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1.  平成23年3月期の連結業績（平成22年4月1日～平成23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 ％

23年3月期 2,467 △23.8 △956 ― △1,020 ― △1,772 ―

22年3月期 3,237 △46.9 △671 ― △696 ― △697 ―

（注）包括利益 23年3月期 △1,789百万円 （―％） 22年3月期 △703百万円 （―％）

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 ％ ％ ％

23年3月期 △43,930.62 ― △341.6 △50.8 △38.7

22年3月期 △17,279.96 ― △38.9 △23.7 △20.8

（参考） 持分法投資損益 23年3月期  ―百万円 22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

23年3月期 1,173 △371 △32.0 △9,309.25

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  △375百万円 22年3月期  1,413百万円

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

23年3月期 △1,021 △142 152 151
22年3月期 146 △162 460 1,170

2.  配当の状況 

 

年間配当金 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 ％ ％

22年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

23年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

24年3月期(予想) ― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24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) 850 △33.6 △190 ― △210 ― △220 ― △5,451.08

通期 1,500 △39.2 △255 ― △290 ― △300 ― △7,433.29



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) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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  ： 有

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

② 期末自己株式数 23年3月期 201 株 22年3月期 201 株

③ 期中平均株式数 23年3月期 40,359 株 22年3月期 40,359 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成23年3月期の個別業績（平成22年4月1日～平成23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 ％

23年3月期 2,473 △23.8 △974 ― △1,033 ― △1,856 ―

22年3月期 3,246 △46.8 △606 ― △627 ― △628 ―

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

23年3月期 △46,000.55 ―

22年3月期 △15,582.17 ―

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 1,177 △379 △32.6 △9,524.50

22年3月期 2,884 1,478 51.0 36,476.04

（参考） 自己資本 23年3月期  △384百万円 22年3月期  1,472百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
 この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続は
終了しておりません。 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 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、決算短
信「添付資料」P.2「１．経営成績（1）経営成績に関する分析」をご覧ください。 
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(1）経営成績に関する分析 

 当連結会計年度におけるわが国経済は、円高等の懸念はあったものの、中国をはじめとする新興国向けの輸出増

加、企業の堅調な設備投資等に支えられ、景気は穏やかに回復基調で推移しました。 

 しかしながら３月11日に発生した東日本大震災により、東北地方を中心とした地域では甚大な被害が発生し、震

災や計画停電の影響による生産活動の停滞も見られ、株価の落ち込みや為替相場の急激な変動なども重なり、景気

回復への足取りは、一転して不透明な状況となりました。 

 当社グループにおいては、仕入先の一部が被災地域周辺にあり、一時的には供給の停滞が発生したものの、生産

拠点や事業所におきましては直接的な被害は発生しなかったこともあり、当連結会計年度の業績に与える影響は軽

微でありました。 

 当社グループ関連業界におきましては、携帯電話市場につきましては、スマートフォンを除く需要は減少傾向が

続き、それに伴い、同分野でのヒンジの需要は大きく落ち込みました。また、ノートパソコン市場つきましては、

需要は堅調に拡大しましたが、円高傾向が続いていることなどにより価格競争は一段と激化いたしました。 

 このような事業環境のもと、当社グループでは、携帯電話向けヒンジ等事業において、中国生産拠点を大幅縮小

し、株式会社アドバネクスのグループ企業へ生産委託することで業務効率化と固定費の削減を進め、また、希望退

職の募集、給与・報酬カットなど人件費削減を含む経費削減などの経営合理化策を実施いたしました。 

 しかしながら、上述の事業環境の悪化に伴う収益力の低下、中国地方政府との調整に時間を要したことによる中

国生産移管の遅れなどがあり、計画した業績の達成が困難となりました。 

この状況に対処するため、これら経営合理化策の実施に加え、携帯電話向けヒンジユニットについて、不採算

商品を中心に事業の縮小を計画しております。これらの事業再編などにより今後発生が見込まれる費用を含め、

事業構造改善費用として727百万円を特別損失に計上いたしました。 

 この結果、当連結会計年度における経営成績は売上高2,467百万円（前期比23.8％減）、経常損失1,020百万円

（前期経常損失696百万円）、当期純損失1,772百万円（前期当期純損失697百万円）という厳しい結果となりまし

た。 

  

 セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

［携帯電話向けヒンジ等事業］ 

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1,954百万円（前期比34.7％減）、営業損失545百万円（前期営業損失349百万円）となりました。 

  

［ノートパソコン向けヒンジ事業］ 

 ノートパソコン向けヒンジにつきましては、当連結会計年度後半より本格的に立ち上がり、売上高は前連結会計

年度に比較して２倍超となりましたが、立上に伴う不良品ロスや固定費を吸収できず、売上高513百万円（前期比

108.5％増）、営業損失410百万円（前期営業損失322百万円）となりました。 

  

（平成24年3月期の業績見通しについて） 

 当社グループにおける事業環境は、本年３月に発生した東日本大震災の影響も懸念され、厳しい状況で推移する

ものと思われます。このような状況下、当社グループは、携帯電話向けヒンジ等につきましては、営業収支を早期

に黒字化させることは現状では不透明なうえ、事業継続には今後も資金の追加調達が必要な状態にあることから、

事業の縮小もしくは一部撤退が不可避との判断に至りました。そのため、すでに実施されている生産拠点の外部委

託などの経営合理化策に加えて、不採算商品を中心とした事業の縮小を計画しております。 

 また、ノートパソコン向けヒンジにおいては、市場では、価格競争が続くと予測しておりますが、設計の効率

化、原価低減を中心とする収益改善を行い、期後半には損益の黒字化を目指してまいります。 

 経営合理化策の実施と事業の縮小などの施策により、次期においては当連結会計年度と比較して営業赤字の大幅

な減少が見込まれるものの、単年度での黒字化には至らず、営業赤字が続くものと予想しております。 

  

 以上により次期見通しとして、売上高1,500百万円、経常損失290百万円、当期純損失300百万円を見込んでおり

ます。 

  

(2）財政状態に関する分析 

①資産、負債および純資産の状況 

＜資産＞ 

 資産合計は、1,173百万円（前期比41.3％）となりました。 

 うち、流動資産は、1,038百万円（前期比42.1％）となりました。大幅な営業赤字を計上したことに加えて、

喜多倍利精密部件（広州）有限公司の縮小および生産移管などの経営合理化による支出なども重なり、現金及び

預金が151百万円（前期比12.9％）へと減少しました。また、資金繰りの改善を目的として、一部の売上債権に

ついて期日前割引（ファクタリング）を実施したこと、ならびに前連結会計年度と比較して売上高が減少したこ

１．経営成績
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となどの理由により、受取手形及び売掛金が543百万円（前期比66.2％）となりました。 

 また次期において携帯電話向けヒンジ等事業の縮小を計画していることなどから、在庫の収益性についての判

定をおこない、在庫の評価減を実施したことなどから、たな卸資産が137百万円（前期比43.2％）と減少となり

ました。これらが流動資産減少の主な要因です。 

 固定資産は、134百万円（前期比35.9％）となりました。次期においても営業赤字の発生が見込まれ、また事

業の縮小を計画していることなどから減損損失を計上したことなどにより、有形固定資産が75百万円(前期比

26.0％）へと減少したことが、固定資産減少の主な要因です。 

＜負債＞ 

 負債合計は、1,544百万円（前期比108.8％）と前連結会計年度末に比較し増加しました。 

 親会社である株式会社アドバネクスから150百万円の借入をしたことなどにより、短期借入金が600百万円（前

期比153.8％）へと増加したことが負債増加の主な要因です。 

＜純資産＞ 

 純資産合計は、△371百万円（前連結会計年度末1,420百万円）となりました。 

当期純損失1,772百万円を計上した結果、利益剰余金が△1,620百万円（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。 

