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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第1四半期 6,726 △40.6 △550 ― △622 ― △515 ―

21年3月期第1四半期 11,315 ― 147 ― 275 ― 63 ―

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

22年3月期第1四半期 △12.97 ―

21年3月期第1四半期 1.59 ―

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

22年3月期第1四半期 23,051 4,729 13.5 78.16
21年3月期 23,793 5,247 14.7 88.29

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  3,103百万円 21年3月期  3,506百万円

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

21年3月期 ― ― ― 0.00 0.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

― ― 0.00 0.00

3.  平成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）

（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

12,500 △43.7 △540 ― △610 ― △600 ― △15.11

通期 26,700 △28.8 50 ― △90 ― △270 ― △6.80
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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）  有  

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

(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、４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） 

(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４ページをご参照ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 2社 （社名
株式会社アキュレイト、株式会社一
化商事

）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 40,155,637株 21年3月期  40,155,637株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  450,210株 21年3月期  444,362株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 39,708,358株 21年3月期第1四半期 39,738,432株
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当第１四半期連結会計期間（平成21年４月～６月）におけるわが国の経済は、輸出の持ち直しと在庫調
整が進んだことにより、昨年10月以降続いた急速な景気悪化に歯止めがかかり、改善の兆しがみられてき
たものの、全体としては厳しい環境が続きました。ＯＡ機器や精密機器、自動車産業等、当社グループと
関連する製造業においても、前年同期に比べ生産は大きく落ち込みました。しかしながら、前第４四半期
連結会計期間（平成21年１月～３月）に比べれば、生産は回復しており、明るい兆しも見えてきました。
  こうした環境の中で、当社グループの当第１四半期連結会計期間（平成21年４月～６月）における売上
高はすべてのセグメントで減収となり、67億26百万円（前年同期比40.6％減）となりました。利益面につ
きましては、人件費や外注費等コストの削減に努めましたが、売上高の落ち込みの影響が大きかったた
め、営業損失５億50百万円（前年同期比６億98百万円減益）、経常損失６億22百万円（同８億97百万円減
益）、四半期純損失５億15百万円（同５億78百万円減益）を計上いたしました。なお、前第４四半期連結
会計期間（平成21年１月～３月）に比べれば、当第１四半期連結会計期間の業績は、売上高・損失とも改
善しております。 
  
事業の種類別セグメントの業績は以下のとおりです。 
① 精密ばね事業 

  売上高は、ＯＡ機器向けや自動車向けが減少したため、前年同期比42.7％減の28億２百万円と 
 なりました。売上高減少の影響により、営業損失1億37百万円（前年同期比２億減益）を計上し 
 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、国内は買い替え需要の減少、海外は欧米で 
 の高機能機種の販売不振により売上が落ち込みました。売上高は前年同期比56.7％減の10億５百 
 万円となり、営業損失２億15百万円（前年同期比４億９百万円減益）を計上しました。 
③ モーター事業 

  健康機器市場向けの売上が落ち込んだことにより、売上高は前年同期比33.4％減の８億55百万 
 円となり、営業損失60百万円（前年同期比81百万円減益）を計上しました。 
④ プラスチック事業 

  売上高は、ＯＡ機器向けや自動車関連向け等が減少したため、前年同期比26.8％減の20億62百 
 万円となりました。営業損益は、売上高減少の影響があったものの、前年同期に発生したのれん 
 の償却がなくなったことや人件費等の固定費削減等の改善効果により、１億37百万円の損失（前 
 年同期比11百万円損失拡大）となりました。 
  
所在地別セグメントの業績は以下のとおりです。 
① 日本 

  ＯＡ機器や自動車関連向けの精密ばねおよび樹脂製品の売上減少、携帯電話向け高機能ヒンジ 
 ユニットの売上減少等により、売上高は前年同期比41.8％減の51億93百万円となりました。ヒン 
 ジユニットを中心とする精密組立部品事業の収益が前年同期に比べ大幅に悪化したこともあり、 
 営業損失は前年同期より５億86百万円拡大し５億93百万円となりました。 
② 米国 

  自動車関連や航空機産業向け精密ばねの売上減少から、売上高は前年同期比31.6％減の４億14 
 百万円、営業損益は前年同期に比べ87百万円減益の４百万円の損失となりました。 
③ ヨーロッパ 

  自動車関連や医療機器関連向け精密ばねの売上減少から、売上高は前年同期比50.3％減の１億 
 81百万円、営業損益は前年同期に比べ56百万円減益の３百万円の損失となりました。 
④ アジア 

