまして黒字転換を図ることができました。 

事業部門別の業績を示すと、次のとおりであります。 

 ① 高機能ヒンジユニット部門 

当連結会計年度における高機能ヒンジユニット部門の市場別の売上高は、国内海外市場ともに、携

帯電話の高機能化に対応した新製品を投入したことにより、下期に入り国内・海外ともに景気の減速

の影響を受け急速に減少したものの、通期では新製品の投入効果で増収を維持できました。これによ

り当部門の売上高は5,146百万円（前期比27.8％増）となりました。 

 ② その他部門 

その他部門につきましては、高機能ヒンジユニット向けの金型および治工具類の汎用化の影響で、
売上高949百万円（前期比16.0%減）となりました。 

  

次期の見通しにつきましては、国内市場では携帯電話端末の販売方式の変更によって買い替えサイク

ルが長期化することで市場規模が低迷し、海外市場では、中上位機種向けの新製品の受注数量が急速に

落ち込み、完全には改善されないものと予想されます。 

 このような状況の中で経営体質の強化を行い携帯電話に続く大きな柱として、ノートパソコン市場向

けヒンジを次なる事業領域と位置づけ、強化を図ってまいります。 

 以上により次期見通しとして、売上高5,000百万円、経常利益115百万円、当期純利益110百万円を見

込んでおります。 

  

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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 ①資産、負債および純資産の状況 

＜資産＞ 

資産合計は、3,025百万円（前期比87.8％）となりました。 

 うち、流動資産は、2,658百万円（前期比88.7％）となりましたが、たな卸資産が371百万円

（前期比84.3％）と減少し、短期借入金を返済したことなどにより、現金及び預金が727百万円

（前期比76.9％）と減少したことが、流動資産減少の主な要因となっております。 

 固定資産は、367百万円（前期比82.0％）で、物流拠点の集約化にともなう草加事業所の閉鎖

などにより有形固定資産が278百万円(前期比79.9％）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、851百万円（前期比63.0％）と昨年に比較し減少となりました。 

短期借入金が83百万円（前期比20.8％）と減少したのが負債減少の主な要因です。 

＜純資産＞ 

純資産合計は、2,174百万円（前期比103.8％）となりました。 

業績回復により当期純利益73百万円を計上したことにより、利益剰余金が900百万円（前期比

108.9％）となりましたの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 

当連結会計年度末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、218百万円減少し727百万円となりました。 

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194百万円の収入（前連結会計年度は481百万円の支出）と

なりました。業績の回復により当連結会計年度が78百万円の税金等調整前当期純利益であったこ

とに加え、減価償却費172百万円、たな卸資産の減少69百万円および売上債権の減少68百万円等

が主な要因です。 

（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100百万円（前期比24.5%減）の支出で、金型等の有形固定

資産の取得による支出98百万円等によるものであります。 

（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317百万円の支出（前連結会計年度は355百万円の収入）

で、短期借入金の減少による支出が316百万円となったことが主な要因であります。 

(2) 財政状態に関する分析
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(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 
(注) 1．各指標の内容 

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベ－スの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：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 

 2．各指標は、いずれも連結ベ－スの財務数値により算出しております。 

 3．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。 

 4．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い 

ます。 

 ① 基本方針 

当社は、剰余金の配当につきましては重要な経営課題として認識しており、安定的な配当を基本

としつつ、急速な技術革新に対応した積極的な研究開発投資を行うなど、会社の競争力の維持・

強化と、今後の事業展開に備えるための内部留保の充実により長期的な視野に基づく株主価値の

増大を図ることを念頭におき、業績を勘案しながら配当を総合的に決定することを基本方針とし

ております。 

 ② 当期・次期の配当 

当期・次期の配当につきましては、当決算短信（１頁）「2．配当の状況」のとおりとさせてい

ただきます。 

  

平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期

自己資本比率(％) 74.2 79.2 75.4 60.7 71.7

時価ベースの自己資本比率
（％）

646.3 458.5 137.1 67.5 46.7

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率（％）

－ － 435.5 － 274.5

インタレスト・カバレッジ・
レシオ（倍）

800.0 － 17.3 － 18.6

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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 近の有価証券報告書（平成20年６月20日提出）における「事業の系統図（事業の内容）および

「関係会社の状況」から重要な変更がないため開示を省略いたします。 

  