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、

1,019百万円減少し、151百万円となりました。 

 当連結会計年度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1,021百万円の支出（前年同期は146百万円の収入）となりました。当連

結会計年度は1,771百万円の税金等調整前当期純損失となり、減価償却費147百万円、売上債権減少による収入が

274百万円、たな卸資産の減少による収入が180百万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142百万円（前期比12.6％減）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135百万円等が主な要因です。 

（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152百万円の収入（前期比66.9％減）で、短期借入金の増加による収入

が210百万円、長期借入金の返済による支出57百万円となったことによるものであります。 

  

(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－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－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、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。 
  （注３）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 
  （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おり

ます。 

  

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

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。 

  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 平成23年３月期

自己資本比率  75.4  60.7  71.7  49.8  △32.0

時価ベースの自己資本比率  137.1  67.5  46.7  71.1  59.5

キャッシュ・フロー対有利子 

負債比率 
 435.5  －  274.5  712.9  －

インタレスト・カバレッジ・ 

レシオ 
 17.3  －  18.6  8.7  －
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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。 

  

(4）継続企業の前提に関する重要事象等 

当社グループは、前連結会計年度において営業損失671百万円、当期純損失697百万円を計上し、当連結会計年度

におきましても、営業損失956百万円、当期純損失1,772百万円を計上し、371百万円の債務超過となりました。ま

た、当社の主力とする携帯電話事業分野でのヒンジの需要低迷の影響を受け、売上高が減少する一方、価格競争激

化に伴い収益性も悪化しており、当連結会計年度末の借入金残高について、約定による返済が困難な状況となりま

した。 

当該状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。当該状況を

解消すべく、当社グループは下記の対応策を策定し取り組んでおります。 

  

① 平成24年3月期事業計画に基づく収益性の改善  

 ・携帯電話向けヒンジユニットの製造・販売について、不採算商品を中心に事業縮小・一部撤退を決定してお

り、顧客と十分な協議の上、段階的に生産を縮小していく計画です。 

 ・当面の間、不採算商品の新規受注を停止して採算性を高める一方、事業縮小等に伴い人員削減等によって経

費を削減し収益性の改善を図ってまいります。 

 ・ノートパソコン向けヒンジにおいては、設計の効率化、原価低減を中心とする収益改善を行い、平成24年3 

月期後半には損益の黒字化を目指してまいります。 

② 取引金融機関の支援 

 ・業績の低迷による純資産額の減少により、一部金融機関からの借入金につきましては、契約に定められてい

る財務制限条項に抵触する状況となっておりますが、財務制限条項の発動の留保依頼を書面で提出してお  

り、借入は継続されております。 

 ・平成24年3月末までに満了する借入金について、返済計画の見直しを要請し、各金融機関と返済方法の変更 

契約を順次締結していく予定です。 

③ 親会社である株式会社アドバネクスの資金面に関する支援 

 ・株式会社アドバネクスと極度貸付契約を締結し、平成23年10月1日まで極度額260百万円が設定されていま  

す。当会計年度末現在、株式会社アドバネクスからの借入金残高は150百万円となっております。また、平成

23年10月1日以降、当該借入金150百万円の返済期限が平成24年4月1日まで延長される予定です。なお、当社

が債務超過の状況であるため、新規借入は、上記極度額残高110百万円の実行に代えて当社売上債権を担保と

した借入として支援を受ける予定です。 

 ・株式会社アドバネクスより当社の銀行借入に対して350百万円の債務保証を受けており、当該保証について 

は借入期間に対応した保証継続が株式会社アドバネクスにおいて取締役会で決定されています。 

 ・これらの株式会社アドバネクスからの資金支援の内容及び方針は、平成24年3月期の事業計画（売上高1,500 

百万円、当期純損失300百万円）を前提として平成24年3月期末まで継続されることが、株式会社アドバネク 

スの平成23年5月13日の取締役会において決定されております。 

④ 親会社である株式会社アドバネクスの人的支援 

 ・平成23年3月末現在、株式会社アドバネクスより2名の出向者を受け入れており、営業および業務面の強化を 

図っております。また、生産面においても、アドバネクスグループの製造管理者及び熟練者のアドバイスを 

得ながら、良品率の改善および在庫の管理強化を図っております。 

  

しかし、これらの対応策に関して以下のような状況があります。 

  

1) 取引金融機関に対しては、平成24年3月期の事業計画及び資金繰りについて説明しており、期間が満了した借 

入金については返済期限延長の変更契約を締結していますが、さらに翌連結会計年度中に返済期限が到来し、 

契約更新または変更契約をしなければならないものがあります。現時点では契約更新等について確約が取れて

いない状況にあり、契約更新等がなされない場合には、当社の資金繰りに重大な支障をきたす可能性がありま

す。 

2) 親会社である株式会社アドバネクスからの資金支援等は、平成24年3月期の事業計画（売上高1,500百万円、当 

期純損失300百万円）を前提としたものであり、この事業計画を下回りさらに業績が悪化する場合には追加の 

支援が受けられない可能性があります。当社の資金繰りは株式会社アドバネクスからの資金支援が前提となっ 

ており、株式会社アドバネクスからの資金支援がなされない場合には、当社の資金繰りに重大な支障をきたす 

可能性があります。  

3）当社グループは平成23年3月末時点において、371百万円の債務超過であり、来期（平成24年3月期）の 業績見

通しは、売上高1,500百万円、経常損失290百万円、当期純損失300百万円であることから、平成24年3月期に債

務超過の解消ができない場合、当社は上場廃止となる可能性があります。 

  

このような状況にあるため、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。 

  

なお、連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を連
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結財務諸表には反映していません。 
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当社グループは、株式会社アドバネクスおよびその関係会社で構成された企業集団に属し、主として高機能ヒン

ジユニットの開発・販売を行っております。 

当社の主力商品である高機能ヒンジユニットは、精密バネ技術と機構ユニット技術を融合した摺動メカニズムを

利用したものであり、携帯電話・ノートパソコンの開閉部など、主に情報機器分野、移動体通信分野、ＬＣＤ(液

晶ディスプレイ)分野、事務機器分野、光学機器分野において使用されております。 

また当社は、高機能ヒンジユニット等の開発・マーケティング、欧米・アジアでの販売を中心とした組織形態を

特徴としており、商品の組立を当社の子会社である喜多倍利精密部件（広州）有限公司および喜多倍利精密部件

（嘉興）有限公司ならびに株式会社アドバネクスの子会社であるフジマイクロ株式会社の中国現地法人にて行って

おります。また、日本国内では株式会社アドバネクスなどを通じて販売を行っております。 

   事業の系統図 

  (注)1. ㈱アドバネクスは、有価証券報告書を提出しております。  

2. 事業の系統図以外に、中国市場での販売強化・マーケティング強化を目的に

設立した、思多倍利（上海）貿易有限公司（非連結子会社）があります。 

3．フジマイクロ㈱は、平成23年４月28日に第三者割当を実施したことにより、

㈱アドバネクスの子会社から持分法適用会社へ異動しております。  

 
  