  シンガポールや中国においてＨＤＤ向け部品やＯＡ機器・精密機器向け精密ばねの売上が減少 
 したことにより、売上高は前年同期比34.0％減の９億37万円となりました。人件費を中心とする 
 原価低減効果やアジア技術センター（ADVANEX ENGINEERING CENTRE(ASIA) PTE.LTD.)の清算等 
  により、営業利益は前年同期比６百万円の減少にとどまり、42百万円になりました。 

  

・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
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当第1四半期連結会計期間末における総資産は230億51百万円と、前連結会計年度末に比べ７億42百万円
減少しました。 
主な要因は以下のとおりです。 
 資産の部は売上高の減少により、売上債権が２億58百万円、棚卸資産においても２億95百万円とそれぞ
れ減少しました。 
有形固定資産では、減価償却の実施等の影響により、１億90百万円減少しました。 
負債の部は主に、事業再編の一環として計上されていた未払費用を精算し、２億68百万円減少しまし

た。 
純資産は47億29百万円と、前連結会計年度末に比べ５億17百万円減少しました。 

これは、当第１四半期連結会計期間において、５億15百万円の四半期純損失を計上したことが主な原因で
す。 
この結果、自己資本比率は13.5％と1.2％減少しました。 
  

  

当社は、平成21年６月17日に第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想の修正を公表いたしまし
た。当第１四半期の連結業績は概ね計画通りに推移しており、また経営合理化策の実行によるコスト削減
も着実に進んでおりますので、現時点において業績予想の見直しは行なっておりません。 
  

  
  

当第１四半期連結会計期間より、当社が所有する株式会社アキュレイトの全株数を平成21年４月10日
に売却したことにより、連結の範囲から除外しております。また、連結子会社の株式会社一化商事と非
連結子会社の有限会社一化商事は、平成21年６月23日をもって連結子会社の第一化成株式会社が吸収合
併し、解散いたしました。 
  

  

  ① 一般債権の貸倒見積高の算定方法 
     当第１四半期連結会計期間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 
  ないと認められる場合には、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１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、一部の会社につき実地棚卸を省略し、 
  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。 

  

該当事項はありません。 
  

当社グループは、米国に端を発した世界的な金融危機と景気減退を背景としたＯＡ機器や精密機器、
自動車等の製造業における生産調整の影響を受け、前連結会計年度において、下期以降の著しい売上の
減少、継続的な営業損失の計上に加え、重要な当期純損失の計上といった継続企業の前提に重要な疑義
を生じさせる事象又は状況が存在していると認識しております。 
 これらの状況を解消すべく、経営合理化策の実施による収益改善に取組み、平成22年３月期第２四半
期以降については連結四半期純利益の黒字化を見込んでいること、また、資金繰り計画に対する金融機
関の支援体制を得ることができていることから、平成22年３月期の事業継続にあたり重要な不確実性は
存在していないと判断しております。 

  

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報

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)

(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

(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

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等
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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21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,102,713 4,017,221

受取手形及び売掛金 5,963,075 6,221,305

商品及び製品 860,584 1,032,884

仕掛品 631,809 668,344

原材料及び貯蔵品 1,603,812 1,690,003

繰延税金資産 21,218 71,016

その他 789,046 801,620

貸倒引当金 △54,564 △22,437

流動資産合計 13,917,697 14,479,958

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,035,271 2,035,458

機械装置及び運搬具（純額） 2,787,071 2,903,784

土地 2,425,656 2,431,309

その他（純額） 749,668 817,167

有形固定資産合計 7,997,668 8,187,719

無形固定資産   

のれん 57,609 63,815

その他 150,740 157,106

無形固定資産合計 208,349 220,921

投資その他の資産合計 927,434 904,826

固定資産合計 9,133,453 9,313,468

資産合計 23,051,150 23,793,426
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(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,555,293 3,537,841

短期借入金 3,860,038 3,455,202

1年内返済予定の長期借入金 1,970,171 2,328,062

未払法人税等 72,860 90,796

賞与引当金 48,772 46,852

その他 1,580,564 1,926,277

流動負債合計 11,087,701 11,385,033

固定負債   

長期借入金 4,260,776 4,111,902

繰延税金負債 315,767 328,040

退職給付引当金 1,595,151 1,638,896

役員退職慰労引当金 53,575 62,255

負ののれん 212,861 244,336

その他 795,847 775,692

固定負債合計 7,233,979 7,161,123

負債合計 18,321,680 18,546,157

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,451,610 3,451,610

資本剰余金 2,571,772 2,572,288

利益剰余金 △1,654,202 △1,158,543

自己株式 △133,199 △133,217

株主資本合計 4,235,981 4,732,137

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △7,456 △32,241

為替換算調整勘定 △1,124,863 △1,193,692

評価・換算差額等合計 △1,132,320 △1,225,934

新株予約権 16,218 12,587

少数株主持分 1,609,589 1,728,479

純資産合計 4,729,470 5,247,269

負債純資産合計 23,051,150 23,793,426
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(2)【四半期連結損益計算書】 
 【第１四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 11,315,293 6,726,336

