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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22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 ％

22年3月期 29,555 △21.2 △274 ― △569 ― △380 ―

21年3月期 37,488 △3.6 △1,507 ― △1,484 ― △3,595 ―

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 ％ ％ ％

22年3月期 △9.58 ― △11.7 △2.5 △0.9

21年3月期 △90.51 ― △64.4 △5.5 △4.0

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21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

22年3月期 22,414 4,312 13.3 75.08
21年3月期 23,793 5,247 14.7 88.29

（参考） 自己資本   22年3月期  2,980百万円 21年3月期  3,506百万円

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

22年3月期 94 △453 △134 3,165
21年3月期 786 △1,252 824 3,672

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

21年3月期 ― ― ― 0.00 0.00 0 0.0 0.0
22年3月期 ― ― ― 0.00 0.00 0 0.0 0.0

23年3月期 
（予想）

― ― ― 0.00 0.00 0.0

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23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

14,800 3.9 180 ― 20 ― 80 ― 2.02

通期 31,000 4.9 860 ― 520 ― 420 ― 10.58
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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19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」をご覧ください。 

(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21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） 

新規 ―社 （社名 ） 除外 3社 （社名
株式会社アキュレイト、株式会社一
化商事、KATO FASTENING SYSTE
MS, INC.

）

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） 22年3月期 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  456,894株 21年3月期  444,362株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22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 ％

22年3月期 7,319 △20.1 5 ― 74 ― 501 ―

21年3月期 9,162 △24.1 △961 ― △843 ― △3,915 ―

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

22年3月期 12.64 ―

21年3月期 △98.56 ―

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 10,501 1,119 10.5 27.79
21年3月期 10,332 589 5.6 14.69

（参考） 自己資本 22年3月期  1,103百万円 21年3月期  583百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記の業績見通しは、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。 
上記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。 
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・当期の経営成績 

当連結会計年度におけるわが国の経済は、中国やインドなどアジアの景気回復や政府の経済対策の効

果等に支えられて、第２四半期以降、景気が緩やかに回復してきました。こうした環境の中で、当社グ

ループにおいては、ＯＡ機器向けや自動車向け等の売上が、第１四半期に底を打ち第２四半期以降は国

内・海外ともに持ち直しましたが、携帯電話市場向けヒンジユニットの販売については高機能機種の落

ち込み等により低迷しました。 

 連結売上高は、第１四半期の落ち込みが大きかったため、前期比ではすべての事業において減収とな

り、21.2％減の295億55百万円となりました。一方、利益面につきましては、合理化策の実行による固

定費削減の効果から、精密ばね事業とプラスチック事業において営業損益が改善したほか、モーター事

業においても、採算性の低い商品の売上減少やその他製品の値上げ等に伴い、収益が改善しました。ヒ

ンジユニットを中心とする精密組立部品事業において、売上高の減少や新しく立ち上げたノートパソコ

ン向けビジネスの初期コスト増加等に伴う利益の減少があったものの、上記の３事業の損益状況が大幅

に改善した結果、営業損失は２億74百万円（前期は15億７百万円の損失）となりました。支払利息や為

替差損の増加等により、経常損失は５億69百万円（前期は14億84百万円の損失）となり、法人税等の支

払いと少数株主損失により、当期純損失は３億80百万円（前期は35億95百万円の純損失）となりまし

た。なお、当期純損失が前期から大幅に改善したのは、前期に発生したのれんや固定資産の減損損失、

特別退職金や事業再編損等の特別損失が減少したことによります。 

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の落ち込みが大きかったため、前期比23.0％減の123億２百万

円となりました。しかしながら、第２四半期以降、人件費を中心とする固定費削減と原価低減の効果に

加え、アジアにおける業績回復により収益が改善したことから、営業利益は４億42百万円（前期は５億

19百万円の損失）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・海外ともに高機能機種の売上が落ち込んだ

ことと、第２の柱として立ち上げたノートパソコン向けの販売が、中国新工場における立ち上げの遅れ

により計画を下回る結果となったことから、売上高は前期比39.8％減の42億28百万円となり、営業損失

７億49百万円（前期は82百万円の損失）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高が減少したこと等により、売上高は前期比16.5％減の39億30百万円となり

ましたが、採算性が低い商品の売上減少やその他製品の値上げ、固定費の削減等により、営業利益は89

百万円（前期は2億48百万円の損失）となりました。 

④ プラスチック事業 

売上高は、ＯＡ機器向けが減少したものの、ギアインジェクション等の自動車向け製品が回復してき

たことから、前期比7.0％減の90億93百万円となりました。売上高減少の影響があったものの、前期に

実施した減損処理に伴い当期はのれんの償却負担がなくなったことや合理化による人件費等の固定費削

減効果により、営業損失は61百万円（前期は６億64百万円の損失）となりました。 

  

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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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・自動車関連向けの精密ばねや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、売上高は前期比22.6％減の232億83百万円となりました。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売上高の減少に伴い大幅に悪化したものの、精密ばね事業とプラスチッ

ク事業の収益が固定費削減効果により前期に比べ改善したほか、モーター事業においても収益の改善が

進んだ結果、営業損失は６億74百万円（前期は16億60百万円の損失）となりました。 

② 米国 

昨年９月に航空機産業等向け精密ばねの販売会社を売却したことに伴い、売上高は前期比31.6％減の

12億43百万円となり、営業損失63百万円（前期は31百万円の利益）を計上しました。 

③ ヨーロッパ 

英国景気の冷え込みによる精密ばね全般の売上減少から、売上高は前期比15.7％減の９億４百万円、

営業利益は33百万円（前期比24百万円減少）となりました。 

④ アジア 

売上高は前年同期比9.1％減の41億23百万円となりましたが、第２四半期以降、シンガポールやタ

イ、ベトナムにおいて、ＯＡ機器や自動車関連向けの精密ばねの売上が持ち直したことや合理化による

固定費削減効果が表れたことから、営業利益は３億92百万円（前期比３億19百万円増加）となりまし

た。 

・次期の見通し 

国内の経済は、中国を中心とするアジアの外需と政府の経済対策等による内需の底上げに支えられ、

緩やかに景気回復が続くことが見込まれます。一方、企業の設備投資や雇用の抑制、原材料価格の上

昇、ギリシャ財政問題などの世界経済の不安定要因等により、本格的な回復にはなお時間を要するもの

と思われます。 

 このような環境のもと、当社が関連するＯＡ機器や自動車市場においては、堅調な需要回復が見込ま

れているため、グループ内で精密ばね事業とプラスチック事業をコアにして、収益の拡大を図ってまい

ります。またモーター事業においても、収益性改善を継続するとともに、新商品の開発・販売により収

益の増加を図ります。一方、ヒンジ事業においては、携帯電話市場向けは国内・海外ともに厳しい競争

環境が続くものと予想されますが、ノートパソコン向けヒンジユニットを第２の柱として育てるべく販

売拡大を図るとともに、新経営体制のもとで事業改革に取り組んでまいります。これらにより、次期の

業績については、売上高は前期比4.9％増の310億円、営業利益８億60百万円（前期比11億34百万円改

善）、経常利益５億20百万円（同10億89百万円改善）、当期利益４億20百万円（同８億円改善）を見込

んでおります。なお、為替レートは、1米ドル93円を前提としております。 
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当連結会計年度末における総資産は224億14百万円と、前連結会計年度末に比べ13億79百万円減少し

