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1. 平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日）

 (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 ％

23年３月期第１四半期 702 △13.9 △211 ─ △235 ─ △253 ─
22年３月期第１四半期 815 △59.0 △103 ─ △111 ─ △112 ─

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

23年３月期第１四半期 △6,277.87 ─
22年３月期第１四半期 △2,792.43 ─

 (2) 連結財政状態

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

23年３月期第１四半期 2,534 1,159 45.5 28,570.84
22年３月期 2,840 1,420 49.8 35,031.88

(参考) 自己資本 23年３月期第１四半期 1,153百万円  22年３月期 1,413百万円

2. 配当の状況

年間配当金

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

 22年３月期 ─ 0.00 ─ 0.00 0.00

 23年３月期 ─

 23年３月期(予想) 0.00 ─ 0.00 0.00

3. 平成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(累計)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(累計) 1,200 △32.4 △445 ─ △475 ─ △495 ─ △12,264.92
通期 3,930 21.4 △180 ─ △205 ─ △235 ─ △5,822.74



 

 
（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更に伴う特定子会社の異動の有無となります。 

 
（注）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の有無となります。 

 

 
（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算

短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していませ

ん。 

・平成22年５月14日発表の連結業績予想を修正しております。本資料に記載されている業績見通し等の将

来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいてお

り、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び

業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決算短信（添付資料）３ページ「連結業

績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4. その他（詳細は【添付資料】P.4「その他の情報」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

  新規 ─社 (            )、除外 ─社 (            )

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
 

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

 ② ①以外の変更 ： 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年３月期１Ｑ 40,560株 22年３月期 40,560株

② 期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 201株 22年３月期 201株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 40,359株 22年３月期１Ｑ 40,359株

(注意事項)
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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、大手製造業を中心に業績の回復が見られたものの、
欧州の財政問題など景気の本格的な回復についての懸念要因は払拭できず、株安や円高傾向が強まるな
ど、依然として先行き不透明な状況が続きました。  
 このような事業環境のもと、売上高につきましては、当社製品の主力な分野である携帯電話市場におい
て、国内市場では需要の減少傾向が続いております。また海外市場では、新興国において需要の回復が見
られるものの、同業他社との競争激化により製品価格の下落圧力も増しており、国内・海外市場ともに、
売上回復も厳しい状況の中で低迷いたしました。 
 ノートパソコン市場におきましては、需要は堅調な状況が続いており、新工場の稼動とともに売上高は
伸びてきておりますが、技術的に未解決な問題もあり、当初予定していた受注の確保には至りませんでし
た。売上高全体としましては、対前年同四半期と比較して113百万円の減少となりました。 
 利益面につきましては、前期に引き続き原材料の現地調達化推進によるコストの削減や販売管理費の圧
縮などを進めてまいりましたが、売上高の減少をまかなうことができず、営業損失以下前年同四半期連結
会計期間と比較して、増加いたしました。 
 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702百万円(前年同期比13.9％
減）、営業損失211百万円(前年同期営業損失103百万円）、経常損失235百万円(前年同期経常損失111百万
円）、四半期純損失253百万円(前年同期四半期純損失112百万円）となりました。 
 セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 
① 携帯電話向けヒンジ等 
   当第１四半期連結会計期間における携帯電話向けヒンジ等につきましては、前述いたしました 
  理由により、国内・海外とも厳しい状況で推移し、売上高は644百万円、営業損失115百万円とな 
  りました。 
② ノートパソコン向けヒンジ 
   ノートパソコン向けヒンジにつきましては、新工場での生産が本格的に開始され、売上高は57 
  百万円となりましたが、技術問題の解決が長引くなど、当初予定していた受注を確保することが 
    できなかったことで工場の固定費をまかなうことができず、営業損失95百万円となりました。 
  

  

 ＜資産＞ 
 資産合計は、2,534百万円（前連結会計年度末比10.8％減）となりました。 
 うち、流動資産は、2,164百万円（前連結会計年度末比12.2％減）となりましたが、たな卸資産が416百
万円(前連結会計年度末比30.8％増）と増加したことなどにより、現金及び預金が843百万円（前連結会計
年度末比27.9％減）へ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、370百万円（前連結会計年度末比1.1％減）となりましたが、資産除去債務会計基準の適用
等により、投資その他の資産が61百万円（前連結会計年度末比1.3％減）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、1,374百万円（前連結会計年度末比3.2％減）となりました。 
短期借入金が360百万円（前連結会計年度末比7.7％減）、長期借入金が637百万円(前連結会計年度末比
2.6％減)と減少したことが負債減少の主な要因です。 
  ＜純資産＞ 
 純資産合計は、1,159百万円（前連結会計年度末比18.4％減）となりました。 
四半期純損失253百万円を計上した結果、利益剰余金が△101百万円（前連結会計年度末152百万円）へと
減少したことが純資産減少の主な要因です。 