 平成19年３月期決算短信（平成19年５月15日開示）により開示を行った内容から重要な変更がない

ため開示を省略いたします。 

   当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

（当社ホームページ） 
http：//www.strawberry-corp.co.jp/ 

（ジャスダック証券取引所ホームページ（JASDAQインターネット開示システム） 
http：//jds.jasdaq.co.jp/tekiji/ 

上記(1)と同じ理由により省略いたします。 

同上 

今後の見通しにつきましては米国の金融危機による実体経済への影響が顕著となり、世界的な景気後

退の中で未だ回復の兆しが見えず、厳しい経営環境が続くものと予想されます。 

 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、国内市場では携帯電話端末の販売方式の

変更によって買い替えサイクルが長期化し市場規模は、数年は低迷すると思われます。海外市場では、

急速な景気の冷え込みに伴う需要の減少により中上位機種向けの新製品の受注数量が急速に落ち込み、

短期間では完全には改善されないものと予想されます。 

 このような事業環境のもと携帯電話分野を主要分野としながらも、携帯電話に続く大きな柱として、

ノートパソコン市場向けヒンジを次なる事業領域と位置付け、拡大・強化を図ってまいります。 

 ノートパソコン市場につきましては、インターネット環境が整備されていくことにより、小型化をト

レンドとした新たなノートパソコン需要が生まれ今後も大きく伸びて行くものと思われます。このた

め、2009年4月に台湾に開発機能を伴った販売拠点を開設すると同時に現地での販売代理店による販売

網の構築により、顧客へ密着した体制を整えてまいります。製造体制につきましても、顧客への利便性

を考慮したノートパソコン向けヒンジの製造拠点として、中国上海地区に新工場の立上げを計画してお

り、生産供給体制を整えてまいります。 

 また従来からの当社事業の柱である携帯電話市場につきましては、市場は、短期的には厳しい状況が

続くものの、中長期的には成長市場であると考えております。これは、伝送速度の高速化などの通信イ

ンフラの技術革新を背景として、携帯電話端末では高解像度化、動画などの用途が広がりより高付加価

値化したヒンジのニーズがより高まってまいります。 

 これに伴い、開発面では、前連結会計年度から組織してまいりました先行開発、解析などの機能別チ

ームに新たにノートパソコン専任の開発チームを編成し、体制強化を引き続き進め、開発品質の向上・

新製品開発のスピード化・更なる顧客対応力の向上を図ってまいります。 

 組織面では、今後の競争力のアップのため、子会社である中国広州工場へ購買・生産技術業務の移管

を進め、固定費削減を図り、同時に原材料の現地調達率アップを推進し、製品競争力の向上、リードタ

イムの短縮と在庫の圧縮を徹底し、経営体質の強化を図ってまいります。 

2. 企業集団の状況

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略

(4) 会社の対処すべき課題
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4.【連結財務諸表】

(1)【連結財務諸表】 

(単位：千円) 

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 946,406 727,657 

受取手形及び売掛金 1,464,961 1,397,989 

たな卸資産 441,339 － 

商品及び製品 － 106,816 

原材料及び貯蔵品 － 265,022 

未収消費税等 121,695 133,387 

その他 22,956 27,216 

貸倒引当金 － △88 

流動資産合計 2,997,359 2,658,001 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物 ※1 176,805 ※1 159,137 

減価償却累計額 △37,302 △37,217 

建物及び構築物（純額） 139,503 121,920 

機械装置及び運搬具 39,571 42,730 

減価償却累計額 △25,865 △29,145 

機械装置及び運搬具（純額） 13,706 13,584 

工具、器具及び備品 1,061,677 1,144,297 

減価償却累計額 △865,989 △1,006,969 

工具、器具及び備品（純額） 195,687 137,327 

建設仮勘定 106 5,956 

有形固定資産合計 349,004 278,789 

無形固定資産 

ソフトウエア 36,540 26,395 

その他 1,045 1,045 

無形固定資産合計 37,586 27,440 

投資その他の資産 

投資有価証券 21,881 21,881 

その他 39,724 39,522 

投資その他の資産合計 61,606 61,404 

固定資産合計 448,197 367,634 

資産合計 3,445,557 3,025,636 
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(単位：千円) 

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部 

流動負債 

買掛金 329,085 172,215 

短期借入金 400,000 83,300 

1年内返済予定の長期借入金 － 400,000 

未払金 43,000 29,211 

未払費用 104,972 84,239 

未払法人税等 4,572 9,337 

その他 19,873 23,098 

流動負債合計 901,504 801,402 

固定負債 

長期借入金 450,000 50,000 

固定負債合計 450,000 50,000 

負債合計 1,351,504 851,402 

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 826,413 900,104 

自己株式 △19,521 △19,552 

株主資本合計 2,086,292 2,159,952 

評価・換算差額等 

為替換算調整勘定 6,691 8,075 

評価・換算差額等合計 6,691 8,075 

新株予約権 1,068 6,207 

純資産合計 2,094,052 2,174,234 

負債純資産合計 3,445,557 3,025,636 
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②【連結損益計算書】 

(単位：千円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

売上高 5,158,848 6,096,388 

売上原価 ※1 3,955,514 ※1 4,239,154 

売上総利益 1,203,334 1,857,234 

販売費及び一般管理費 

荷造及び発送費 133,069 141,867 

役員報酬 80,655 78,769 

給料及び手当 439,261 429,951 

雑給 96,247 62,828 

旅費及び交通費 163,934 152,053 

消耗品費 24,753 8,180 

研究開発費 237,088 226,316 

支払手数料 219,319 161,145 

減価償却費 61,236 44,136 

貸倒引当金繰入額 － 88 

その他 433,769 422,547 

販売費及び一般管理費合計 1,889,336 1,727,886 

営業利益又は営業損失（△） △686,002 129,348 

営業外収益 

受取利息 2,500 1,451 

原子力立地給付金 1,811 2,058 

過年度外国税還付額 5,777 5,528 

確定年金拠出戻り益 2,473 1,878 

社宅料収入 2,268 3,292 

その他 4,791 5,748 

営業外収益合計 19,622 19,957 

営業外費用 

支払利息 7,653 10,416 

為替差損 32,190 35,971 

支払補償費 － 7,605 

過年度売上修正損 1,259 － 

その他 805 2,608 

営業外費用合計 41,907 56,601 

経常利益又は経常損失（△） △708,287 92,704 

特別損失 

固定資産除却損 ※2 2,683 ※2 13,873 

たな卸資産廃棄損 99,316 － 

投資有価証券評価損 42,802 － 

貯蔵品滅失損 2,586 － 

その他 1 － 

特別損失合計 147,390 13,873 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失
（△） 

△855,678 78,830 

法人税、住民税及び事業税 5,140 5,140 

法人税等調整額 24,934 － 

法人税等合計 30,074 5,140 

当期純利益又は当期純損失（△） △885,752 73,690 
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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19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