ました。 

主な要因は以下のとおりです。 

（イ） 資産 

資産の部は棚卸資産が４億２百万円減少しました。 

有形固定資産では、減価償却の実施等により８億７百万円減少しました。また、投資その他の資産で

は、昨年９月にKATO FASTENING SYSTEMS,INC.を売却したことによって、同社が保有していた投資有価

証券が減少したこと等により投資有価証券が１億22百万円減少しました。 

（ロ） 負債 

負債の部は、181億１百万円となり、前連結会計年度末に比べ４億44百万円減少しました。これは、

事業再編の一環として計上されていた未払費用の支払が実行されたこと等により、その他流動負債が

６億14百万円減少、また、負ののれんが１億18百万円減少し、福島工場閉鎖に伴う早期退職、本社及

び柏崎工場の事業所における希望退職の実施により、退職給付引当金が２億49百万円減少した一方

で、売上高増加による仕入債務が６億82百万円増加したこと等が主な要因となっております。 

（ハ） 純資産 

純資産は43億12百万円と、前連結会計年度末に比べ９億34百万円減少しました。 

これは、当連結会計年度において３億80百万円の当期純損失を計上したこと及び少数株主持分が４億

19百万円減少し、さらに円高の影響により為替換算調整勘定が１億16百万円減少したことが主な要因

です。 

各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりです。 

① 営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動により資金が94百万円増加しました。 

主な要因は、減価償却費による資金留保及び仕入れ債務の増加による資金増、売上債権の増加による

資金減によるものです。 

② 投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動により資金が４億53百万円減少しました。主な要因は、アジアの生産拠点に向けて行われ

た設備投資によるものです。 

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動の結果、資金は１億34百万円減少しました。主な要因は、「その他」に含まれるリース債

務の支払いによるものです。 

  

(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 

  

 
自己資本比率（％）         ： 自己資本/総資産 

時価ベースの自己資本比率（％）   ： 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 

（注１）いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

（注２）株式時価総額は、自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しています。 

（注３）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しています。 

（注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。 

  

配当につきましては、業績および事業基盤の安定・拡充に備えるための内部留保充実とのバランスを

図りつつ、適正かつ安定した利益配当を基本としてまいりました。 

 しかしながら当期の配当につきましても、業績動向に鑑み、誠に遺憾ながら、無配とさせていただく

予定です。株主の皆様に早期に復配ができるよう、今後も経営の合理化を進め、業績の早期回復と財務

体質の改善に努めてまいります。 

  

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速を背景とした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売上高の著しい減少、継続的

な営業損失の計上に加え、重要な当期純損失を計上したことから、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ました。当連結会計年度においても未だ営業利益を計上す

るには至っていないことを鑑み、引続き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います。 

 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、当第２四半期連結会計期

間以降の全ての四半期決算において営業利益の黒字化を実現したこと、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、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。 

  

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 平成22年３月期

自己資本比率 40.1 41.0 25.6 14.7 13.3

時価ベースの自己資本比率 66.4 32.0 14.9 11.8 13.6

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

2.3 3.2 5.7 13.0 108.1

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

27.7 21.3 9.4 3.0 0.3

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等
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 当社の企業集団は当社、連結子会社20社、非連結子会社５社で構成され、精密ばねの製造販売、精密

組立部品の製造販売、モーターの製造販売及びプラスチック部品の製造販売を主な内容として事業活動

を展開しております。 

 当企業集団の事業に係る主要な位置付けは次のとおりであります。 

 

① 精密ばね事業 

 当社、KATO SPRING OF CALIFORNIA,INC.、KATO SPRING(SINGAPORE)PTE.LTD.、KATO PRECISION(U.K.)

LIMITED、ADVANEX  PRECISION  COMPONENTS（DONGGUAN）CO.,LTD．、ADVANEX  PRECISION  COMPONENTS 

(DALIAN)  CO.,LTD．、KATO  SPRING(THAILAND)LTD.、KATO  SPRING  (SHANGHAI)CO.,LTD.、KATO-ENTEX 

LIMITED及びKATO SPRING（VIETNAM）LTD.が製造販売を行い、当社、ADVANEX (HK) LTD.、が製品の販売

をしております。 

② 精密組立部品事業 

 当 社、KATO  SPRING(SINGAPORE)  PTE.  LTD.、GUANGZHOU  STRAWBERRY  CORPORATION、STRAWBERRY 

JIAXING CORPORATION LIMITEDが製造販売を行い、株式会社ストロベリーコーポレーションが製品の販

売をしております。 

③ モーター事業 

 フジマイクロ株式会社、FUJI MICRO (GUANGZHOU) LTD.が製造販売を行っております。 

④ プラスチック事業 

 第一化成株式会社、M.A.C.TECHNOLOGY(MALAYSIA)SDN.BHD.、IKKA(HONG  KONG)CO.,LIMITED、IKKA 

TECHNOLOGY(VIETNAM) CO.,LTD.が製造販売を行っております。 

2. 企業集団の状況
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  企業集団の系統図 

   企業集団の状況について事業系統図で示すと次のとおりであります。 
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当社グループは、「より良い社会のためにサティスファクション─プラスを提供するネットワークで