２．企業集団の状況
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(1）会社の経営の基本方針 

 当社グループは、「優れたエンジニアリング・スキル、卓越したカスタマー・サービス、 高水準の技術力の統合

により、革新的なハイテク・メーカーのお客様に対して精密部品設計に関するソリューションと驚きを提供いたし

ます。」を経営理念としており、マーケティング・開発を中心とした、摺動技術をコアテクノロジーとした精密機

構部品の開発企業として、スピードをキーワードに、お客様のニーズを具現化してソリューションとして提供する

ことを使命としております。 

  

(2）目標とする経営指標 

当社グループにおいては、収益力の回復が喫緊の課題であり、その意味で収益力を示す売上高営業利益率を重視

しています。当連結会計年度における売上高営業利益率は△38.7％でした。早期に5％以上を実現するよう、経営課

題に取り組んでまいります。 

  

(3）中長期的な会社の経営戦略 

当社グループの創業の原点である、「コンポーネント設計技術」、「ファブレス」、「ベンチャースピリッツ」

に立ち返り、開発型企業として、新たにスタートを切る所存です。 

摺動技術というコア技術を活かし、差異化された高付加価値の精密機構部品を、情報通信機器向けのみならず、

全世界のあらゆるマーケットに提供してまいります。 

  

(4）会社の対処すべき課題 

今後の経済環境につきましては、中国を始めとする新興国を中心として、世界経済は緩やかな回復に向かってお

りますが、日本国内においては東日本大震災の影響により操業度悪化による生産の減少なども懸念されており、産業

界全体としても当面は厳しい環境が続くものと予想されます。当社を取り巻く経営環境は依然厳しい状況が続くこと

が予想されますが、業績回復に向け下記の課題に取組んでまいります。 

  

① 事業縮小・一部撤退による収益改善 

携帯電話向けヒンジユニットについて、不採算商品を中心に事業縮小・一部撤退を行い、不採算商品の受注を抑

制して採算性を高めます。ノートパソコン向けヒンジユニットにつきましては、設計の効率化、原価低減を中心と

する収益改善を行い、期後半には損益の黒字化を目指してまいります。また、自動車、住設、医療等、有望市場向

けの事業は積極的に取り組んでまいります。 

  

② コストの削減と業務の効率化 

厳しい経営状況及び事業縮小に伴い、全社的な経費削減を引き続き実施して参ります。業務効率のさらなる向上

のため人員の適正配置等を実施して参ります。前会計年度より取り組んでおりますが、親会社である株式会社アド

バネクスのグループ会社の中国現地法人に携帯電話向けヒンジ等事業の生産を委託することにより、アドバネクス

グループの技術力とノウハウの活用を進め、良品率の改善と固定費削減を進めてまいります。 

  

③ 運転資金及び資金調達の確保 

取引金融機関の継続支援、親会社である株式会社アドバネクスからの資金面の支援により、事業資金を確保する

とともに、在庫管理を強化するなどして財務体質の改善を図ってまいります。  

また、現時点では具体的な計画はありませんが、業績回復への努力に加え、資本政策の可能性についても広く検

討し、債務超過解消に向けて努力してまいります。 

  

３．経営方針
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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22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,170,302 151,016

受取手形及び売掛金 821,394 543,623

商品及び製品 99,217 67,665

原材料及び貯蔵品 219,066 69,808

未収消費税等 81,712 131,013

その他 74,470 75,860

貸倒引当金 △116 －

流動資産合計 2,466,046 1,038,987

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 ※1, ※3  169,691 ※1, ※3  126,873

減価償却累計額 △45,871 △51,372

建物及び構築物（純額） 123,820 75,501

機械装置及び運搬具 51,080 37,922

減価償却累計額 △32,165 △37,922

機械装置及び運搬具（純額） 18,914 －

工具、器具及び備品 1,284,148 1,244,938

減価償却累計額 △1,139,748 △1,244,938

工具、器具及び備品（純額） 144,399 －

建設仮勘定 3,457 －

有形固定資産合計 290,592 75,501

無形固定資産   

ソフトウエア 20,624 －

その他 1,045 －

無形固定資産合計 21,670 －

投資その他の資産   

投資有価証券 ※2  14,683 －

その他 47,169 ※3  58,819

投資その他の資産合計 61,853 58,819

固定資産合計 374,116 134,320

資産合計 2,840,163 1,173,307
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 244,370 225,112

短期借入金 390,000 ※3  600,000

1年内返済予定の長期借入金 ※3  68,640 ※3  85,160

未払金 44,013 20,440

未払費用 70,760 66,481

事業構造改善引当金 － 5,044

未払法人税等 5,221 3,903

その他 11,121 24,988

流動負債合計 834,128 1,031,130

固定負債   

長期借入金 ※3  585,600 ※3  511,600

その他 － 1,703

固定負債合計 585,600 513,303

負債合計 1,419,728 1,544,433

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 152,253 △1,620,742

自己株式 △19,552 △19,552

株主資本合計 1,412,101 △360,894

その他の包括利益累計額   

為替換算調整勘定 1,750 △14,817

その他の包括利益累計額合計 1,750 △14,817

新株予約権 6,583 4,585

純資産合計 1,420,435 △371,126

負債純資産合計 2,840,163 1,173,307
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
（連結損益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

売上高 3,237,929 2,467,978

売上原価 ※1  2,483,885 ※1  2,190,249

売上総利益 754,043 277,728

販売費及び一般管理費   

荷造及び発送費 87,875 100,525

役員報酬 65,059 53,090

給料及び手当 379,178 364,253

雑給 3,338 176

旅費及び交通費 127,678 95,050

消耗品費 4,434 4,128

研究開発費 ※2  179,084 ※2  150,869

支払手数料 153,751 121,424

減価償却費 31,404 24,158

貸倒引当金繰入額 27 －

その他 394,152 320,185

販売費及び一般管理費合計 1,425,985 1,233,864

営業損失（△） △671,941 △956,135

営業外収益   

受取利息 813 488

原子力立地給付金 2,064 1,056

確定拠出年金戻り益 2,036 1,702

過年度外国税還付額 2,645 2,913

過年度社会保険料戻り益 － 2,323

新株予約権失効戻入 － 1,997

その他 2,605 2,283

営業外収益合計 10,165 12,765

営業外費用   

支払利息 16,844 24,259

為替差損 14,878 49,146

支払補償費 － 315

その他 2,887 3,164

営業外費用合計 34,611 76,886

経常損失（△） △696,387 △1,020,255

特別利益   

投資有価証券売却益 3,202 －

固定資産売却益 － ※4  11,321

特別利益合計 3,202 11,321
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

特別損失   

過年度消費税等 － 10,277

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 7,564

事業構造改善費用 － ※6, ※7  727,954

固定資産除却損 ※3  26 －

固定資産売却損 － ※5  163

関係会社株式評価損 － 14,683

その他 － 1,644

特別損失合計 26 762,287

税金等調整前当期純損失（△） △693,212 △1,771,221

法人税、住民税及び事業税 4,190 2,850

過年度法人税等戻入額 － △1,075

法人税等合計 4,190 1,774

少数株主損益調整前当期純損失（△） － △1,772,995

当期純損失（△） △697,402 △1,772,995
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（連結包括利益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純損失（△） － △1,772,995

