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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 815 △59.0 △103 ― △111 ― △112 ―

21年3月期第1四半期 1,988 ― 175 ― 178 ― 177 ―

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 △2,792.43 ―

21年3月期第1四半期 4,394.45 4,391.33

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 3,191 2,010 62.7 49,619.29
21年3月期 3,025 2,174 71.7 53,718.56

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  2,002百万円 21年3月期  2,168百万円

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 ― 1,250.00 1,250.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― 1,250.00 1,250.00

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

1,900 △50.3 △140 ― △155 ― △157 ― △3,890.09

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) 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） 

（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。 

(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 

 平成21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。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 有

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 40,560株 21年3月期  40,560株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  201株 21年3月期  201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 40,359株 21年3月期第1四半期 40,359株
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当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、一部では生産や株価に回復の兆しが見られたもの
の、雇用情勢や設備投資の低迷などが続き全体としては、依然として厳しい状況の中で推移いたしまし
た。  
 このような事業環境のもと、当社グループでは、原材料の現地調達率のアップなどにより原価低減を推
進し収益力の回復に努めると同時に、前期に引き続き経費の節減に努め筋肉質な体制を構築すべく取り組
んできました。また、新製品の投入を当社グループの主力とする携帯電話分野以外にもノートパソコン、
アミューズメント機器の分野へ積極的に取り組んでまいりました。しかしながら、当社グループの主力と
する携帯電話分野では需要は引き続き低調に推移しました。 
この結果、当第１四半期連結会計期間における当社グループの売上高は815百万円（前年同期比59.0％
減）、営業損失103百万円（前年同期営業利益175百万円）、経常損失111百万円（前年同期経常利益178百
万円）、四半期純損失112百万円（前年同期純利益177百万円）となりました。  

  

① 資産、負債および純資産の状況 
 ＜資産＞ 
  資産合計は、3,191百万円（前連結会計年度末比5.5％増）となりました。 
 うち、流動資産は、2,807百万円（前連結会計年度末比5.6％増）となりましたが、売上の減少にともな
い受取手形及び売掛金が1,111百万円（前連結会計年度末比20.5％減）と減少し、現金及び預金が1,359百
万円（前連結会計年度末比86.8％増）へと増加したこと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、384百万円（前連結会計年度末比4.7％増）となりましたが、有形固定資産が298百万円
（前連結会計年度末比7.1％増）と増加したことが、固定資産増加の主な要因となっております。 
 ＜負債＞ 
 負債合計は、1,181百万円（前連結会計年度末比38.8％増）と昨年に比較し増加しました。短期借入金
が383百万円（前連結会計年度末比360.0％増）、長期借入金が500百万円(前連結会計年度末比11.1％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、2,010百万円（前連結会計年度末比7.6％減）となりました。 
剰余金の配当50百万円を実施した他、四半期純損失112百万円を計上した結果、利益剰余金が736百万円
（前連結会計年度末比18.1％減）へと減少したことが純資産減少の主な要因です。 
  
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、631百万円増加し1,359百万円となりました。 
 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384百万円の収入となりました。税金等調整前四半期純損失が111
百万円となりましたが、売上債権の減少による収入が285百万円、未収消費税等の減少による収入が113百
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49百万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49百万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299百万円の収入で、長期借入による収入が450百万円、長期借入
金の返済による支出が400百万円および短期借入金の増加による収入が299百万円、ならびに配当金の支払
50百万円によるものであります。 
  

連結業績予想につきましては、平成21年５月15日発表の「平成21年３月期決算短信」に記載のとおりで
あり、業績予想に変更はありません。 

  

【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

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
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 該当事項はありません。 

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出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。 

  

前第１四半期連結累計期間において、営業外収益の「その他」に含めていた「原子力立地給付金」
「社宅料収入」「過年度社会保険料戻り益」は、営業外収益総額の100分の20を超えたため、当第１
四半期連結累計期間より区分掲記しております。なお、前第１四半期連結累計期間の営業外収益の
「その他」に含まれる「原子力立地給付金」「社宅料収入」「過年度社会保険料戻り益」は、それぞ
れ623千円、659千円、4千円であります。 
  

  

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

㈱ストロベリーコーポレーション　（3429）　平成22年３月期　第１四半期決算短信
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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 1,359,487 727,657

受取手形及び売掛金 1,111,599 1,397,989

商品及び製品 87,799 106,816

原材料及び貯蔵品 202,539 265,022

その他 45,719 160,604

貸倒引当金 △88 △88

流動資産合計 2,807,056 2,658,001

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 119,133 121,920

機械装置及び運搬具（純額） 12,916 13,584

工具、器具及び備品（純額） 162,204 137,327

建設仮勘定 4,409 5,956

有形固定資産合計 298,664 278,789

無形固定資産   

ソフトウエア 23,836 26,395

その他 1,045 1,045

無形固定資産合計 24,882 27,440

投資その他の資産   

投資有価証券 21,881 21,881

その他 39,348 39,522

投資その他の資産合計 61,230 61,404

固定資産合計 384,777 367,634

資産合計 3,191,833 3,025,636

㈱ストロベリーコーポレーション　（3429）　平成22年３月期　第１四半期決算短信
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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   