ある」をミッション（企業使命・存在意義）と定め、「アイデア＆ソリューション・デザイン」という

事業領域において、顧客に「なるほど！」を提供する“イノベーションのコンビニエンスストア”とし

て顧客から信頼される高収益企業になることを企業目的としています。 

 上記のコーポレート・アイデンティティのもと、連結経営を重視し、当社グループの人材・技術リソ

ースを活かしながら、顧客に価値と満足を提供する提案型企業への転換を引き続き推進してまいりま

す。 

当社グループは、中期的な目標として連結売上高営業利益率10％、株主資本利益率（ＲＯＥ）15％を

掲げております。しかしながら、現在、経営の合理化と財務体質の改善に取り組んでいることから、当

面の目標については連結売上高営業利益率を５％に引き下げ、早期の業績改善を図ってまいります。 

当社グループは、連結企業価値向上を目指し、持続的成長を図るため、グループ一丸となって、次の

課題に重点的に取り組んでまいります。 

１）精密ばね事業の事業基盤強化 

①コスト競争力の強化 

昨年来進めてきた各種経営合理化策の実行により、固定費の削減が進み、損益分岐点売上高の引き

下げを図ることが出来ましたが、今後は、さらに原価低減を進め、コスト競争力を強化することによ

って利益の黒字安定化を図ってまいります。また、財務状況の改善と体質強化を進めます。 

②新たな事業戦略の展開 

事業基盤の拡大を図るため、線ばねを中心に面的な事業拡大を進めます。WEBを活用した潜在顧客

の開拓やオンラインビジネスの立ち上げを行い、顧客層の量的拡大と多種・多様なニーズへの対応を

図ることで、ビジネスモデルの変革をめざします。一方、戦略商品については集中的な開発・展開を

行い、戦略市場およびグローバルな戦略エリアにおいて集中的な事業拡大を図ってまいります。この

ような面（Plane）と点（Point）の戦略を当社の新たな事業戦略として、強固な収益基盤の確立と高

い事業成長性の実現をめざします。他社が真似できないユニークカンパニーへの転換と精密線ばね世

界一が、アドバネクスグループのめざすゴールです。 

③第一化成株式会社との事業シナジー追求 

プラスチック事業を行っている第一化成株式会社（本社：栃木県下野市）との事業連携を今後も強

化してまいります。ＯＡ機器や自動車市場向けにおいて両社の営業連携を強化するほか、当社の金属

加工技術と同社の樹脂射出成形技術を融合したインサート成形事業の拡大を共同で進めてまいりま

す。将来的には、両社の統合・一社化をめざします。 

④海外事業の再編・強化 

海外事業の効率化と事業拡大を図るため、海外子会社の再編と拡充を進めてまいります。中国にお

ける事業の強化・拡大を行うため、中国に複数ある子会社の事業運営の一体化・効率化を図るととも

に、生産拠点の拡充を行っていきます。また、英国については、今年度中に子会社の統合を行う予定

です。 

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) 中長期的な経営戦略と対処すべき課題
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２）ヒンジ事業の建て直し 

ヒンジ事業の業績回復を図り経営の安定化を実現することが、アドバネクスグループにとって喫緊

の課題になっており、新しい経営体制のもと、事業改革を進めてまいります。その柱として、国内携

帯電話市場における技術的優位性を維持するとともに、欧米および中国市場に向けて、高機能・高付

加価値商品を戦略的に販売拡大していきます。そのため、中国生産工場の生産管理・品質管理機能の

強化を進めるとともに、部品の現地購入拡大による原価低減の徹底を図ってまいります。また、ノー

トパソコン向けヒンジユニットを第２の柱として育てるべく、国内および台湾・アジアのメーカーに

向けて事業の拡大を進めてまいります。 

３）モーター事業の収益性向上 

住宅環境関連や健康関連市場向け製品の収益性向上のため、低採算商品の価格適正化を図るととも

に、中国工場の生産合理化や部品調達価格の低減によりコスト削減を推進してまいります。従来のＤ

Ｃモーターのほか、収益性の高いブラシレスモーターの販売増加に向けて、新商品の開発・販売にも

積極的に取り組んでまいります。 

４）プラスチック事業の強化 

第一化成株式会社の強みである開発設計・組立技術を生かし、ギアユニット／モーターユニットを

軸とした組立製品の開発・提案を強化します。ＯＡ機器および自動車市場向け製品に加えて、事業の

第３の柱として、住宅関連市場向け製品の販売を拡大してまいります。また、グローバルな事業展開

を進め、中国やベトナムでの生産拡大を進めます。インサート成形事業については、自動車向けを中

心にアドバネクスと共同で販売拡大を図ってまいります。 

５）企業統治の強化とグループ 適経営 

連結における実効性の高いコーポレート・ガバナンスが命題として与えられている中、内部統制の

仕組みを整備するとともに、グループのパートナーシップを推進し、集中と分散、求心力と遠心力の

適化を目指したグループ経営を目指してまいります。 
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4.【連結財務諸表】 
(1)【連結貸借対照表】 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,017,221 3,443,381

受取手形及び売掛金 6,221,305 6,907,522

商品及び製品 1,032,884 820,564

仕掛品 668,344 610,681

原材料及び貯蔵品 1,690,003 1,557,651

繰延税金資産 71,016 211

その他 801,620 684,482

貸倒引当金 △22,437 △44,325

流動資産合計 14,479,958 13,980,169

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 9,132,991 8,942,538

減価償却累計額 △7,097,533 △6,870,567

建物及び構築物（純額） 2,035,458 2,071,970

機械装置及び運搬具 13,605,958 11,951,607

減価償却累計額 △10,702,173 △9,444,906

機械装置及び運搬具（純額） 2,903,784 2,506,700

土地 2,431,309 2,147,510

リース資産 179,796 214,832

減価償却累計額 △15,522 △49,962

リース資産（純額） 164,274 164,869

その他 3,389,008 3,316,685

減価償却累計額 △2,736,115 △2,827,020

その他（純額） 652,892 489,664

有形固定資産合計 8,187,719 7,380,716

無形固定資産   

のれん 63,815 46,455

ソフトウエア 84,950 63,896

リース資産 34,456 75,890

その他 37,699 118,426

無形固定資産合計 220,921 304,669

投資その他の資産   

投資有価証券 256,026 133,103

繰延税金資産 1,698 6,154

その他 650,605 629,736

貸倒引当金 △3,503 △20,213

投資その他の資産合計 904,826 748,780

固定資産合計 9,313,468 8,434,165

資産合計 23,793,426 22,414,335
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,537,841 4,220,675

短期借入金 3,455,202 4,232,775

1年内返済予定の長期借入金 2,328,062 1,329,973

リース債務 105,171 67,085

未払法人税等 90,796 101,803

賞与引当金 46,852 54,463

その他 1,821,106 1,206,210

流動負債合計 11,385,033 11,212,988

固定負債   

長期借入金 4,111,902 4,365,990

リース債務 238,779 251,747

繰延税金負債 328,040 319,476

退職給付引当金 1,638,896 1,389,384

役員退職慰労引当金 62,255 53,575

負ののれん 244,336 125,900

その他 536,913 382,835

固定負債合計 7,161,123 6,888,909

負債合計 18,546,157 18,101,898

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,451,610 3,451,610

資本剰余金 2,572,288 2,571,588

利益剰余金 △1,158,543 △1,615,313

自己株式 △133,217 △133,503

株主資本合計 4,732,137 4,274,381

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △32,241 16,703

為替換算調整勘定 △1,193,692 △1,310,629

評価・換算差額等合計 △1,225,934 △1,293,926

新株予約権 12,587 22,531

少数株主持分 1,728,479 1,309,450

純資産合計 5,247,269 4,312,436

負債純資産合計 23,793,426 22,414,335
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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20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 37,488,858 29,555,128