(キャッシュ・フロー） 

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。）の四半期残高は、前
連結会計年度末と比較して326百万円減少（前年同期は631百万円の増加）し、843百万円となりました。 
 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232百万円の支出（前年同期は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252百万円となり、たな卸資産の増加による支出が98百万円、売上債権の減
少による収入が83百万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30百万円の支出（前年同期は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23百万円となったことが主な要因であります。 

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(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
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（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47百万円の支出（前年同期は299百万円の収入）で、短期借入金
の返済による支出が30百万円および長期借入金の返済による支出が17百万円となったことが主な要因であ
ります。 

近の業績動向を勘案し、平成22年５月14日に公表しました連結業績予想を修正しております。な
お、当該業績予想の修正の詳細につきましては、同日発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご
参照ください。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(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。 

  

［会計処理基準に関する事項の変更] 

 ①「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号 平成20年
３月31日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年
３月31日)を適用しております。これにより、営業損失及び経常損失は、それぞれ396千円増加してお
り、税金等調整前四半期純損失は、7,960千円増加しております。 

 ②社宅料収入の計上区分の変更 

前連結会計年度の第３四半期連結会計期間以前におきましては、社宅家賃費用は販売費及び一般管理
費に計上し、その社宅家賃費用の従業員負担分につきましては営業外収益の「社宅料収入」に計上して
おりました。 
 平成22年１月に実施いたしました組織変更にともない社宅利用者に対する扱いを整備することとし、
従業員負担分につきましては、前連結会計年度より販売費及び一般管理費から控除しております。 
  そのため、前第１四半期連結会計期間と当第１四半期連結会計期間で「社宅料収入」の計上区分が異
なっております。なお、前第１四半期連結会計期間に変更後の計上区分を適用した場合、当該期間の販
売費及び一般管理費は753千円減少し、営業損失は同額減少いたしますが、経常損失、税金等調整前四
半期純損失に与える影響はありません。 

［表示方法の変更] 

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づき財務諸表等
規則等の一部を改正する内閣府令(平成21年３月24日 内閣府令第５号)の適用に伴い、当第１四半期連
結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純損失」の科目を表示しております。 

  

当社グループは、主力とする携帯電話事業分野での需要低迷に加え、ノートパソコン分野でも顧客
との技術問題の解決が長引き、量産するまでの時間を要していることから、当第１四半期連結会計期
間においても売上の改善が遅れており、前連結会計年度に引き続き、当連結会計年度においても継続
的な営業損失の発生を見込んでおります。この結果、当社グループが将来にわたって事業活動を継続
するとの前提に重要な疑義を生じさせる状況（重要事象等）が存在していますが、ノートパソコン分
野における顧客との間で技術問題が解決されるに従って売上高が回復しつつあることに加え、現在取
り組んでいる経営合理化策をさらに強化して実行することで、この問題は回避できるものと判断して
います。 

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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また、取引金融機関に以上の状況を説明しており、期間が満了した借入金及び借入枠の契約が更新
されております。以上の結果、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。 
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3. 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22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22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 843,924 1,170,302

受取手形及び売掛金 735,714 821,394

商品及び製品 110,415 99,217

原材料及び貯蔵品 305,790 219,066

その他 168,332 156,182

貸倒引当金 △144 △116

流動資産合計 2,164,033 2,466,046

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 119,946 123,820

機械装置及び運搬具（純額） 17,882 18,914

工具、器具及び備品（純額） 147,975 144,399

建設仮勘定 4,205 3,457

有形固定資産合計 290,009 290,592

無形固定資産

ソフトウエア 18,091 20,624

その他 1,045 1,045

無形固定資産合計 19,136 21,670

投資その他の資産

投資有価証券 14,683 14,683

その他 46,345 47,169

投資その他の資産合計 61,028 61,853

固定資産合計 370,175 374,116

資産合計 2,534,208 2,840,163

負債の部

流動負債

買掛金 246,613 244,370

短期借入金 360,000 390,000

1年内返済予定の長期借入金 68,640 68,640

未払法人税等 3,426 5,221

その他 127,731 125,895

流動負債合計 806,411 834,128

固定負債

長期借入金 568,440 585,600

固定負債合計 568,440 585,600

負債合計 1,374,851 1,419,728
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(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日)