株主資本 

資本金 

前期末残高 732,075 732,075 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 732,075 732,075 

資本剰余金 

前期末残高 547,325 547,325 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 547,325 547,325 

利益剰余金 

前期末残高 1,737,512 826,413 

当期変動額 

剰余金の配当 △25,346 － 

当期純利益又は当期純損失（△） △885,752 73,690 

当期変動額合計 △911,099 73,690 

当期末残高 826,413 900,104 

自己株式 

前期末残高 △378 △19,521 

当期変動額 

自己株式の取得 △19,143 △30 

当期変動額合計 △19,143 △30 

当期末残高 △19,521 △19,552 

株主資本合計 

前期末残高 3,016,534 2,086,292 

当期変動額 

剰余金の配当 △25,346 － 

当期純利益又は当期純損失（△） △885,752 73,690 

自己株式の取得 △19,143 △30 

当期変動額合計 △930,242 73,659 

当期末残高 2,086,292 2,159,952 
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(単位：千円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等 

為替換算調整勘定 

前期末残高 15,926 6,691 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△9,235 1,383 

当期変動額合計 △9,235 1,383 

当期末残高 6,691 8,075 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 15,926 6,691 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△9,235 1,383 

当期変動額合計 △9,235 1,383 

当期末残高 6,691 8,075 

新株予約権 

前期末残高 － 1,068 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,068 5,138 

当期変動額合計 1,068 5,138 

当期末残高 1,068 6,207 

純資産合計 

前期末残高 3,032,461 2,094,052 

当期変動額 

剰余金の配当 △25,346 － 

当期純利益又は当期純損失（△） △885,752 73,690 

自己株式の取得 △19,143 △30 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △8,166 6,522 

当期変動額合計 △938,409 80,181 

当期末残高 2,094,052 2,174,234 
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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19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21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利益又は税金等調整前当期
純損失（△） 

△855,678 78,830 

減価償却費 209,368 172,845 

貸倒引当金の増減額（△は減少） － 88 

株式報酬費用 1,068 5,138 

受取利息 △2,500 △1,451 

支払利息 7,653 10,416 

為替差損益（△は益） 3,670 △3,347 

有形固定資産除却損 2,683 13,873 

投資有価証券評価損益（△は益） 42,802 － 

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 1 － 

売上債権の増減額（△は増加） △176,569 68,017 

たな卸資産の増減額（△は増加） 233,994 69,518 

未収消費税等の増減額（△は増加） 72,046 △11,691 

その他の流動資産の増減額（△は増加） △4,395 △4,440 

仕入債務の増減額（△は減少） 9,817 △172,146 

その他の流動負債の増減額（△は減少） △42,444 △18,156 

小計 △498,481 207,495 

利息及び配当金の受取額 2,500 1,451 

利息の支払額 △7,864 △10,300 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 21,882 △4,395 

営業活動によるキャッシュ・フロー △481,963 194,251 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

子会社の清算による収入 4,666 － 

有形固定資産の取得による支出 △125,024 △98,029 

有形固定資産の売却による収入 946 － 

無形固定資産の取得による支出 △12,281 △2,516 

その他の無形固定資産の取得による支出 △1,929 △2,236 

その他の収入 796 2,438 

投資活動によるキャッシュ・フロー △132,826 △100,343 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

短期借入金の増減額（△は減少） 400,000 △316,700 

自己株式の取得による支出 △19,143 △30 

配当金の支払額 △25,419 △418 

財務活動によるキャッシュ・フロー 355,437 △317,149 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △9,290 4,492 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △268,642 △218,748 

現金及び現金同等物の期首残高 1,215,048 946,406 

現金及び現金同等物の期末残高 946,406 727,657 
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該当事項はありません。 

(5)【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】
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(6)【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19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１ 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

①有価証券     

その他有価証券 

 時価のあるもの

 連結会計年度末日の市場価格等に 

  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、移動平均法により算定)

 時価のないもの

    移動平均法による原価法

②たな卸資産

       ａ商品・製品・仕掛品・   

       原材料  

      総平均法による原価法  

      ｂ貯蔵品  

      終仕入原価法

①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

同左

②たな卸資産
評価基準は原価法（収益性の低
下による簿価切下げの方法）に
よっております。

       ａ商品・製品・仕掛品・   

       原材料  

           総平均法 

      ｂ貯蔵品  

            終仕入原価法

（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。 
 これにより営業利益、経常利益及び
税金等調整前当期純利益は、それぞれ
14,591千円減少しております。 
 なお、セグメント情報に与える影響
は、当該個所に記載しております。
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項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 (2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法