売上原価 30,612,568 23,513,134

売上総利益 6,876,290 6,041,993

販売費及び一般管理費   

発送費 574,800 591,616

従業員給料及び手当 3,156,992 2,472,828

賞与引当金繰入額 12,523 32,574

退職給付引当金繰入額 128,621 91,017

役員退職慰労引当金繰入額 7,580 －

減価償却費 241,946 157,712

その他 4,261,246 2,970,598

販売費及び一般管理費合計 8,383,711 6,316,347

営業損失（△） △1,507,421 △274,353

営業外収益   

受取利息 40,696 14,397

受取配当金 7,069 6,229

受取賃貸料 34,762 38,504

保険配当金 13,955 7,454

助成金収入 15,514 15,860

負ののれん償却額 213,818 125,910

その他 101,110 66,817

営業外収益合計 426,927 275,176

営業外費用   

支払利息 231,345 277,383

為替差損 61,154 215,586

支払補償費 21,341 3,233

その他 90,535 74,296

営業外費用合計 404,377 570,500

経常損失（△） △1,484,871 △569,677
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

特別利益   

固定資産売却益 14,913 71,048

投資有価証券売却益 4,600 3,202

関係会社株式売却益 － 9,791

貸倒引当金戻入額 6,414 －

その他 2,286 5,421

特別利益合計 28,214 89,463

特別損失   

固定資産売却損 302 3,511

固定資産処分損 60,416 6,671

投資有価証券売却損 6,848 15,115

投資有価証券評価損 156,147 －

関係会社株式売却損 － 35,177

前期損益修正損 － 12,246

減損損失 1,612,648 2,983

事業再編損 369,393 －

特別退職金 325,407 9,932

その他 138,854 5,223

特別損失合計 2,670,020 90,862

税金等調整前当期純損失（△） △4,126,677 △571,076

法人税、住民税及び事業税 99,383 118,150

法人税等調整額 △550,544 14,586

法人税等合計 △451,160 132,736

少数株主損失（△） △80,087 △323,628

当期純損失（△） △3,595,429 △380,185
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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20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 3,451,610 3,451,610

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,451,610 3,451,610

資本剰余金   

前期末残高 2,575,694 2,572,288

当期変動額   

自己株式の処分 △3,405 △699

当期変動額合計 △3,405 △699

当期末残高 2,572,288 2,571,588

利益剰余金   

前期末残高 2,436,885 △1,158,543

当期変動額   

剰余金の配当 － －

当期純損失（△） △3,595,429 △380,185

連結範囲の変動 － △76,584

当期変動額合計 △3,595,429 △456,769

当期末残高 △1,158,543 △1,615,313

自己株式   

前期末残高 △132,743 △133,217

当期変動額   

自己株式の取得 △5,497 △1,239

自己株式の処分 5,024 952

当期変動額合計 △473 △286

当期末残高 △133,217 △133,503

株主資本合計   

前期末残高 8,331,446 4,732,137

当期変動額   

剰余金の配当 － －

当期純損失（△） △3,595,429 △380,185

自己株式の取得 △5,497 △1,239

自己株式の処分 1,618 253

連結範囲の変動 － △76,584

当期変動額合計 △3,599,308 △457,756

当期末残高 4,732,137 4,274,381
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 38,363 △32,241

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △70,605 48,945

当期変動額合計 △70,605 48,945

当期末残高 △32,241 16,703

為替換算調整勘定   

前期末残高 △717,628 △1,193,692

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △476,064 △116,936

当期変動額合計 △476,064 △116,936

当期末残高 △1,193,692 △1,310,629

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △679,264 △1,225,934

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △546,670 △67,991

当期変動額合計 △546,670 △67,991

当期末残高 △1,225,934 △1,293,926

新株予約権   

前期末残高 1,068 12,587

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 11,518 9,944

当期変動額合計 11,518 9,944

当期末残高 12,587 22,531

少数株主持分   

前期末残高 1,884,844 1,728,479

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △156,365 △419,029

当期変動額合計 △156,365 △419,029

当期末残高 1,728,479 1,309,450

純資産合計   

前期末残高 9,538,095 5,247,269

当期変動額   

剰余金の配当 － －

当期純損失（△） △3,595,429 △380,185

自己株式の取得 △5,497 △1,239

自己株式の処分 1,618 253

連結範囲の変動 － △76,584

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △691,516 △477,076

当期変動額合計 △4,290,825 △934,832

当期末残高 5,247,269 4,312,436
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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20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22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損失（△） △4,126,677 △571,076

減価償却費 1,737,302 1,273,223

減損損失 1,612,648 2,983

のれん償却額 271,604 27,560

負ののれん償却額 △213,818 △125,910

貸倒引当金の増減額（△は減少） △54,520 42,444

賞与引当金の増減額（△は減少） △155,885 18,620

退職給付引当金の増減額（△は減少） 39,904 △249,764

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 7,580 △8,680

受取利息及び受取配当金 △47,765 △20,627

受取賃貸料 △34,762 △38,504

保険配当金 △13,955 △7,454

支払利息 231,345 277,383

手形売却損 27,918 17,104

為替差損益（△は益） △10,122 39,845

固定資産売却損益（△は益） △14,610 △67,536

固定資産処分損益（△は益） 60,416 6,671

投資有価証券評価損益（△は益） 156,147 －

投資有価証券売却損益（△は益） 2,248 11,913

売上債権の増減額（△は増加） 3,204,490 △1,027,961

たな卸資産の増減額（△は増加） 597,936 196,886

仕入債務の増減額（△は減少） △2,522,401 800,096

未払消費税等の増減額（△は減少） △87,900 94,372

事業再編損失 369,393 －

特別退職金 325,407 9,932

その他 △253,224 76,015

小計 1,108,700 777,539

利息及び配当金の受取額 27,646 20,000

賃貸料の受取額 32,658 42,551

その他の収入 16,809 9,658

利息の支払額 △235,773 △272,253

手形売却に伴う支払額 △27,918 △17,104

その他の支出 △67,995 △344,222

法人税等の支払額 △67,432 △121,328

営業活動によるキャッシュ・フロー 786,694 94,841
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