その他の包括利益   

為替換算調整勘定 － △16,567

その他の包括利益合計 － ※2  △16,567

包括利益 － ※1  △1,789,563

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 － △1,789,563

少数株主に係る包括利益 － －
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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21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成23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 900,104 152,253

当期変動額   

剰余金の配当 △50,448 －

当期純損失（△） △697,402 △1,772,995

当期変動額合計 △747,850 △1,772,995

当期末残高 152,253 △1,620,742

自己株式   

前期末残高 △19,552 △19,552

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 △19,552 △19,552

株主資本合計   

前期末残高 2,159,952 1,412,101

当期変動額   

剰余金の配当 △50,448 －

当期純損失（△） △697,402 △1,772,995

当期変動額合計 △747,850 △1,772,995

当期末残高 1,412,101 △360,894
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

その他の包括利益累計額   

為替換算調整勘定   

前期末残高 8,075 1,750

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △6,325 △16,567

当期変動額合計 △6,325 △16,567

当期末残高 1,750 △14,817

その他の包括利益累計額合計   

前期末残高 8,075 1,750

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △6,325 △16,567

当期変動額合計 △6,325 △16,567

当期末残高 1,750 △14,817

新株予約権   

前期末残高 6,207 6,583

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 376 △1,997

当期変動額合計 376 △1,997

当期末残高 6,583 4,585

純資産合計   

前期末残高 2,174,234 1,420,435

当期変動額   

剰余金の配当 △50,448 －

当期純損失（△） △697,402 △1,772,995

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △5,948 △18,565

当期変動額合計 △753,799 △1,791,561

当期末残高 1,420,435 △371,126
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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21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成23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（△） △693,212 △1,771,221

減価償却費 156,053 147,333

貸倒引当金の増減額（△は減少） 27 △116

関係会社株式評価損 － 14,683

有形固定資産売却損益（△は益） － △11,158

株式報酬費用 1,239 －

受取利息 △813 △488

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 7,564

事業構造改善費用 － 365,907

支払利息 16,844 24,259

為替差損益（△は益） △3,557 △335

有形固定資産除却損 26 －

投資有価証券売却損益（△は益） △3,202 －

売上債権の増減額（△は増加） 574,823 274,557

たな卸資産の増減額（△は増加） 53,404 180,226

未収消費税等の増減額（△は増加） 51,674 △49,300

その他の流動資産の増減額（△は増加） △47,320 6,780

仕入債務の増減額（△は減少） 89,177 △60,472

その他の流動負債の増減額（△は減少） △28,790 7,904

その他 △862 △1,997

小計 165,512 △865,873

利息及び配当金の受取額 813 488

利息の支払額 △15,458 △23,173

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △4,394 △4,190

事業構造改善費用の支払額 － △128,302

営業活動によるキャッシュ・フロー 146,472 △1,021,050

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の売却による収入 10,400 －

有形固定資産の取得による支出 △161,209 △135,080

無形固定資産の取得による支出 △4,322 △1,560

有形固定資産の売却による収入 － 24,464

定期預金の預入による支出 △11,200 △33,600

その他の支出 △337 △18,982

その他の収入 3,890 22,464

投資活動によるキャッシュ・フロー △162,778 △142,295
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

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） 306,700 210,000

長期借入れによる収入 650,000 －

長期借入金の返済による支出 △445,760 △57,480

配当金の支払額 △50,850 △281

財務活動によるキャッシュ・フロー 460,089 152,238

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,139 △8,177

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 442,644 △1,019,285

現金及び現金同等物の期首残高 727,657 ※1  1,170,302

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  1,170,302 ※1  151,016
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(5)継続企業の前提に関する注記

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 

至 平成23年３月31日） 

――――――――  当社グループは、前連結会計年度において営業損失671

百万円、当期純損失697百万円を計上し、当連結会計年度

におきましても、営業損失956百万円、当期純損失1,772百

万円を計上し、371百万円の債務超過となりました。ま

た、当社の主力とする携帯電話事業分野でのヒンジの需要

低迷の影響を受け、売上高が減少する一方、価格競争激化

に伴い収益性も悪化しており、当連結会計年度末の借入金

残高について、約定による返済が困難な状況となりまし

た。 

当該状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義を

生じさせるような状況が存在しております。当該状況を解

消すべく、当社グループは下記の対応策を策定し取り組ん

でおります。 

  

① 平成24年3月期事業計画に基づく収益性の改善  

 ・携帯電話向けヒンジユニットの製造・販売につい

て、不採算商品を中心に事業縮小・一部撤退を決

定しており、顧客と十分な協議の上、段階的に生

産を縮小していく計画です。 

 ・当面の間、不採算商品の新規受注を停止して採算

性を高める一方、事業縮小等に伴い人員削減等に

よって経費を削減し収益性の改善を図ってまいり

ます。 

 ・ノートパソコン向けヒンジにおいては、設計の効

率化、原価低減を中心とする収益改善を行い、平

成24年3月期後半には損益の黒字化を目指してまい

ります。 

② 取引金融機関の支援 

 ・業績の低迷による純資産額の減少により、一部金

融機関からの借入金につきましては、契約に定め

られている財務制限条項に抵触する状況となって

おりますが、財務制限条項の発動の留保依頼を書

面で提出しており、借入は継続されております。 

 ・平成24年3月末までに満了する借入金について、返

済計画の見直しを要請し、各金融機関と返済方法

の変更契約を順次締結していく予定です。 

③ 親会社である株式会社アドバネクスの資金面に関す

る支援 

 ・株式会社アドバネクスと極度貸付契約を締結し、

平成23年10月1日まで極度額260百万円が設定され

ています。当会計年度末現在、株式会社アドバネ

クスからの借入金残高は150百万円となっておりま

す。また、平成23年10月1日以降、当該借入金150

百万円の返済期限が平成24年4月1日まで延長され

る予定です。なお、当社が債務超過の状況である

ため、新規借入は、上記極度額残高110百万円の実

行に代えて当社売上債権を担保とした借入として

支援を受ける予定です。 

 ・株式会社アドバネクスより当社の銀行借入に対し

て350百万円の債務保証を受けており、当該保証に

ついては借入期間に対応した保証継続が株式会社

アドバネクスにおいて取締役会で決定されていま

す。 
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前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 

至 平成23年３月31日） 

――――――――   ・これらの株式会社アドバネクスからの資金支援の

内容及び方針は、平成24年3月期の事業計画（売上

高1,500百万円、当期純損失300百万円）を前提と

して平成24年3月期末まで継続されることが、株式

会社アドバネクスの平成23年5月13日の取締役会に

おいて決定されております。 

④ 親会社である株式会社アドバネクスの人的支援 

 ・平成23年3月末現在、株式会社アドバネクスより2

名の出向者を受け入れており、営業および業務面

の強化を図っております。また、生産面において

も、アドバネクスグループの製造管理者及び熟練

者のアドバイスを得ながら、良品率の改善および

在庫の管理強化を図っております。 

  

しかし、これらの対応策に関して以下のような状況があ

ります。 

  