①有形固定資産     定率法

ただし、平成10年４月１日以降に取

得した建物（附属設備を除く）は定額

法によっております。 

 なお、耐用年数については、法人税

法に規定する方法と同一の基準によっ

ております。 

（会計方針の変更）  

 法人税法の改正((所得税法等の一部

を改正する法律 平成19年３月30日

法律第６号)及び（法人税法施行令の

一部を改正する政令 平成19年３月30

日 政令第83号）)に伴い、平成19年

４月１日以降に取得したものについて

は、改正後の法人税法に基づく方法に

変更しております。  

 これに伴い、前連結会計年度と同一

の方法によった場合と比べ、営業損

失、経常損失、税金等調整前当期純損

失が13,330千円それぞれ増加しており

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。  

（追加情報）  

 なお、平成19年３月31日以前に取得

したものについては、償却可能限度額

まで償却が終了した翌年から５年間で

均等償却する方法によっております。 

 これに伴い、前連結会計年度と同一

の方法によった場合と比べ、営業損

失、経常損失、税金等調整前当期純損

失が3,396千円それぞれ増加しており

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。 

①有形固定資産     

（イ）リース資産以外の有形固定資産
定率法によっております。ただ

し、平成10年４月１日以降に取得し

た建物（附属設備を除く）は定額法

によっております。 

 なお、耐用年数については、法人

税法に規定する方法と同一の基準に

よっております。

（ロ）リース資産
所有権移転外ファイナンス・リー

ス取引に係るリース資産
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。 
 なお、リース取引会計基準の改正
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、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。

②無形固定資産     定額法 

 ただし、自社利用のソフトウェアに

ついては、社内における利用可能期間

(５年)に基づく定額法によっておりま

す。

②無形固定資産

（イ）リース資産以外の無形固定資産

定額法によっております。  
 なお、償却年数については、法人
税法に規定する方法と同一の基準に
よっております。

（ロ）リース資産
所有権移転外ファイナンス・リー

ス取引に係るリース資産
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。 
 なお、リース取引会計基準の改正
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、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。
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なお、「 重要な資産の評価基準及び評価方法」および「重要な減価償却資産の減価償却の方法」ならび

に「重要なリース取引の処理方法」以外は、 近の有価証券報告書（平成20年６月20日）における記載から
重要な変更がないため開示を省略します。 

項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 (3) 重要なリース取引の処

理方法

 リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

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

によっております。 

 

───
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会計方針の変更 

 
  

表示方法の変更 

(7)【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19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

─── (リース取引に関する会計基準等）

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会計処理に変更し、リース
資産として計上しております。 
 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によって
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、残存価額をゼロとする定額法を採用して
おります。これによる損益に与える影響はありません。

─── 

  

 

（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、連結上必要
な修正を行なっております。これによる損益に与える影
響はありません。

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

─── (連結貸借対照表）

財務諸表等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
れたものは、当連結会計年度から「商品及び製品」「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」「原材料及び貯蔵品」は、それぞれ215,792千円、
225,546千円であります。
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(8)【連結財務諸表に関する注記事項】

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度 
(平成20年３月31日)

当連結会計年度 
(平成21年３月31日)

※１ 国庫補助金等による圧縮記帳額(直接減額方式）

建物及び構築物 50,103千円

※１ 国庫補助金等による圧縮記帳額(直接減額方式）

建物及び構築物 50,103千円

(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 
  
      

※１ 通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低 

   下による簿価切下額 

        売上原価              14,591千円 

 

 

※２ 固定資産除却損の内訳

建物及び構築物 
機械装置及び運搬具 
工具器具備品

1,307千円
1,053千円
322千円

      合計             2,683千円  

※２ 固定資産除却損の内訳

建物及び構築物
工具器具備品 
建設仮勘定 
賃借物件原状回復費用

8,963千円
403千円
106千円

4,400千円
     合計            13,873千円
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前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

   
  

２ 自己株式に関する事項 

   
（注）変動事由の概要  

増加数の内訳は次のとおりであります。  

取締役会決議に基づく自己株式取得による増加 195株    

  

３ 新株予約権等に関する事項 

 
  

(注)平成20年ストックオプションとしての新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。 

  
４ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

 
  
 (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

      該当事項はありません。 

  

(連結株主資本等変動計算書関係)

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 40,560 ─ ─ 40,560

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 5.6 195 ─ 200.6

会社名 内訳 目的となる
株式の種類

目的となる株式の数（千円） 当連結会計年度
末残（千円）前連結会

計年度末
増加 減少

当連結会 
計年度末

提出会社
平成20年ストックオ
プションとしての新
株予約権

― ― ― ― ― 1,068

決議 株式の種類 配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月21日 
定時株主総会

普通株式 25 625 平成19年３月31日 平成19年６月22日
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当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

   
  

２ 自己株式に関する事項 

   
（注）変動事由の概要  

増加数の内訳は次のとおりであります。  

端株の買取による増加 0.4株    

  

３ 新株予約権等に関する事項 

 
  

(注)平成20年ストックオプションとしての新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。 

  

４ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 
該当事項はありません。 

 (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 
      該当事項はありません。 

  

  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 40,560 ─ ─ 40,560

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 200.6 0.4 － 201

会社名 内訳 目的となる
株式の種類

目的となる株式の数（千円） 当連結会計年度
末残（千円）前連結会

計年度末
増加 減少

当連結会 
計年度末

提出会社
平成20年ストックオ
プションとしての新
株予約権

― ― ― ― ― 6,207

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成21年５月15日 
取締役会

普通株式 利益剰余金 50 1,250 平成21年３月31日 平成21年６月19日
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前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31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。 

  

当連結会計年度(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。 

  

(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19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

現金及び預金 946,406千円

現金及び現金同等物 946,406千円

 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

現金及び預金 727,657千円

現金及び現金同等物 727,657千円

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報
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前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

 
（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、消去又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  