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 △1,286,820 △1,010,259

有形固定資産の売却による収入 365,297 209,340

無形固定資産の取得による支出 △10,413 △14,576

無形固定資産の売却による収入 7,579 2,076

投資有価証券の取得による支出 △90,456 △24,835

投資有価証券の売却による収入 34,953 88,177

関係会社株式の売却による収入 30 225,558

定期預金の預入による支出 △24,563 △11,518

定期預金の払戻による収入 54,527 51,171

その他の支出 △332,717 △1,957

その他の収入 30,556 32,827

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,252,026 △453,994

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） △1,515,411 939,691

長期借入れによる収入 3,895,711 1,915,902

長期借入金の返済による支出 △1,483,161 △2,792,559

自己株式の取得による支出 △5,528 △1,241

自己株式の処分による収入 5,024 954

配当金の支払額 △1,421 △1,115

少数株主への配当金の支払額 △17,546 △25,455

その他 △53,662 △170,205

財務活動によるキャッシュ・フロー 824,002 △134,028

現金及び現金同等物に係る換算差額 △162,837 △42,947

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 195,832 △536,130

現金及び現金同等物の期首残高 3,476,655 3,672,487

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 49,049

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 － △19,727

現金及び現金同等物の期末残高 3,672,487 3,165,679
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該当事項はありません。 

  

 
  

(5)【継続企業の前提に関する注記】

(6)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

１ 連結の範囲に関する事項
当社は子会社のうち23社を連結の範囲に含めており
ます。当連結財務諸表に含まれた連結子会社数及び
連結子会社名は次のとおりであります。

(1) 連結子会社数 23社
連結子会社名
・株式会社アキュレイト
・株式会社ストロベリーコーポレーション
・フジマイクロ株式会社
・第一化成ホールディングス株式会社
・第一化成株式会社
・株式会社一化商事
・KATO SPRING OF CALIFORNIA, INC.
・KATO SPRING(SINGAPORE)PTE. LTD.
・KATO PRECISION (U.K.) LIMITED
・KATO FASTENING SYSTEMS,INC.
・ADVANEX (HK) LTD.
・ADVANEX PRECISION COMPONENTS (DALIAN) 
CO.,LTD.

・ADVANEX PRECISION COMPONENTS (DONGGUAN) 
CO.,LTD.

・ADVANEX ENGINEERING CENTRE (ASIA) PTE.LTD.
・KATO SPRING (M) SDN.BHD.
・KATO SPRING (THAILAND) LTD.
・KATO-ENTEX LIMITED
・KATO SPRING (SHANGHAI) CO., LTD.
・FUJI MICRO (GUANGZHOU) LTD.
・GUANGZHOU STRAWBERRY CORPORATION
・KATO SPRING (VIETNAM) LTD.
・M.A.C. TECHNOLOGY (MALAYSIA) SDN.BHD.
・IKKA(HONG KONG) CO.,LIMITED
 

１ 連結の範囲に関する事項
当社は子会社のうち20社を連結の範囲に含めており
ます。当連結財務諸表に含まれた連結子会社数及び
連結子会社名は次のとおりであります。

(1) 連結子会社数 20社
連結子会社名
・株式会社ストロベリーコーポレーション
・フジマイクロ株式会社
・第一化成ホールディングス株式会社
・第一化成株式会社
・KATO SPRING OF CALIFORNIA, INC.
・KATO SPRING(SINGAPORE)PTE. LTD.
・KATO PRECISION (U.K.) LIMITED
・ADVANEX (HK) LTD.
・ADVANEX PRECISION COMPONENTS (DALIAN) 
CO.,LTD.

・ADVANEX PRECISION COMPONENTS (DONGGUAN) 
CO.,LTD.

・KATO SPRING (THAILAND) LTD.
・KATO-ENTEX LIMITED
・KATO SPRING (SHANGHAI) CO., LTD.
・FUJI MICRO (GUANGZHOU) LTD.
・GUANGZHOU STRAWBERRY CORPORATION
・KATO SPRING (VIETNAM) LTD.
・M.A.C. TECHNOLOGY (MALAYSIA) SDN.BHD.
・IKKA(HONG KONG) CO.,LIMITED
・STRAWBERRY JIAXING CORPORATION LIMITED
・IKKA TECHNOLOGY(VIETNAM) CO.,LTD.

なお、当社が所有する株式会社アキュレイトの全株
式を平成21年４月10日に売却いたしました。 
また、当社が所有するフジマイクロ株式会社の株式
の一部を平成21年６月24日に売却いたしました。

な お、ADVANEX  ENGINEERING  CENTRE  (ASIA) 
PTE.LTD.は、平成22年３月末日において清算中であ
ります。

株式会社一化商事は、平成21年６月23日をもって第
一化成株式会社が吸収合併し、解散いたしました。

KATO SPRING（M）SDN.BHD.は、平成22年３月末日に
おいて清算中であります。

平成21年９月11日に当社が所有するKATO FASTENING 
SYSTEMS,INC.の全株数を売却いたしました。

株式会社ストロベリーコーポレーション（連結子会
社）の 子 会 社 STRAWBERRY  JIAXING  CORPORATION 
LIMITEDは、当連結会計年度より連結の範囲に含め
ております。

第一化成株式会社（連結子会社）の子会社IKKA 
TECHNOLOGY(VIETNAM) CO.,LTD.を当連結会計年度よ
り連結の範囲に含めております。

(2) 非連結子会社名は次のとおりであります。
・有限会社一化商事
・STRAWBERRY (SHANGHAI)CORPORATION
・KATO SPECTRA SPRINGS INDIA PVT.LTD.
・MOTOFIT LIMITED
・ACCURATE ASIA THAILAND LTD．

(2) 非連結子会社名は次のとおりであります。
・STRAWBERRY (SHANGHAI)CORPORATION
・MOTOFIT LIMITED
・KATO SPECTRA SPRINGS INDIA PVT.LTD.
・KATO SPRING（M）SDN.BHD.
・ADVANEX ENGINEERING CENTRE (ASIA) PTE.LTD.
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 なお、上記１ 連結範囲に関する事項、２ 持分法の適用に関する事項、３ 連結子会社の事業年度等に関する事項
以外は、 近の有価証券報告書（平成21年６月25日提出）における記載から重要な変更がないため開示を省略してお
ります。 

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

 連結の範囲から除いた理由
  非連結子会社はそれぞれ小規模であり、合計の総資

産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利
益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結財
務諸表に重要な影響をおよぼしていないためであり
ます。

  なお、ACCURATE ASIA THAILAND LTD．は、平成21年
３月末日において清算中であります。

２ 持分法の適用に関する事項 
(1) 持分法を適用した関連会社数 ０社

会社の名前 
――――――――

(2) 持分法を適用していない非連結子会社のうち主要な
会社等の名前
・有限会社一化商事
・STRAWBERRY (SHANGHAI)CORPORATION
・KATO SPECTRA SPRINGS INDIA PVT.LTD.
・MOTOFIT LIMITED
・ACCURATE ASIA THAILAND LTD．

 

連結の範囲から除いた理由
 非連結子会社はそれぞれ小規模であり、合計の総資
産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利
益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結財
務諸表に重要な影響をおよぼしていないためであり
ます。
なお、有限会社一化商事は、平成21年６月23日をも
って第一化成株式会社が吸収合併し、解散いたしま
した。

 また、KATO SPRING（M）SDN.BHD.は、平成22年３月
末日において清算中であります。
ま た、ADVANEX  ENGINEERING  CENTRE  (ASIA) 
PTE.LTD.は、平成22年３月末日において清算中であ
ります。

２ 持分法の適用に関する事項
(1) 持分法を適用した関連会社数 ０社

会社の名前
――――――――  

(2) 持分法を適用していない非連結子会社のうち主要な
会社等の名前
・STRAWBERRY (SHANGHAI)CORPORATION
・MOTOFIT LIMITED
・KATO SPECTRA SPRINGS INDIA PVT.LTD.
・KATO SPRING（M）SDN.BHD.
・ADVANEX ENGINEERING CENTRE (ASIA) PTE.LTD.