売上原価 8,818,836 5,598,446

売上総利益 2,496,456 1,127,890

販売費及び一般管理費 2,349,162 1,678,740

営業利益又は営業損失（△） 147,294 △550,850

営業外収益   

受取利息 9,683 6,201

為替差益 94,836 －

負ののれん償却額 66,204 31,475

その他 35,380 45,871

営業外収益合計 206,104 83,548

営業外費用   

支払利息 49,910 65,008

為替差損 － 70,344

その他 27,988 19,742

営業外費用合計 77,898 155,095

経常利益又は経常損失（△） 275,499 △622,397

特別利益   

固定資産売却益 2,889 34,079

その他 32 9,791

特別利益合計 2,922 43,870

特別損失   

投資有価証券評価損 1,239 －

固定資産処分損 － 2,212

特別退職金 － 3,733

その他 2,687 547

特別損失合計 3,927 6,494

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

274,494 △585,021

法人税、住民税及び事業税 68,111 27,748

法人税等調整額 45,567 △6

法人税等合計 113,678 27,741

少数株主利益又は少数株主損失（△） 97,554 △97,760

四半期純利益又は四半期純損失（△） 63,262 △515,002
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該当事項なし 

  

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20年４月１日～平成20年６月30日） 

 
  

当第1四半期連結累計期間（平成21年４月１日～平成21年６月30日） 

 
（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) 継続企業の前提に関する注記

(4) セグメント情報

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

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

2,802,738 1,005,569 855,579 2,062,449 6,726,336 ― 6,726,336

 (2) セグメント間の
内部売上高又は振替高

20,415 ― ― ― 20,415 (20,415) ―

計 2,823,153 1,005,569 855,579 2,062,449 6,746,752 (20,415) 6,726,336

営業損失(△) △137,308 △215,864 △60,950 △137,819 △551,942 1,092 △550,850
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所在地別セグメント情報 
前第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） 

 
  

当第1四半期連結累計期間（平成21年４月１日～平成21年６月30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 本邦および米国以外の区分に属する主な国または地域 
    (1)ヨーロッパ・・・イギリス 
    (2)アジア・・・シンガポール、マレーシア、タイ、中国、ベトナム 

  

日本 
(千円)

米国
(千円)

ヨーロッパ
(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

8,924,509 604,961 364,877 1,420,944 11,315,293 ― 11,315,293

 (2) セグメント間の 
内部売上高又は振替高

79,722 5,039 141,548 26,747 253,058 (253,058) ―

計 9,004,232 610,000 506,425 1,447,692 11,568,351 (253,058) 11,315,293

営業利益又は 
営業損失(△)

△6,768 82,725 53,075 48,563 177,595 (30,301) 147,294

日本 
(千円)

米国
(千円)

ヨーロッパ
(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

5,193,159 414,042 181,256 937,878 6,726,336 ― 6,726,336

 (2) セグメント間の 
内部売上高又は振替高

29,376 1,978 49,117 5,791 86,264 (86,264) ―

計 5,222,536 416,021 230,374 943,669 6,812,601 (86,264) 6,726,336

営業利益又は 
営業損失(△)

△593,747 △4,812 △3,677 42,217 △560,019 9,169 △550,850
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海外売上高 
前第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） 

 
  

当第1四半期連結累計期間（平成21年４月１日～平成21年６月30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 米国以外の区分に属する主な国または地域 
    (1)ヨーロッパ・・・イギリス、フィンランド、フランス、チェコ他 
    (2)アジア・・・シンガポール、マレーシア、タイ、中国、韓国、ベトナム他 
   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。 

  

該当事項なし 

  

米国 ヨーロッパ アジア 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 851,859 429,437 3,774,372 5,055,669

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― ― 11,315,293

Ⅲ 連結売上高に占める 
    海外売上高の割合(％)

7.5 3.8 33.4 44.7

米国 ヨーロッパ アジア 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 502,618 172,300 2,256,069 2,930,987

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― ― 6,726,336

Ⅲ 連結売上高に占める 
    海外売上高の割合(％)

7.5 2.6 33.5 43.6

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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