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当連結会計年度より、当社の有

形固定資産の減価償却の方法を、法人税法の改正((所得税法等の一部を改正する法律 平成19年３月30

日 法律第６号)及び（法人税法施行令の一部を改正する政令平成19年３月30日 政令第83号）)に伴い、

平成19年４月１日以降に取得したものについては、改正後の法人税法に基づく方法に変更しておりま

す。  

      この変更に伴い、従来の方法によった場合に比較して当連結会計年度の営業費用は、日本が13,330千 

    円増加し、営業損失が同額増加しております。  

5 追加情報  

  「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当連結会計年度より、平成19  

   年３月31日以前に取得したものについては、償却限度額まで償却が終了した翌年から５年間で均等償 

    却する方法によっております。  

   この変更に伴い、従来の方法によった場合に比較して当連結会計年度の営業費用は、日本が3,396千 

  円増加し、営業損失が同額増加しております。 

  

２ 所在地別セグメント情報

日本(千円) アジア(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

(2) セグメント間の内部
売上高または振替高

5,151,514 7,333 5,158,848 ― 5,158,848

5,548 510,908 516,457 (516,457) ―

計 5,157,063 518,242 5,675,306 (516,457) 5,158,848

   営業費用 5,850,151 511,157 6,361,308 (516,457) 5,844,850

  営業利益又は 
  営業損失（△）

△693,087 7,085 △686,002 ― △686,002

Ⅱ 資産 3,230,244 215,312 3,445,557 ― 3,445,557
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当連結会計年度(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、消去又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 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当連結会計年度から、「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、当連結会計年度の営業費用は日本で14,591千円増加

し、営業利益は同額減少しております。 

  

日本(千円) アジア(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

(2) セグメント間の内部
売上高または振替高

6,095,450 938 6,096,388 ─ 6,096,388

7,635 622,032 629,667 (629,667) ─

計 6,103,085 622,970 6,726,056 (629,667) 6,096,388

   営業費用 5,955,878 640,829 6,596,707 (629,667) 5,967,040

  営業利益又は 
  営業損失（△）

147,207 △17,858 129,348 ─ 129,348

Ⅱ 資産 2,849,758 175,878 3,025,636 ─ 3,025,636
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前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

 

 
  

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

 

 
  

３ 海外売上高

米国 欧州 アジア 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 276,329 152,438 1,362,613 1,791,380

Ⅱ 連結売上高(千円) ─ ─ ─ 5,158,848

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

5.4 3.0 26.4 34.7

（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、マレーシア他

      3 海外売上高は、当社及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。

米国 欧州 アジア 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 269,644 114,228 3,025,411 3,409,284

Ⅱ 連結売上高(千円) ─ ─ ─ 6,096,388

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

4.4 1.9 49.6 55.9

（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、英国他

        （2）アジア：中国、マレーシア、香港他

      3 海外売上高は、当社及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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リース取引、税効果会計、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ストック・オプション、企
業結合等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
ため開示を省略します。 

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

  

１ 親会社および法人主要株主等 

  

 
(注) 1 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

2 取引条件および取引条件の決定方針等は一般取引と同様であります。 

3 議決権等の所有(被所有)割合の( )書は、間接所有割合であり内書です。 

  

２ 役員および個人主要株主等 

  当社の取締役会長加藤雄一が代表取締役をつとめる、株式会社アドバネクスとの取引については、「１ 親会社 

 および法人主要株主等」で記載しております。なお、取締役会長加藤雄一は当社株式を所有しておりません。 

  

３ 兄弟会社等 

  

 
(注) １ 上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

２ 取引条件および取引条件の決定方針等は一般取引と同様であります。 

  

(関示の省略)

(関連当事者情報)

属性
会社等 
の名称

住所

資本金 
又は 

出資金 
(千円)

事業の内容 
又は職業

議決権等の
所有 

(被所有)割合
(％)

関係内容
取引の内容

取引金額 
(千円)

科目
期末残高
(千円)役員の

兼任等
事業上の
関係

親会社
株式会社
アドバネ
クス

東京都
北区

3,451,610

精密ばねお
よび精密組
み立て部品
事業

被所有50.7
(0.4)

役員４名
商品の販
売先

商品の売上 496,740 売掛金 31,167

原材料の仕
入 
 

 
126,983 

  
 

買掛金 
 

未払費用

13,149
 

1,094

属性
会社等 
の名称

住所

資本金 
又は 

出資金 
(千円)

事業の内容 
又は職業

議決権等の
所有 

(被所有)割合
(％)

関係内容
取引の内容

取引金額 
(千円)

科目
期末残高
(千円)役員の

兼任等
事業上の
関係

親 会 社
の 子 会
社

㈱アキュレ
イト

埼 玉 県
越谷市

80,000
精密ばね事
業

被所有0.4 役員１名
商品の販
売先

商品の売上
  
原材料仕入

27,458 
  
3

売掛金 971

親 会 社
の 子 会
社

フジマイク
ロ㈱

東 京 都
千 代 田
区

522,350
モーター事
業

  ― 役員１名
商 品・原
材料の購
入先

商品の購入
  

送 料

34,676 
  

5,367
 ― ―
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当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

（追加情報） 

 当連結会計年度から平成18年10月17日公表の、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準委
員会 企業会計基準第11号）及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会
企業会計基準第13号）を適用しております。 
 これによる開示対象範囲の変更はありません。 