 持分法を適用しない理由
持分法非適用会社は、それぞれ当期純損益（持分に
見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等か
らみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に
およぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要
性がないため、持分法の適用から除外しておりま
す。
なお、ACCURATE ASIA THAILAND LTD．は、平成21年
３月末日において清算中であります。

持分法を適用しない理由
持分法非適用会社は、それぞれ当期純損益（持分に
見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等か
らみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に
およぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要
性がないため、持分法の適用から除外しておりま
す。
なお、有限会社一化商事は、平成21年６月23日をも
って第一化成株式会社が吸収合併し、解散いたしま
した。

 また、KATO SPRING（M）SDN.BHD.は、平成22年３月
末日において清算中であります。
ま た、ADVANEX  ENGINEERING  CENTRE  (ASIA) 
PTE.LTD.は、平成22年３月末日において清算中であ
ります。

 

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の決算日が連結決算日と異なる会社は次
のとおりであります。

会社名
 
 

決算日

・株式会社一化商事 12月31日 ＊1
・KATO SPRING(SHANGHAI)CO.,LTD. 12月31日 ＊1
・FUJI MICRO(GUANGZHOU)LTD. 12月31日 ＊1
・ADVANEX PRECISION COMPONENTS  
(DALIAN)CO.,LTD.

12月31日 ＊1

・ADVANEX PRECISION COMPONENTS  
(DONGGUAN)CO.,LTD.

12月31日 ＊1

・GUANGZHOU STRAWBERRY  
CORPORATION

12月31日 ＊1

・M.A.C. TECHNOLOGY (MALAYSIA)  
SDN.BHD.

12月31日 ＊1

・IKKA(HONG KONG)CO.,LIMITED 12月31日 ＊1
＊1：連結決算日現在で本決算に準じた仮決算を行っ

た財務諸表を基礎としております。
 

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の決算日が連結決算日と異なる会社は次
のとおりであります。

会社名
 
 

決算日

・STRAWBERRY JIAXING   
CORPORATION LIMITED

12月31日 ＊1

・KATO SPRING(SHANGHAI)CO.,LTD. 12月31日 ＊1
・FUJI MICRO(GUANGZHOU)LTD. 12月31日 ＊1
・ADVANEX PRECISION COMPONENTS  
(DALIAN)CO.,LTD.

12月31日 ＊1

・ADVANEX PRECISION COMPONENTS  
(DONGGUAN)CO.,LTD.

12月31日 ＊1

・GUANGZHOU STRAWBERRY 
CORPORATION

12月31日 ＊1

・M.A.C. TECHNOLOGY (MALAYSIA)  
SDN.BHD.

12月31日 ＊1

・IKKA(HONG KONG)CO.,LIMITED 12月31日 ＊1
＊1：連結決算日現在で本決算に準じた仮決算を行っ

た財務諸表を基礎としております。
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(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】

【会計処理の変更】

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

(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

要な修正を行っております。これによる損益に与える

影響は、軽微であります。 

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。 

 

―――――――― 
 

―――――――― 
 

（「退職給付に係る会計基準」の一部改正（その３）の

適用）

 当連結会計年度より「退職給付に係る会計基準」の

一部改正（その３）（企業会計基準第19号 平成20年

７月31日）を適用しております。 

 これによる営業損失、経常損失及び税金等調整前当

期純損失に与える影響はありません。

【表示方法の変更】

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22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」「仕掛品」「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」「仕掛品」「原材料及び貯
蔵品」は、それぞれ1,486,580千円、925,152千円、
1,698,532千円であります。

―――――――― 
 

―――――――― （連結損益計算書）
 前連結会計年度において特別利益の「その他」に含め
て表示しておりました「関係会社株式売却益」は特別利
益の総額の100分10を超えたため区分掲記しました。な
お、前連結会計年度における「関係会社株式売却益」の
金額は24千円であります。 
 前連結会計年度において特別損失の「その他」に含め
て表示しておりました「前期損益修正損」は特別損失の
総額の100分10を超えたため区分掲記しました。なお、
前連結会計年度における「前期損益修正損」の金額は
39,839千円であります。
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前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

  

   
  

当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31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 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産(576,193千円)の主なものは、親会社での余資運用資金
(現金及び預金)及び長期投資資金(投資有価証券)であります。 

  

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

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)

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

15,979,579 7,018,923 4,707,875 9,782,480 37,488,858 ― 37,488,858

(2) セグメント間の内部 
  売上高または振替高

214,612 ― ― ― 214,612 (214,612) ―

計 16,194,191 7,018,923 4,707,875 9,782,480 37,703,471 (214,612) 37,488,858

営業費用 16,713,359 7,101,791 4,955,962 10,447,047 39,218,161 (221,881) 38,996,279

営業損失（△） △519,167 △82,868 △248,087 △664,566 △1,514,690 7,268 △1,507,421

Ⅱ 資産、減価償却費、
減損損失及び
資本的支出

資産 14,855,193 3,616,848 1,449,860 3,744,742 23,666,645 126,781 23,793,426

減価償却費 898,162 233,651 145,704 470,767 1,748,287 △10,984 1,737,302

減損損失 447,669 ― ― 1,164,979 1,612,648 ― 1,612,648

資本的支出 810,212 162,957 139,242 809,730 1,922,143 △2,624 1,919,519

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)

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

12,302,561 4,228,543 3,930,798 9,093,225 29,555,128 ― 29,555,128

(2) セグメント間の内部 
  売上高または振替高

118,160 ― ― ― 118,160 (118,160) ―

計 12,420,722 4,228,543 3,930,798 9,093,225 29,673,289 (118,160) 29,555,128

営業費用 11,978,193 4,977,759 3,841,258 9,154,921 29,952,133 (122,651) 29,829,482

営業利益又は 

  営業損失（△）
442,529 △749,216 89,539 △61,696 △278,844 4,490 △274,353

Ⅱ 資産、減価償却費、
減損損失及び
資本的支出

資産 13,687,677 3,761,953 1,672,054 3,680,943 22,802,629 （388,293) 22,414,335

減価償却費 614,538 204,151 69,325 388,103 1,276,119 (2,895) 1,273,223

減損損失 2,983 ― ― ― 2,983 ― 2,983

資本的支出 378,445 202,576 59,696 351,816 992,536 ― 992,536
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前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