1)  取引金融機関に対しては、平成24年3月期の事業計

画及び資金繰りについて説明しており、期間が満

了した借入金については返済期限延長の変更契約

を締結していますが、さらに翌連結会計年度中に

返済期限が到来し、契約更新または変更契約をし

なければならないものがあります。現時点では契

約更新等について確約が取れていない状況にあ

り、契約更新等がなされない場合には、当社の資

金繰りに重大な支障をきたす可能性があります。 

2)  親会社である株式会社アドバネクスからの資金支

援等は、平成24年3月期の事業計画（売上高1,500

百万円、当期純損失300百万円）を前提としたもの

であり、この事業計画を下回りさらに業績が悪化

する場合には追加の支援が受けられない可能性が

あります。当社の資金繰りは株式会社アドバネク

スからの資金支援が前提となっており、株式会社

アドバネクスからの資金支援がなされない場合に

は、当社の資金繰りに重大な支障をきたす可能性

があります。  

3） 当社グループは平成23年3月末時点において、371

百万円の債務超過であり、来期（平成24年3月期）

の業績見通しは、売上高1,500百万円、経常損失

290百万円、当期純損失300百万円であることか

ら、平成24年3月期に債務超過の解消ができない場

合、当社は上場廃止となる可能性があります。 

 

 このような状況にあるため、現時点では継続企業の前提

に関する重要な不確実性が認められます。 

  

なお、連結財務諸表は継続企業を前提として作成してお

り、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を連結

財務諸表には反映していません。  
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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21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 

至 平成23年３月31日） 

１ 連結の範囲に関する事項

  

  

(1）連結子会社の数 ２社 

主要な連結子会社の名称 

喜多倍利精密部件（広州）有限公司

喜多倍利精密部件（嘉興）有限公司

 喜多倍利精密部件（嘉興）有限公司

については、当連結会計年度に新たに

設立したことにより、当連結会計年度

から連結の範囲に含めることとしまし

た。 

(1）連結子会社の数 ２社 

主要な連結子会社の名称 

喜多倍利精密部件（広州）有限公司

喜多倍利精密部件（嘉興）有限公司

  

  (2）主要な非連結子会社名 

思多倍利（上海）貿易有限公司 

(2）主要な非連結子会社名 

同左 

  連結の範囲から除いた理由 

 非連結子会社思多倍利（上海）貿易

有限公司は小規模会社であり、総資

産、売上高、当期純損益及び利益剰余

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及ぼして

いないためであります。 

連結の範囲から除いた理由 

同左 

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－社 

―――――――― 

(1）持分法を適用した関連会社数－社 

―――――――― 

  (2）持分法を適用していない非連結子会社

思多倍利（上海）貿易有限公司 

(2）持分法を適用していない非連結子会社

同左 

  持分法を適用していない理由 

 持分法非適用会社思多倍利（上海）

貿易有限公司は、当期純損益及び利益

剰余金等に及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。 

持分法を適用していない理由 

同左 

３ 連結子会社の事業年度等

に関する事項 

 喜多倍利精密部件（広州）有限公司およ

び喜多倍利精密部件（嘉興）有限公司の事

業年度末日は12月31日で、連結決算日と異

なっているため、連結財務諸表の作成にあ

たり、連結決算日の仮決算に基づく財務諸

表を使用しております。 

同左 

４ 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 

子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法 

① 有価証券 

子会社株式及び関連会社株式 

同左 

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） 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

  時価のないもの 

移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 

至 平成23年３月31日） 

  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・原材料 

総平均法 

② たな卸資産 

同左 

  ｂ貯蔵品 

終仕入原価法 

  

      

(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 

(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。 

① 有形固定資産 

(イ）リース資産以外の有形固定資産 

同左 

  (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

価額を零とする定額法によっており

ます。 

 なお、リース取引開始日がリース

取引に関する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。 

(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 

同左 

  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。 

 ただし、自社使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 

同左 

  (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

価額を零とする定額法によっており

ます。 

 なお、リース取引開始日がリース

取引に関する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。 

(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 

同左 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 

至 平成23年３月31日） 

(3）重要な引当金の計上基

準 

貸倒引当金 

 債権の貸倒による損失に備えるため、一

般債権については貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権については個別に回

収可能性を検討し、回収不能見込額を計上

しております。 

―――――――― 

  

  

  

(イ）貸倒引当金 

同左 

  

  

  

  

(ロ）事業構造改善引当金 

事業の構造改善に伴い発生する損失

に備えるため、合理的に見積もられる

金額を計上しております。 

(追加情報) 

 当連結会計年度において、事業構造

改善のために今後発生が見込まれる費

用及び損失について、事業構造改善引

当金を設定しております。 

   これにより、繰入額を事業構造改善

費用として特別損失に計上した結果、

税金等調整前当期純損失が5,044千円

増加しております。   

(4）重要なヘッジ会計の方

法 

① ヘッジ会計の方法 

 金利スワップについては、特例処理の

要件を満たしておりますので、特例処理

を採用しております。 

① ヘッジ会計の方法 

同左 

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

  （ヘッジ手段） （ヘッジ対象） 

金利スワップ 借入金の利息 

同左 

  ③ ヘッジ方針 

 通常の事業活動における金利変動リス

クをヘッジしており、投機目的の取引は

行わない方針であります。 

③ ヘッジ方針 

同左 

  ④ ヘッジ有効性評価の方法 

 経理規程に従って、以下の条件を満た

す金利スワップを締結しております。 

Ⅰ 金利スワップの想定元本と長期借入

金の元本金額が一致している。 

Ⅱ 金利スワップと長期借入金の契約期

間及び満期が一致している。 

Ⅲ 長期借入金の変動金利のインデック

スと金利スワップで受払いされる変動

金利のインデックスが一致している。

Ⅳ 長期借入金と金利スワップの金利改

定条件が一致している。 

Ⅴ 金利スワップの受払い条件がスワッ

プ期間を通して一定である。 

 従って、金利スワップの特例処理の要

件を満たしているので決算日における有

効性の評価を省略しております。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 

至 平成23年３月31日） 

(5）連結財務諸表の作成の

基礎となった連結会社

の財務諸表の作成に当

たって採用した重要な

外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の

基準 

 外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直

物為替相場により円貨に換算し、換算差額

は損益として処理しております。なお、在

外子会社等の資産及び負債は、連結決算日

の直物為替相場により円貨に換算し、収益

及び費用は期中平均相場により円貨に換算

し、換算差額は純資産の部における為替換

算調整勘定に含めております。 

同左 

(6）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処理は、税

抜方式によっております。 

同左 

５ 連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲 

 手許現金、要求払預金及び取得日から３

ヶ月以内に満期日又は償還日の到来する流

動性の高い、容易に換金可能であり、か

つ、価値の変動について僅少なリスクしか

負わない短期的な投資であります。 

同左 

(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21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 

至 平成23年３月31日） 

（社宅料収入の計上区分の変更） 

 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が、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、

当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。 

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、当連結会

計年度の販売費及び一般管理費は、 千円減少し営業

損失は同額減少しておりますが、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。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。 

2,890

―――――――― 

――――――――  （資産除去債務に関する会計基準等） 

 当連結会計年度より、「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、当連結会計年度の営業損失及び経常損失

は、それぞれ9,386千円増加しており、税金等調整前当期

純損失は、16,950千円増加しております。  
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(8)表示方法の変更