１ 関連当事者との取引 

(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引 

(ア) 連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る)等 

 
(注) 1 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

2 議決権等の所有(被所有)割合の( )書は、㈱アキュレイトの議決権等の所有割合を記載しており、平成21年 

３月31日時点において間接所有割合であり内書ですが、㈱アドバネクスは平成21年４月10日をもって㈱アキ

ュレイトの所有株式全数を譲渡したため、㈱アキュレイトは㈱アドバネクスの子会社ではなくなっておりま

す。 

     3 取引条件及び取引条件の決定方針等 

  取引条件および取引条件の決定方針等は一般取引と同様であります。 

  

(イ) 連結財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等 

 
(注) 1 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

     2 ㈱アドバネクスは、平成21年４月10日をもって㈱アキュレイトの所有株式全数を譲渡したため、㈱アキュレ 

イトは㈱アドバネクスの子会社ではなくなっております。 

     3 取引条件及び取引条件の決定方針等 

  取引条件および取引条件の決定方針等は一般取引と同様であります。 

  

(ウ) 連結財務諸表提出会社の役員及び個人主要株主(個人の場合に限る)等 

  当社の取締役会長加藤雄一が代表取締役をつとめる、株式会社アドバネクスとの取引については、「(ア) 連結財

務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る)等」で記載しております。なお、取締役会長加藤雄一は当社株

式を所有しておりません。 

(2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引 

該当事項はありません。 

  

２ 親会社又は重要な関連会社に関する注記 

(1) 親会社情報 

株式会社アドバネクス（東京証券取引所第一部に上場） 

(2) 重要な関連会社の要約財務情報 

該当事項はありません。 

種類
会社等 

の名称又は
氏名

所在地

資本金 
又は 

出資金 
(千円)

事業の内容 
又は職業

議決権等の
所有 

(被所有)割合
(％)

関連当事者との関係 取引の内容
取引金額 
(千円)

科目
期末残高
(千円)

親会社
株式会社
アドバネ
クス

東京都
北区

3,451,610

精密ばねお
よび精密組
み立て部品
事業

被所有50.7
(0.4)

商品の販売先
役員の兼任

商品の売上 145,125 売掛金 5,601

原材料の仕

入
107,177

買掛金 4,913

未払費用 500

種類
会社等 

の名称又は
氏名

所在地

資本金 
又は 

出資金 
(千円)

事業の内容 
又は職業

議決権等の
所有 

(被所有)割合
(％)

関連当事者との関係 取引の内容
取引金額 
(千円)

科目
期末残高
(千円)

同一の親
会社を持
つ会社

㈱アキュレ
イト

埼玉県越
谷市

80,000 精密ばね事業 被所有0.4
商品の販売先
役員の兼任

商品の売上 18,895 売掛金 974

原材料の仕
入

65 買掛金 55
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(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
  

２ １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） 

 
  

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１株当たり純資産額              51,885円12銭 １株当たり純資産額            53,718円56銭

１株当たり当期純損失             21,901円37銭 １株当たり当期純利益         1,825円87銭

潜在株式がありますが、１株当たり当期純損失であるた
め記載しておりません。

潜在株式がありますが、希薄化効果を有しないため記載
しておりません。

項目
前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

当連結会計年度末
(平成21年３月31日)

連結貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 2,094,052 2,174,234

普通株式に係る純資産額(千円) 2,092,984 2,168,027

差額の主な内訳(千円) 
1,068 6,207

 新株予約権

普通株式の発行済株式数(株) 40,560 40,560

普通株式の自己株式数(株) 200.6 201.0

１株当たり純資産の算定に用いられた普通株式の数(株) 40,359.4 40,359.0

項目
前連結会計年度

自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日

当連結会計年度
自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日

当期純利益又は当期純損失（△）(千円) △885,752 73,690

普通株式に帰属しない金額(千円) ─ ―

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失（△）
(千円)

△885,752 73,690

普通株式の期中平均株式数(株) 40,442.8 40,359.1

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まれなかった潜在株
式の概要

株主総会の特別決議日 
平成19年６月21日    

株主総会の特別決議日 
平成19年６月21日    

取締役会の決議日 
平成20年２月７日    
第一回新株予約権(200
個）

取締役会の決議日 
平成20年２月７日    
第一回新株予約権(200
個）
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該当事項はありません。 

  

(重要な後発事象)
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5.【個別財務諸表】

(1)【財務諸表】 

(単位：千円) 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 867,362 668,158 

受取手形 17,517 125,653 

売掛金 1,469,382 1,289,695 

商品 214,415 105,851 

原材料 212,696 － 

貯蔵品 10,634 － 

原材料及び貯蔵品 － 261,741 

未収消費税等 121,695 133,387 

前渡金 2,753 2,746 

前払費用 13,674 13,385 

その他 3,073 4,444 

貸倒引当金 － △88 

流動資産合計 2,933,207 2,604,976 

固定資産 

有形固定資産 

建物 133,653 113,292 

減価償却累計額 △28,197 △23,785 

建物（純額） 105,455 89,507 

構築物 9,937 9,937 

減価償却累計額 △5,264 △6,126 

構築物（純額） 4,673 3,810 

機械及び装置 38,851 42,009 

減価償却累計額 △25,338 △28,534 

機械及び装置（純額） 13,512 13,475 

車両運搬具 720 720 

減価償却累計額 △526 △611 

車両運搬具（純額） 194 109 

工具、器具及び備品 1,022,383 1,095,828 

減価償却累計額 △853,022 △988,649 

工具、器具及び備品（純額） 169,360 107,178 

建設仮勘定 106 5,436 

有形固定資産合計 293,302 219,517 

無形固定資産 

ソフトウエア 28,018 17,907 

電話加入権 1,045 1,045 

無形固定資産合計 29,064 18,953 

投資その他の資産 

投資有価証券 7,197 7,197 

関係会社株式 109,640 109,640 

敷金及び保証金 39,724 39,522 

投資その他の資産合計 156,562 156,360 

固定資産合計 478,929 394,832 

資産合計 3,412,136 2,999,808 
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(単位：千円) 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部 