  

   
  

当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22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 本邦及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 

３ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産(576,193千円)の主なものは、親会社での余資運用資金

(現金及び預金)及び長期投資資金(投資有価証券)であります。 

  

２ 所在地別セグメント情報

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)

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

30,063,344 1,817,351 1,072,771 4,535,391 37,488,858 ― 37,488,858

(2)セグメント間の内部 
   売上高または振替高

205,882 15,112 345,482 62,092 628,568 (628,568) ―

計 30,269,226 1,832,463 1,418,253 4,597,483 38,117,427 (628,568) 37,488,858

  営業費用 31,929,395 1,801,266 1,360,898 4,523,918 39,615,479 (619,199) 38,996,279

  営業利益又は 
  営業損失（△）

△1,660,169 31,196 57,355 73,565 △1,498,051 (9,369) △1,507,421

Ⅱ 資産 19,748,617 1,760,699 1,084,444 3,553,377 26,147,139 (2,353,712) 23,793,426

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)

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

23,283,729 1,243,767 904,213 4,123,417 29,555,128 ― 29,555,128

(2)セグメント間の内部 
   売上高または振替高

124,443 5,569 96,740 33,948 260,702 (260,702) ―

計 23,408,173 1,249,337 1,000,953 4,157,366 29,815,830 (260,702) 29,555,128

  営業費用 24,082,775 1,312,694 967,872 3,764,596 30,127,939 (298,456) 29,829,482

  営業利益又は 
  営業損失（△）

△674,601 △63,356 33,080 392,769 △312,108 37,754 △274,353

Ⅱ 資産 18,959,176 1,093,221 942,340 3,949,677 24,944,415 (2,530,080) 22,414,335

㈱アドバネクス（5998）　平成22年３月期　決算短信

23



前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

  

 
  

当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22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 米国以外の各区分に属する主な国または地域 

(1)ヨーロッパ………イギリス、フランス、ハンガリー他 

(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。 

  

３ 海外売上高

米国 ヨーロッパ アジア 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 2,509,550 1,173,298 11,797,177 15,480,025

Ⅱ 連結売上高(千円) 37,488,858

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

6.7 3.1 31.5 41.3

米国 ヨーロッパ アジア 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 1,724,577 739,367 10,385,769 12,849,714

Ⅱ 連結売上高(千円) 29,555,128

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

5.8 2.5 35.1 43.5
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（注）算定上の基礎 
  

１．１株当たり純資産額 

 
  

２．１株当たり当期純損失 

 
  

（開示の省略） 

リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ストッ

ク・オプション等、企業結合等、賃貸等不動産に関する注記については、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ております。 

(１株当たり情報)

項目
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

１株当たり純資産額 88.29円 75.08円

１株当たり当期純損失(△) △90.51円 △9.58円

潜在株式調整後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

利益については、潜在株式はあり

ますが、１株当たり当期純損失が

計上されているため記載をしてお

りません。 

  

潜在株式調整後１株当たり当期純

利益については、潜在株式はあり

ますが、１株当たり当期純損失が

計上されているため記載をしてお

りません。 

  

前連結会計年度
(平成21年３月31日)

当連結会計年度
(平成22年３月31日)

連結貸借対照表の純資産の部の合計
額（千円）

5,247,269 4,312,436

普通株式に係る純資産額（千円） 3,506,202 2,980,455

差額の主な内訳（千円） 
 新株予約権 
 少数株主持分

12,587
1,728,479

22,531
1,309,450

普通株式の発行済株式数（千株） 40,155 40,155

普通株式の自己株式数（千株） 444 456

１株当たり純資産の算定に用いられ
た普通株式の数（千株）

39,711 39,698

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

連結損益計算書上の当期純損失(△) 
（千円）

△3,595,429 △380,185

普通株式に係る当期純損失(△) 
（千円）

△3,595,429 △380,185

普通株式の期中平均株式数（千株） 39,724 39,703
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5.【個別財務諸表】 
(1)【貸借対照表】 

(単位：千円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 515,338 495,975

受取手形 311,759 206,645

売掛金 1,479,203 2,337,804

商品及び製品 67,562 77,931

仕掛品 150,758 110,531

原材料及び貯蔵品 153,486 97,018

前払費用 54,414 49,592

未収入金 55,216 179,957

その他 92,989 94,356

貸倒引当金 △260 △8,100

流動資産合計 2,880,470 3,641,714

固定資産   

有形固定資産   

建物 4,093,054 3,996,192

減価償却累計額 △3,501,222 △3,450,640

建物（純額） 591,831 545,551

構築物 69,643 69,643

減価償却累計額 △67,562 △68,082

構築物（純額） 2,080 1,560

機械及び装置 4,880,242 3,847,298

減価償却累計額 △4,135,940 △3,314,533

機械及び装置（純額） 744,302 532,765

車両運搬具 10,911 10,598

減価償却累計額 △10,718 △10,501

車両運搬具（純額） 193 96

工具、器具及び備品 318,357 268,888

減価償却累計額 △275,688 △226,203

工具、器具及び備品（純額） 42,668 42,685

土地 706,868 706,868

リース資産 132,035 146,071

減価償却累計額 △12,265 △33,912

リース資産（純額） 119,769 112,158

建設仮勘定 21,070 33,407

有形固定資産合計 2,228,786 1,975,093

無形固定資産   

特許権 18,125 14,375

ソフトウエア 25,272 18,640

リース資産 34,456 75,890

電話加入権 12,757 12,757

無形固定資産合計 90,611 121,663

㈱アドバネクス（5998）　平成22年３月期　決算短信

26



(単位：千円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 43,160 80,218

関係会社株式 4,232,146 3,651,216

関係会社社債 450,000 －

出資金 751 751

関係会社出資金 646,684 646,684

破産更生債権等 2,364 19,161

長期貸付金 － 883,000

長期前払費用 12,806 8,166

保険積立金 97,035 91,973

敷金及び保証金 128,157 63,216

貸倒引当金 △2,452 △389,161

投資損失引当金 △477,535 △292,447

投資その他の資産合計 5,133,118 4,762,780

固定資産合計 7,452,515 6,859,537

資産合計 10,332,986 10,501,252

負債の部   

流動負債   

支払手形 120,720 126,061

買掛金 1,208,876 1,585,953

短期借入金 2,000,000 2,900,000

1年内返済予定の長期借入金 1,450,000 730,640

未払金 33,656 35,684

リース債務 95,787 53,343

未払費用 799,315 119,384

未払法人税等 12,105 －

預り金 9,243 6,434

賞与引当金 － 10,720

設備関係支払手形 836 2,690

リース資産減損勘定 38,146 38,146

その他 5,369 1,242

流動負債合計 5,774,057 5,610,302

固定負債   

長期借入金 2,562,500 2,628,640

退職給付引当金 993,524 767,866

長期未払金 155,551 150,026

リース債務 204,228 213,186

繰延税金負債 167 1,262

長期リース資産減損勘定 53,109 10,777

固定負債合計 3,969,079 3,771,758

負債合計 9,743,137 9,382,060
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22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   