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 

至 平成23年３月31日） 

――――――――  （連結損益計算書関係） 

 前連結会計年度において、営業外収益の「その他」に含

めていた「過年度社会保険料戻り益」及び「新株予約権失

効戻入」は、営業外収益の100分の10を超えたため、当連

結会計年度より区分掲記しております。なお、前連結会計

年度の営業外収益の「その他」に含まれる「過年度社会保

険料戻り益」及び「新株予約権失効戻入」は、それぞれ

661千円、862千円であります。  

(9)追加情報

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 

至 平成23年３月31日） 

――――――――   当連結会計年度より、「包括利益の表示に関する会計基

準」（企業会計基準第25号 平成22年６月30日）を適用し

ております。ただし、「その他の包括利益累計額」及び

「その他の包括利益累計額合計」の前連結会計年度の金額

は、「評価・換算差額等」及び「評価・換算差額等合計」

の金額を記載しております。 

(10)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22年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成23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） ※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 千円50,103 建物及び構築物 千円50,103

※２ 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のと

おりであります。 

※２             ―――――――― 

投資有価証券 千円14,683   

※３ （担保資産） 

 このうち長期借入金 千円、１年内返済予定の

長期借入金 千円の担保に供しているものは、次

のとおりであります。 

73,000

13,800

※３ （担保資産） 

 このうち長期借入金 千円、１年内返済予定

の長期借入金 千円、短期借入金 千円の

担保に供しているものは、次のとおりであります。 

273,000

53,450 100,000

  

建物及び構築物 千円（帳簿価額）78,958

計 千円（帳簿価額）78,958

建物及び構築物 

その他(長期預金)  

千円（帳簿価額） 

千円（帳簿価額） 

75,501

44,800

計 千円（帳簿価額） 120,301
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 

至 平成23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の低下に

よる簿価切下げ額 

※１ 通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益の低下に

よる簿価切下げ額 

売上原価 千円55,622 売上原価 千円53,824

※２ 研究開発費の総額 

 一般管理費に含まれる研究開発費は 千円で

あります。 

179,084

※２ 研究開発費の総額 

 一般管理費に含まれる研究開発費は 千円で

あります。 

150,869

※３ 固定資産除却損の内訳 ※３       ―――――――― 

工具器具備品 千円26

合計 千円26

  

※４       ―――――――― ※４ 固定資産売却益の内訳 

  建物 千円200

構築物  千円145

工具器具備品 千円10,975

合計 千円11,321

※５       ―――――――― ※５ 固定資産売却損の内訳 

  

  

※６       ―――――――― 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

※６ 事業構造改善費用の内訳 

   平成22年10月29日開催の取締役会において経営合理

化策の実施を決議し、また平成23年４月21日開催の取

締役会において携帯電話向けヒンジ事業の縮小につい

て決議いたしました。  

  これらにともない発生する以下の損失を事業構造

改善費用として計上しております。    

注１ 特別退職金等のうち 千円は、事業構造改善

引当金繰入額であります。 

注２ 生産移管費用のうち 千円は、事業構造改

善引当金繰入額であります。   

工具器具備品 千円163

合計 千円163

項目 金額 

棚卸資産廃棄損・評価損 362,046千円 

特別退職金等 注１ 17,740千円 

減損損失 206,571千円 

生産移管費用 注２ 109,205千円 

その他  32,390千円 

合計 727,954千円 

582

4,462
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当連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

※１ 当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益 

  

※２ 当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益 

  

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 

至 平成23年３月31日） 

※７       ―――――――― 

  

※７ 当連結会計年度において、以下の資産グループにつ

いて減損損失を計上しております。   

  

   当社グループは、原則として、事業用資産について

は報告セグメントを基準としてグルーピングを行なっ

ており、遊休資産については個別資産ごとにグルーピ

ングを行なっております。 

   前連結会計年度に引き続き当連結会計年度におきま

しても大幅な営業損失を計上し、次期においても営業

損失となる見込みです。そのため、帳簿価額を回収可

能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として事業

構造改善費用に計上しております。 

   なお、減損損失の測定における回収可能価額は正味

売却価額によっており、不動産鑑定士による鑑定評価

額を基準にして評価しております。 

  

地域 主な用途 種 類 
金額 

（千円）

東京都豊島区 

新潟県長岡市 

京都府京都市 

他  

ヒンジ

製造用

金型等 

建物及び構築物 

機械装置及び 

運搬具 

工具、器具及び

備品 

リース資産 

他 

 135,780

中華人民共和国

広州市 
工場 

建物及び構築物 

他  
  38,535

中華人民共和国

嘉興市 
工場 

建物及び構築物 

他  
  32,255

（連結包括利益計算書関係）

   親会社株主に係る包括利益 △703,727千円

   少数株主に係る包括利益 －千円

  計 △703,727千円

   為替換算調整勘定 △6,325千円

  計 △6,325千円
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前連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

  

２ 自己株式に関する事項 

  

３ 新株予約権等に関する事項 

（注） 当期末の新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く。）の目的となる株式の種類及び数 

普通株式     145株 

  

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。 

  

当連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23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 

  

（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）  201  －  －  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（株） 
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 

普通株式  －  －  －  －  6,583

決議 株式の種類 
配当金の総額 

（千円） 
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  50,448  1,250 平成21年３月31日 平成21年６月19日

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）  201  －  －  201
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３ 新株予約権等に関する事項 

  

（注） 当期末の新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く。）の目的となる株式の種類及び数 

普通株式     101株 

  

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。 

  

会社名 内訳 
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数（株） 
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 

普通株式  －  －  －  －  4,585

（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21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 

至 平成23年３月31日） 

※１ 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 

※１ 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 千円1,170,302

現金及び現金同等物 千円1,170,302

現金及び預金 千円151,016

現金及び現金同等物 千円151,016
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前連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22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。 

  

前連結会計年度（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 

（社宅料収入の計上区分の変更） 

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が、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、当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。 

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2,890千円減少し、営

業損失は同額減少しております。 

  

前連結会計年度（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）欧州：フランス、ハンガリー、デンマーク他 

(2）アジア：中国、香港、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。 

  

（セグメント情報等）

ａ．事業の種類別セグメント情報

ｂ．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 
 3,237,929  －  3,237,929  －  3,237,929

(2）セグメント間の内部売

上高または振替高 
 8,099  478,697  486,797 ( ) 486,797  －

計  3,246,028  478,697  3,724,726 ( ) 486,797  3,237,929

営業費用  3,852,947  536,849  4,389,797 ( ) 479,925  3,909,871

営業損失（△）  △606,918  △58,151  △665,070 ( ) 6,871  △671,941

Ⅱ 資産  2,603,275  236,887  2,840,163  －  2,840,163

ｃ．海外売上高

  米国 欧州 アジア 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  17,694  21,285  1,993,471  2,032,450

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  3,237,929

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の

割合（％） 
 0.5  0.7  61.6  62.8
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当連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

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、利益又は損失、その他の項目の金額の算定方法 

 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な

事項」における記載と同一であります。 

  

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、その他の項目の金額に関する情報 

前連結会計年度（自  平成21年４月１日  至  平成22年３月31日） 

 (注）① セグメント損失は、連結財務諸表の営業損失と一致しております。 

② 資産については、事業セグメントに配分しておりません。  

ｄ．セグメント情報

        (単位：千円)

  

報告セグメント 

調整額 
合計 

（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 2,991,642 246,287  － 3,237,929

  セグメント間の内部
売上高又は振替高 

－ －  － －

計 2,991,642 246,287  － 3,237,929

 セグメント損失（△） △349,790 △322,151  － △671,941

その他の項目  

 減価償却費  135,980 20,073

 

 － 156,053
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当連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

 (注）① セグメント損失は、連結財務諸表の営業損失と一致しております。 

② 資産については、事業セグメントに配分しておりません。  

   