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 △101,115 152,253

自己株式 △19,552 △19,552

株主資本合計 1,158,732 1,412,101

評価・換算差額等

為替換算調整勘定 △5,642 1,750

評価・換算差額等合計 △5,642 1,750

新株予約権 6,265 6,583

純資産合計 1,159,356 1,420,435

負債純資産合計 2,534,208 2,840,163
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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21年４月１日
至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

売上高 815,816 702,161

売上原価 569,112 570,010

売上総利益 246,703 132,151

販売費及び一般管理費

荷造及び発送費 19,464 28,561

役員報酬 12,596 21,171

給料及び手当 91,092 80,817

雑給 1,526 63

旅費及び交通費 22,404 31,217

消耗品費 723 1,223

研究開発費 45,068 46,982

支払手数料 41,276 34,712

減価償却費 7,576 5,917

貸倒引当金繰入額 － 27

その他 108,376 92,486

販売費及び一般管理費合計 350,106 343,183

営業損失（△） △103,402 △211,032

営業外収益

受取利息 12 17

原子力立地給付金 676 610

確定拠出年金戻り益 207 －

社宅料収入 753 －

過年度社会保険料戻り益 661 2,323

その他 467 794

営業外収益合計 2,778 3,745

営業外費用

支払利息 2,384 5,729

為替差損 8,202 20,826

その他 440 1,491

営業外費用合計 11,027 28,047

経常損失（△） △111,652 △235,335

特別損失

過年度消費税等 － 9,421

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 7,564

特別損失合計 － 16,986

税金等調整前四半期純損失（△） △111,652 △252,321

法人税、住民税及び事業税 1,047 1,047

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △253,368

四半期純損失（△） △112,699 △253,368
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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21年４月１日
至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22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損失（△） △111,652 △252,321

減価償却費 29,886 26,740

貸倒引当金の増減額（△は減少） － 27

株式報酬費用 1,239 －

受取利息及び受取配当金 △12 △17

支払利息 2,384 5,729

為替差損益（△は益） 2,158 12,371

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 7,564

売上債権の増減額（△は増加） 285,568 83,740

たな卸資産の増減額（△は増加） 81,407 △98,335

未収消費税等の増減額（△は増加） 113,960 △4,356

その他の資産の増減額（△は増加） 202 △9,970

仕入債務の増減額（△は減少） △10,343 △514

その他の負債の増減額（△は減少） △4,074 7,125

その他 － △317

小計 390,726 △222,535

利息及び配当金の受取額 12 17

利息の支払額 △1,516 △5,909

法人税等の支払額 △4,362 △3,920

営業活動によるキャッシュ・フロー 384,859 △232,347

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 △49,330 △23,185

定期預金の預入による支出 － △8,400

その他の支出 － △208

その他の収入 174 1,471

投資活動によるキャッシュ・フロー △49,156 △30,321

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） 299,900 △30,000

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 △17,160

配当金の支払額 △50,475 △24

財務活動によるキャッシュ・フロー 299,424 △47,184

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,296 △16,522

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 631,830 △326,377

現金及び現金同等物の期首残高 727,657 1,170,302

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,359,487 843,924
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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。 

  

  

(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

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) 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
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当第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号  平

成21年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20

号  平成20年３月21日)を適用しております。 

  

１  報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、

経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものでありま

す。 

当社は、精密ばねを機軸とする精密機構部品（高機能ヒンジユニット）の開発・製造・販売を主要事業

としております。当社が販売する高機能ヒンジユニットは、主として携帯電話やノートパソコンなどに使

用されております。 

 従って当社は「携帯電話向けヒンジ等事業」「ノートパソコン向けヒンジ事業」の２つを報告セグメン

トとしております。 

 「携帯電話向けヒンジ等事業」は、「ノートパソコン向けヒンジ事業」を除く一切の高機能ヒンジの開

発・製造・販売をしております。「ノートパソコン向けヒンジ事業」はノートパソコン用の高機能ヒンジ

ユニットの開発・製造・販売をしております。 

  

２  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第１四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日) 

 
 （注）セグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と一致しております。 

  

  

３  報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

 該当事項はありません。 

  

  

 該当事項はありません。 

【セグメント情報】

(追加情報)

(単位：千円)

報告セグメント

調整額

四半期 
連結損益計算書 

計上額 
（注）

携帯電話向け
ヒンジ等

ノートパソコン向け
ヒンジ

売上高

  外部顧客への売上高 644,440 57,721 ─ 702,161

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

─ ─ ─ ─

計 644,440 57,721 ─ 702,161

セグメント損失（△） △115,995 △95,037 ─ △211,032

(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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