資本準備金 862,902 862,902

その他資本剰余金 1,702,668 1,701,968

資本剰余金合計 2,565,571 2,564,871

利益剰余金   

その他利益剰余金   

別途積立金 200,000 200,000

繰越利益剰余金 △5,499,712 △4,997,723

利益剰余金合計 △5,299,712 △4,797,723

自己株式 △133,217 △133,503

株主資本合計 584,251 1,085,254

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △782 17,989

評価・換算差額等合計 △782 17,989

新株予約権 6,380 15,948

純資産合計 589,848 1,119,191

負債純資産合計 10,332,986 10,501,252
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(2)【損益計算書】 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高   

製品売上高 8,952,372 6,760,075

商品売上高 210,081 559,863

売上高合計 9,162,453 7,319,939

売上原価   

製品期首たな卸高 170,329 67,533

当期製品製造原価 7,475,361 5,002,449

合計 7,645,691 5,069,983

製品期末たな卸高 67,533 60,192

製品売上原価 7,578,157 5,009,790

商品期首たな卸高 23 29

当期商品仕入高 300,171 589,731

合計 300,195 589,761

商品期末たな卸高 29 17,738

商品売上原価 300,166 572,022

売上原価合計 7,878,323 5,581,812

売上総利益 1,284,130 1,738,126

販売費及び一般管理費   

支払手数料 130,639 102,220

発送費 315,711 254,132

広告宣伝費 16,715 1,945

販売促進費 1,717 2,058

交際費 7,924 6,304

役員報酬 105,802 85,532

従業員給料及び手当 718,666 567,685

賞与引当金繰入額 － 3,408

退職給付引当金繰入額 69,297 69,960

法定福利費 130,731 109,622

福利厚生費 41,066 37,091

雑給 80,904 48,811

貸倒引当金繰入額 － 25,057

旅費及び交通費 96,390 72,679

通信費 39,196 34,934

保険料 27,334 19,566

賃借料 129,540 89,916

事務用消耗品費 17,843 16,571

修繕費 24,678 27,827

租税公課 27,998 28,530

教育研修費 9,242 2,082

研究開発費 175,037 49,379

減価償却費 33,929 42,308

雑費 45,521 35,207

販売費及び一般管理費合計 2,245,891 1,732,836

営業利益又は営業損失（△） △961,761 5,289
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業外収益   

受取利息 1,210 17,934

有価証券利息 22,453 9,431

受取配当金 212,598 562,379

受取賃貸料 5,885 3,874

為替差益 － 4,299

保険配当金 13,122 5,450

雑収入 23,961 40,439

営業外収益合計 279,232 643,809

営業外費用   

支払利息 119,269 167,402

支払補償費 13,735 3,233

為替差損 9,479 －

手形売却損 7,420 1,261

貸倒引当金繰入額 － 370,000

雑損失 10,674 32,219

営業外費用合計 160,579 574,117

経常利益又は経常損失（△） △843,108 74,981

特別利益   

固定資産売却益 12,309 34,001

投資有価証券売却益 4,600 －

関係会社株式売却益 24 425,564

貸倒引当金戻入額 7,979 －

特別利益合計 24,913 459,565

特別損失   

固定資産処分損 32,754 2,269

固定資産売却損 154 －

子会社株式売却損 － 2,559

減損損失 394,285 －

投資有価証券評価損 33,556 －

関係会社株式評価損 1,762,490 －

投資損失引当金繰入額 207,828 9,543

事業再編損 408,551 －

特別退職金 238,852 －

特別損失合計 3,078,472 14,372

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △3,896,668 520,174

法人税、住民税及び事業税 18,786 18,185

法人税等調整額 － －

法人税等合計 18,786 18,185

当期純利益又は当期純損失（△） △3,915,454 501,989
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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20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 3,451,610 3,451,610

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,451,610 3,451,610

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 862,902 862,902

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 862,902 862,902

その他資本剰余金   

前期末残高 1,706,074 1,702,668

当期変動額   

自己株式の処分 △3,405 △699

当期変動額合計 △3,405 △699

当期末残高 1,702,668 1,701,968

資本剰余金合計   

前期末残高 2,568,976 2,565,571

当期変動額   

自己株式の処分 △3,405 △699

当期変動額合計 △3,405 △699

当期末残高 2,565,571 2,564,871

利益剰余金   

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 200,000 200,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 200,000 200,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 △1,584,258 △5,499,712

当期変動額   

剰余金の配当 － －

当期純利益又は当期純損失（△） △3,915,454 501,989

当期変動額合計 △3,915,454 501,989

当期末残高 △5,499,712 △4,997,723

利益剰余金合計   

前期末残高 △1,384,258 △5,299,712

当期変動額   

剰余金の配当 － －

当期純利益又は当期純損失（△） △3,915,454 501,989

当期変動額合計 △3,915,454 501,989

当期末残高 △5,299,712 △4,797,723
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

自己株式   

前期末残高 △132,743 △133,217

当期変動額   

自己株式の取得 △5,497 △1,239

自己株式の処分 5,024 952

当期変動額合計 △473 △286

当期末残高 △133,217 △133,503

株主資本合計   

前期末残高 4,503,584 584,251

当期変動額   

剰余金の配当 － －

当期純利益又は当期純損失（△） △3,915,454 501,989

自己株式の取得 △5,497 △1,239

自己株式の処分 1,618 253

当期変動額合計 △3,919,333 501,002

当期末残高 584,251 1,085,254

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △2,251 △782

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,468 18,771

当期変動額合計 1,468 18,771

当期末残高 △782 17,989

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △2,251 △782

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,468 18,771

当期変動額合計 1,468 18,771

当期末残高 △782 17,989

新株予約権   

前期末残高 － 6,380

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 6,380 9,568

当期変動額合計 6,380 9,568

当期末残高 6,380 15,948

純資産合計   

前期末残高 4,501,333 589,848

当期変動額   

剰余金の配当 － －

当期純利益又は当期純損失（△） △3,915,454 501,989

自己株式の取得 △5,497 △1,239

自己株式の処分 1,618 253

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 7,848 28,339

当期変動額合計 △3,911,484 529,342

当期末残高 589,848 1,119,191
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該当事項はありません。 

(4)【継続企業の前提に関する注記】
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