流動負債 

買掛金 387,717 212,489 

短期借入金 400,000 83,300 

1年内返済予定の長期借入金 － 400,000 

未払金 11,129 11,649 

未払費用 93,493 70,991 

未払法人税等 4,572 9,337 

その他 4,444 4,367 

流動負債合計 901,357 792,134 

固定負債 

長期借入金 450,000 50,000 

固定負債合計 450,000 50,000 

負債合計 1,351,357 842,134 

純資産の部 

株主資本 

資本金 732,075 732,075 

資本剰余金 

資本準備金 547,325 547,325 

資本剰余金合計 547,325 547,325 

利益剰余金 

利益準備金 7,810 7,810 

その他利益剰余金 

別途積立金 2,000,000 700,000 

繰越利益剰余金 △1,207,977 183,807 

利益剰余金合計 799,832 891,617 

自己株式 △19,521 △19,552 

株主資本合計 2,059,711 2,151,465 

新株予約権 1,068 6,207 

純資産合計 2,060,779 2,157,673 

負債純資産合計 3,412,136 2,999,808 
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②【損益計算書】 

(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

売上高 5,157,063 6,103,085 

売上原価 

商品期首たな卸高 653,221 427,111 

当期商品仕入高 3,807,879 4,177,493 

小計 4,461,101 4,604,605 

他勘定受入高 141,895 130,857 

他勘定振替高 99,316 10,471 

合計 4,503,679 4,724,992 

商品期末たな卸高 427,111 360,494 

売上原価合計 4,076,567 4,364,497 

売上総利益 1,080,495 1,738,587 

販売費及び一般管理費 

荷造及び発送費 125,170 126,039 

役員報酬 66,445 64,880 

給料及び手当 387,822 374,815 

雑給 93,437 57,452 

旅費及び交通費 155,648 143,583 

消耗品費 24,577 8,180 

開発研究費 237,088 226,316 

支払手数料 219,106 160,871 

減価償却費 59,215 43,601 

貸倒引当金繰入額 － 88 

その他 405,069 388,530 

販売費及び一般管理費合計 1,773,583 1,594,360 

営業利益又は営業損失（△） △693,087 144,226 

営業外収益 

受取利息 1,986 924 

原子力立地給付金 1,811 2,058 

過年度外国税還付額 5,777 5,528 

確定年金拠出戻り益 2,473 1,878 

社宅料収入 2,268 3,292 

その他 4,773 5,748 

営業外収益合計 19,089 19,429 

営業外費用 

支払利息 7,653 10,416 

為替差損 30,694 33,873 

支払補償費 － 7,605 

その他 810 2,461 

営業外費用合計 39,157 54,357 

経常利益又は経常損失（△） △713,155 109,299 
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(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

特別利益 

固定資産売却益 － 1,499 

特別利益合計 － 1,499 

特別損失 

固定資産除却損 1,079 13,873 

たな卸資産廃棄損 99,316 － 

投資有価証券評価損 42,802 － 

その他 1 － 

特別損失合計 143,199 13,873 

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △856,354 96,925 

法人税、住民税及び事業税 5,140 5,140 

法人税等調整額 24,934 － 

法人税等合計 30,074 5,140 

当期純利益又は当期純損失（△） △886,429 91,785 
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③【株主資本等変動計算書】 

(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

株主資本 

資本金 

前期末残高 732,075 732,075 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 732,075 732,075 

資本剰余金 

前期末残高 547,325 547,325 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 547,325 547,325 

利益剰余金 

利益準備金 

前期末残高 7,810 7,810 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 7,810 7,810 

その他利益剰余金 

別途積立金 

前期末残高 2,000,000 2,000,000 

当期変動額 

別途積立金の取崩 － △1,300,000 

当期変動額合計 － △1,300,000 

当期末残高 2,000,000 700,000 

繰越利益剰余金 

前期末残高 △296,201 △1,207,977 

当期変動額 

剰余金の配当 △25,346 － 

当期純利益又は当期純損失（△） △886,429 91,785 

別途積立金の取崩 － 1,300,000 

当期変動額合計 △911,775 1,391,785 

当期末残高 △1,207,977 183,807 

利益剰余金合計 

前期末残高 1,711,608 799,832 

当期変動額 

剰余金の配当 △25,346 － 

別途積立金の取崩 － － 

当期純利益又は当期純損失（△） △886,429 91,785 

当期変動額合計 △911,775 91,785 

当期末残高 799,832 891,617 
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(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

自己株式 

前期末残高 △378 △19,521 

当期変動額 

自己株式の取得 △19,143 △30 

当期変動額合計 △19,143 △30 

当期末残高 △19,521 △19,552 

株主資本合計 

前期末残高 2,990,630 2,059,711 

当期変動額 

剰余金の配当 △25,346 － 

当期純利益又は当期純損失（△） △886,429 91,785 

自己株式の取得 △19,143 △30 

当期変動額合計 △930,919 91,754 

当期末残高 2,059,711 2,151,465 

新株予約権 

前期末残高 － 1,068 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,068 5,138 

当期変動額合計 1,068 5,138 

当期末残高 1,068 6,207 

純資産合計 

前期末残高 2,990,630 2,060,779 

当期変動額 

剰余金の配当 △25,346 － 

当期純利益又は当期純損失（△） △886,429 91,785 

自己株式の取得 △19,143 △30 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,068 5,138 