当連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

１．製品及びサービスごとの情報 

   

 ２．地域ごとの情報 

(1）売上高 

  
（注）売上高は、顧客の納品地を基礎とし、国又は地域に分類しております。 

  

(2）有形固定資産 

 本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた

め、記載を省略しております。 

  

３．主要な顧客ごとの情報 

  

        (単位：千円)

  

報告セグメント 

調整額 
合計 

（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 1,954,362 513,616  － 2,467,978

  セグメント間の内部
売上高又は振替高 

－ －  － －

計 1,954,362 513,616  － 2,467,978

 セグメント損失（△） △545,312 △410,823  － △956,135

その他の項目  

 減価償却費  119,328 28,005

 

 － 147,333

ｅ．関連情報

      (単位：千円)

  携帯電話向けヒンジ等 ノートパソコン向けヒンジ 合計 

  外部顧客への売上高 1,954,362  513,616 2,467,978

      (単位：千円) 

日本 中国 その他 計 

 896,093 1,497,728 74,156  2,467,978

  (単位：千円) 

顧客の名称又は氏名 売上高  関連するセグメント名 

Samsung Electronics Suzhou Computer 

Co., Ltd. 
 341,612 ノートパソコン向けヒンジ  

ソニーイーエムシーエス株式会社  314,718 携帯電話向けヒンジ等 
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当連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

 当該減損損失は、経営合理化および事業の縮小にともなう事業構造改善費用として、特別損失に計上いた

しました。  
  

当連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

 該当事項はありません。  

当連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

 該当事項はありません。 

   

(追加情報) 
 当連結会計年度より「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。  

  

  

 リース取引、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、資産除去債務、賃貸等不動産、開示対象目的別会社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。 

  

ｆ．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

      (単位：千円)

  携帯電話向け 
ヒンジ等 

ノートパソコン向け 
ヒンジ 

合計 

減損損失 133,327 73,243  206,571

ｇ．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

ｈ．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

（開示の省略）
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前連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

１ 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 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 

 該当事項はありません。 

  

(ウ）連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（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。 

  

（関連当事者情報）

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 50.3
商品の販売先 

役員の兼任 

商品の売上  56,383 売掛金 5,782

原材料の仕

入 
 38,934

買掛金 3,843

未払費用 500
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当連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

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 取引条件及び取引条件の決定方針 

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 当社は、資金借入の一部に対して㈱アドバネクスより債務保証を受けております。なお、保証料の支払はあ

りません。  

  

(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 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 

  

50.3

  

  

商品の販売先 

役員の兼任 

資金の借入 

債務被保証  

  

商品の売上  56,092 売掛金 4,003

原材料の 

仕入 

 

  

18,344 買掛金 1,127

未払費用 4,121

 資金の借入 150,000
短期借入

金 
150,000

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

当社資金借

入に対する

債務被保証 
350,000   －   － 

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 

フジマイク

ロ株式会社 

東京都 

千代田区 
 300,000

モーター事

業 
－ 

加工代金 

役員の兼任 
加工代金  47,500 買掛金 25,500

㈱ストロベリーコーポレーション（3429）平成23年３月期　決算短信

33



（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（△） 

  

 該当事項はありません。 

  

（１株当たり情報）

項目 
前連結会計年度 

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 

至 平成23年３月31日） 

１株当たり純資産額 円 銭 35,031 88 円 銭 △9,309 25

１株当たり当期純損失（△） 円 銭 △17,279 96 円 銭 △43,930 62

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 潜在株式がありますが、１株当たり

当期純損失のため記載しておりませ

ん。 

潜在株式がありますが、１株当たり

当期純損失のため記載しておりませ

ん。 

項目 
前連結会計年度末 

（平成22年３月31日） 
当連結会計年度末 

（平成23年３月31日） 

連結貸借対照表の純資産の部の合計額（千円）  1,420,435  △371,126

普通株式に係る純資産額（千円）  1,413,851  △375,712

差額の主な内訳（千円） 

新株予約権  6,583  4,585

普通株式の発行済株式数（株）  40,560.0  40,560.0

普通株式の自己株式数（株）  201.0  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） 
 40,359.0  40,359.0

項目 
前連結会計年度 

自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日 

当連結会計年度 
自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日 

当期純損失（△）（千円）  △697,402  △1,772,995

普通株式に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純損失（△）（千円）  △697,402  △1,772,995

普通株式の期中平均株式数（株）  40,359.0  40,359.0

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（ 個） 200

取締役会の決議日 

平成20年２月７日 

第一回新株予約権（ 個） 200

（重要な後発事象）
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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22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,136,607 122,488

受取手形 7,737 1,715

売掛金 ※1  826,882 ※1  541,907

商品 98,297 67,665

原材料及び貯蔵品 211,598 69,558

未収消費税等 81,712 131,013

前渡金 2,854 －

前払費用 12,338 8,731

その他 4,281 4,748

貸倒引当金 △116 －

流動資産合計 2,382,194 947,830

固定資産   

有形固定資産   

建物 113,292 107,561

減価償却累計額 △28,460 △32,060

建物（純額） ※2, ※3  84,832 ※2, ※3  75,501

構築物 9,937 7,384

減価償却累計額 △6,822 △7,384

構築物（純額） ※2  3,114 ※2  －

機械及び装置 50,359 37,237

減価償却累計額 △31,506 △37,237

機械及び装置（純額） 18,853 －

車両運搬具 720 684

減価償却累計額 △659 △684

車両運搬具（純額） 61 －

工具、器具及び備品 1,215,779 1,230,081

減価償却累計額 △1,116,741 △1,230,081

工具、器具及び備品（純額） 99,038 －

建設仮勘定 2,357 －

有形固定資産合計 208,257 75,501

無形固定資産   

ソフトウエア 11,860 －

電話加入権 1,045 －

無形固定資産合計 12,906 －

投資その他の資産   

関係会社株式 233,953 84,223

敷金及び保証金 35,969 14,019

破産更生債権等 － ※1  115,294
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23年３月31日) 

長期預金 11,200 ※3  44,800

貸倒引当金 － △103,894

投資その他の資産合計 281,122 154,442

固定資産合計 502,286 229,943

資産合計 2,884,481 1,177,774

負債の部   

流動負債   

買掛金 ※1  288,519 ※1  267,824

短期借入金 390,000 ※3  600,000

1年内返済予定の長期借入金 ※3  68,640 ※3  85,160

未払金 11,098 6,724

未払費用 52,512 61,573

事業構造改善引当金 － 582

未払法人税等 5,221 3,903

その他 4,168 18,515

流動負債合計 820,160 1,044,284

固定負債   

長期借入金 ※3  585,600 ※3  511,600

その他 － 1,703

固定負債合計 585,600 513,303

負債合計 1,405,760 1,557,587

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 700,000 700,000

繰越利益剰余金 △495,521 △2,352,057

利益剰余金合計 212,288 △1,644,247

自己株式 △19,552 △19,552

株主資本合計 1,472,136 △384,399

新株予約権 6,583 4,585

純資産合計 1,478,720 △379,813

負債純資産合計 2,884,481 1,177,774
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