買掛金 153,758 172,215

短期借入金 383,200 83,300

1年内返済予定の長期借入金 62,920 400,000

未払法人税等 3,455 9,337

その他 141,387 136,549

流動負債合計 744,722 801,402

固定負債   

長期借入金 437,080 50,000

固定負債合計 437,080 50,000

負債合計 1,181,802 851,402

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 736,955 900,104

自己株式 △19,552 △19,552

株主資本合計 1,996,803 2,159,952

評価・換算差額等   

為替換算調整勘定 5,781 8,075

評価・換算差額等合計 5,781 8,075

新株予約権 7,446 6,207

純資産合計 2,010,031 2,174,234

負債純資産合計 3,191,833 3,025,636

㈱ストロベリーコーポレーション　（3429）　平成22年３月期　第１四半期決算短信
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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31日) 

売上高 1,988,759 815,816

売上原価 1,335,377 569,112

売上総利益 653,381 246,703

販売費及び一般管理費   

荷造及び発送費 49,210 19,464

役員報酬 19,703 12,596

給料及び手当 116,917 91,092

雑給 21,536 1,526

旅費及び交通費 47,959 22,404

消耗品費 1,531 723

研究開発費 50,262 45,068

支払手数料 43,521 41,276

減価償却費 11,831 7,576

貸倒引当金繰入額 44 －

その他 115,582 108,376

販売費及び一般管理費合計 478,098 350,106

営業利益又は営業損失（△） 175,282 △103,402

営業外収益   

受取利息 22 12

為替差益 4,047 －

原子力立地給付金 － 676

確定拠出年金戻り益 1,381 207

社宅料収入 － 753

過年度社会保険料戻り益 － 661

その他 2,107 467

営業外収益合計 7,557 2,778

営業外費用   

支払利息 2,652 2,384

為替差損 － 8,202

支払補償費 1,395 －

その他 149 440

営業外費用合計 4,197 11,027

経常利益又は経常損失（△） 178,642 △111,652

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（△）

178,642 △111,652

法人税、住民税及び事業税 1,285 1,047

四半期純利益又は四半期純損失（△） 177,357 △112,699

㈱ストロベリーコーポレーション　（3429）　平成22年３月期　第１四半期決算短信
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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）

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) 

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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

178,642 △111,652

減価償却費 35,478 29,886

貸倒引当金の増減額（△は減少） 44 －

株式報酬費用 1,583 1,239

受取利息及び受取配当金 △22 △12

支払利息 2,652 2,384

為替差損益（△は益） △4,730 2,158

売上債権の増減額（△は増加） △941,672 285,568

たな卸資産の増減額（△は増加） △265,392 81,407

未収消費税等の増減額（△は増加） 68,048 113,960

その他の資産の増減額（△は増加） △5,818 202

仕入債務の増減額（△は減少） 182,982 △10,343

その他の負債の増減額（△は減少） 29,825 △4,074

小計 △718,379 390,726

利息及び配当金の受取額 22 12

利息の支払額 △3,038 △1,516

法人税等の支払額 △3,855 △4,362

営業活動によるキャッシュ・フロー △725,251 384,859

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 △49,330

その他の支出 △488 －

その他の収入 607 174

投資活動によるキャッシュ・フロー △22,635 △49,156

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） 85,000 299,900

長期借入れによる収入 － 450,000

長期借入金の返済による支出 － △400,000

配当金の支払額 △102 △50,475

財務活動によるキャッシュ・フロー 84,897 299,424

現金及び現金同等物に係る換算差額 11,783 △3,296

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △651,205 631,830

現金及び現金同等物の期首残高 946,406 727,657

現金及び現金同等物の四半期末残高 295,200 1,359,487
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    該当事項はありません。 

  

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) 

  
      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。 

  

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) 

  

 
(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 

  「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。      

  

(4)継続企業の前提に関する注記

(5)セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

【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)

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
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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) 

  

 
(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。 

  

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) 

  

 
(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。 

  

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) 

  

 
(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：フランス、ハンガリー、フィンランド他 

    (2)アジア：中国、香港、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。 

  

   該当事項はありません。 

  

  

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

815,816 ─ 815,816 ― 815,816

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

1,799 113,326 115,125 △ 115,125 ―

計 817,615 113,326 930,941 △ 115,125 815,816

 営業費用 918,220 114,020 1,032,240 △ 113,022 919,218

営業損失（△） △ 100,604 △ 694 △ 101,299 △ 2,102 △ 103,402

【海外売上高】

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

米国 欧州 アジア 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 15,036 11,507 348,127 374,671

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― ― 815,816

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

1.8 1.4 42.7 45.9

(6)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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