当期変動額合計 △929,850 96,893 

当期末残高 2,060,779 2,157,673 
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該当事項はありません。 

(4)【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】
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(5)【重要な会計方針】

項目
前事業年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１ たな卸資産の評価基準及

び評価方法

 

商品 総平均法による原価法

原材料 総平均法による原価法

貯蔵品 終仕入原価法

通常の販売目的で保有するたな卸資産

 評価基準は原価法（収益性の低下

による簿価切下げの方法）によって

おります。

商品  総平均法

原材料  総平均法

貯蔵品  終仕入原価法

（会計方針の変更）

 当事業年度より、「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。 

 これにより営業利益、経常利益及

び税引前当期純利益は、それぞれ

14,591千円減少しております。
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項目
前事業年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

２ 固定資産の減価償却の方

法

有形固定資産     定率法

ただし、平成10年４月１日以降に取

得した建物（附属設備を除く）は定額

法によっております。なお、耐用年数

については、法人税法に規定する方法

と同一の基準によっております。

（会計方針の変更）  

 法人税法の改正((所得税法等の一部

を改正する法律 平成19年３月30日

法律第６号)及び（法人税法施行令の一

部を改正する政令 平成19年３月30日

政令第83号）)に伴い、平成19年４月１

日以降に取得したものについては、改

正後の法人税法に基づく方法に変更し

ております。  

 これに伴い、前事業年度と同一の方

法によった場合と比べ、営業損失、経

常損失、税引前当期純損失が13,330千

円それぞれ増加しております。  

 （追加情報）  

 なお、平成19年３月31日以前に取得

したものについては、償却可能限度額

まで償却が終了した翌年から５年間で

均等償却する方法によっております。  

これに伴い、前事業年度と同一の方法

によった場合と比べ、営業損失、経常

損失、税引前当期純損失が3,396千円そ

れぞれ増加しております。 

(1)有形固定資産(リース資産を除く)  

（イ）リース資産以外の有形固定資産

定率法によっております。ただし、

平成10年４月１日以降に取得した建物

（附属設備を除く）は定額法によって

おります。 

 なお、耐用年数については、法人税

法に規定する方法と同一の基準によっ

ております。

（ロ）リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース

取引に係るリース資産
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。

無形固定資産     定額法

ただし、自社利用のソフトウェアに

ついては、社内における利用可能期間

(５年)に基づく定額法によっておりま

す。

(2)無形固定資産

（イ）リース資産以外の無形固定資産

定額法によっております。 

 なお、償却年数については、法

人税法に規定する方法と同一の基

準によっております。

（ロ）リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース

取引に係るリース資産 
 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。 
 平成19年３月31日以前に契約をし
た、リース物件の所有権が借主に移転
すると認められるもの以外のファイナ
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
理によっております。
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なお、「 重要な資産の評価基準及び評価方法」および「重要な減価償却資産の減価償却の方法」ならび

に「重要なリース取引の処理方法」以外は、 近の有価証券報告書（平成20年６月20日）における記載から
重要な変更がないため開示を省略します。 

  

項目
前事業年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

３ リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

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

によっております。

―――

㈱ストロベリーコーポレーション（3429）平成21年３月期　決算短信

38



  

  

 
  

(6)【重要な会計方針の変更】

【会計処理の変更】

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

――― （リース取引に関する会計基準等）

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によって
おりましたが、当事業年度より、「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会計処理によっております。 
 なお、リース取引会計基準の改正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。 
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(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
  

２ １株当たり当期純利益又は当期純損失 

 
  
  

(１株当たり情報)

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１株当たり純資産額          51,060円72銭 １株当たり純資産額          53,308円21銭

１株当たり当期純損失         21,918円10銭 １株当たり当期純利益          2,274円22銭

潜在株式がありますが、１株当たり当期純損失であるた
め記載しておりません。

潜在株式がありますが、希薄化効果を有しないため記載
しておりません。

項目 前事業年度末
(平成20年３月31日)

当事業年度末
(平成21年３月31日)

貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 2,060,779 2,157,673

普通株式に係る純資産額(千円) 2,059,711 2,151,465

差額の主な内訳(千円)
1,068 6,207

  新株予約権

普通株式の発行済株式数(株) 40,560 40,560

普通株式の自己株式数(株) 200.6 201.0

１株当たり純資産の算定に用いられた普通株式の数(株) 40,359.4 40,359.0

項目
前事業年度

自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日

当事業年度 
自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日

当期純利益又は当期純損失(△)(千円) △886,429 91,785

普通株式に帰属しない金額(千円) ─ ―

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失(千円)
(△)

△886,429 91,785

普通株式の期中平均株式数(株) 40,442.8 40,359.1

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まれなかった潜在株
式の概要

株主総会の特別決議日 
平成19年６月21日 

株主総会の特別決議日 
平成19年６月21日 

取締役会の決議日 
平成20年２月７日  
第一回新株予約権(200個)

取締役会の決議日 
平成20年２月７日  
第一回新株予約権(200個)
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該当事項はありません。 

  

(重要な後発事象)
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役員の異動につきましては、本日公表の別途開示資料をご覧ください。 

  

  

6. その他

役員の異動
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