売上高 3,246,028 2,473,897

売上原価   

商品期首たな卸高 360,494 303,841

当期商品仕入高 2,394,997 2,379,530

小計 2,755,491 2,683,371

他勘定受入高 ※2  128,822 ※2  120,021

他勘定振替高 ※5  13,105 ※5  377,706

合計 2,871,208 2,425,687

商品期末たな卸高 303,841 131,317

商品売上原価 ※1  2,567,366 ※1  2,294,369

売上総利益 678,662 179,527

販売費及び一般管理費   

荷造及び発送費 73,636 84,213

役員報酬 52,004 38,481

給料及び手当 332,978 275,961

雑給 39 －

旅費及び交通費 107,536 80,191

消耗品費 4,434 4,123

研究開発費 ※3  179,084 ※3  150,869

支払手数料 153,413 121,110

減価償却費 29,459 22,122

貸倒引当金繰入額 27 103,894

その他 352,966 272,568

販売費及び一般管理費合計 1,285,580 1,153,537

営業損失（△） △606,918 △974,009

営業外収益   

受取利息 403 201

原子力立地給付金 2,064 1,056

過年度外国税還付額 2,645 2,913

確定年金拠出戻り益 2,036 1,702

過年度社会保険料戻り益 － 2,323

新株予約権失効戻入益 － 1,997

その他 2,605 2,283

営業外収益合計 9,755 12,478

営業外費用   

支払利息 16,844 24,259

為替差損 11,380 45,464

支払補償費 － 315

その他 2,477 2,268

営業外費用合計 30,703 72,307
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

経常損失（△） △627,866 △1,033,838

特別利益   

投資有価証券売却益 3,202 －

特別利益合計 3,202 －

特別損失   

固定資産除却損 ※4  26 －

事業構造改善費用 － ※6, ※7  596,920

関係会社株式評価損 － 204,515

過年度消費税等 － 10,277

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 7,564

その他 － 1,644

特別損失合計 26 820,922

税引前当期純損失（△） △624,690 △1,854,761

法人税、住民税及び事業税 4,190 2,850

過年度法人税等戻入額 － △1,075

法人税等合計 4,190 1,774

当期純損失（△） △628,880 △1,856,536
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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21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成23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   

資本準備金   

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

資本剰余金合計   

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 700,000 700,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 700,000 700,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 183,807 △495,521

当期変動額   

剰余金の配当 △50,448 －

当期純損失（△） △628,880 △1,856,536

当期変動額合計 △679,329 △1,856,536

当期末残高 △495,521 △2,352,057

利益剰余金合計   

前期末残高 891,617 212,288

当期変動額   

剰余金の配当 △50,448 －
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

当期純損失（△） △628,880 △1,856,536

当期変動額合計 △679,329 △1,856,536

当期末残高 212,288 △1,644,247

自己株式   

前期末残高 △19,552 △19,552

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 △19,552 △19,552

株主資本合計   

前期末残高 2,151,465 1,472,136

当期変動額   

剰余金の配当 △50,448 －

当期純損失（△） △628,880 △1,856,536

当期変動額合計 △679,329 △1,856,536

当期末残高 1,472,136 △384,399

新株予約権   

前期末残高 6,207 6,583

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 376 △1,997

当期変動額合計 376 △1,997

当期末残高 6,583 4,585

純資産合計   

前期末残高 2,157,673 1,478,720

当期変動額   

剰余金の配当 △50,448 －

当期純損失（△） △628,880 △1,856,536

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 376 △1,997

当期変動額合計 △678,952 △1,858,533

当期末残高 1,478,720 △379,813
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(4)継続企業の前提に関する注記

前事業年度 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 

至 平成23年３月31日） 

――――――――  当社は、前事業年度において営業損失606百万円、当期

純損失628百万円を計上し、当事業年度におきましても、

営業損失974百万円、当期純損失1,856百万円を計上し、

379百万円の債務超過となりました。また、当社の主力と

する携帯電話事業分野でのヒンジの需要低迷の影響を受

け、売上高が減少する一方、価格競争激化に伴い収益性も

悪化しており、当事業年度末の借入金残高について、約定

による返済が困難な状況となりました。 

当該状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義を

生じさせるような状況が存在しております。当該状況を解

消すべく、当社は下記の対応策を策定し取り組んでおりま

す。 

  

① 平成24年3月期事業計画に基づく収益性の改善  

 ・携帯電話向けヒンジユニットの製造・販売につい

て、不採算商品を中心に事業縮小・一部撤退を決

定しており、顧客と十分な協議の上、段階的に生

産を縮小していく計画です。 

 ・当面の間、不採算商品の新規受注を停止して採算

性を高める一方、事業縮小等に伴い人員削減等に

よって経費を削減し収益性の改善を図ってまいり

ます。 

 ・ノートパソコン向けヒンジにおいては、設計の効

率化、原価低減を中心とする収益改善を行い、平

成24年3月期後半には損益の黒字化を目指してまい

ります。 

② 取引金融機関の支援 

 ・業績の低迷による純資産額の減少により、一部金

融機関からの借入金につきましては、契約に定め

られている財務制限条項に抵触する状況となって

おりますが、財務制限条項の発動の留保依頼を書

面で提出しており、借入は継続されております。 

 ・平成24年3月末までに満了する借入金について、返

済計画の見直しを要請し、各金融機関と返済方法

の変更契約を順次締結していく予定です。 

③ 親会社である株式会社アドバネクスの資金面に関す

る支援 

 ・株式会社アドバネクスと極度貸付契約を締結し、

平成23年10月1日まで極度額260百万円が設定され

ています。当会計年度末現在、株式会社アドバネ

クスからの借入金残高は150百万円となっておりま

す。また、平成23年10月1日以降、当該借入金150

百万円の返済期限が平成24年4月1日まで延長され

る予定です。なお、当社が債務超過の状況である

ため、新規借入は、上記極度額残高110百万円の実

行に代えて当社売上債権を担保とした借入として

支援を受ける予定です。 

 ・株式会社アドバネクスより当社の銀行借入に対し

て350百万円の債務保証を受けており、当該保証に

ついては借入期間に対応した保証継続が株式会社

アドバネクスにおいて取締役会で決定されていま

す。 
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前事業年度 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 

至 平成23年３月31日） 

――――――――   ・これらの株式会社アドバネクスからの資金支援の

内容及び方針は、平成24年3月期の事業計画（連

結）売上高1,500百万円、当期純損失300百万円を

前提として平成24年3月期末まで継続されること

が、株式会社アドバネクスの平成23年5月13日の取

締役会において決定されております。 

④ 親会社である株式会社アドバネクスの人的支援 

 ・平成23年3月末現在、株式会社アドバネクスより2

名の出向者を受け入れており、営業および業務面

の強化を図っております。また、生産面において

も、アドバネクスグループの製造管理者及び熟練

者のアドバイスを得ながら、良品率の改善および

在庫の管理強化を図っております。 

  

しかし、これらの対応策に関して以下のような状況があ

ります。 

  

1)  取引金融機関に対しては、平成24年3月期の事業計

画及び資金繰りについて説明しており、期間が満

了した借入金については返済期限延長の変更契約

を締結していますが、さらに翌事業年度中に返済

期限が到来し、契約更新または変更契約をしなけ

ればならないものがあります。現時点では契約更

新等について確約が取れていない状況にあり、契

約更新等がなされない場合には、当社の資金繰り

に重大な支障をきたす可能性があります。 

2)  親会社である株式会社アドバネクスからの資金支

援等は、平成24年3月期の事業計画（連結）売上高

1,500百万円、当期純損失300百万円を前提とした

ものであり、この事業計画を下回りさらに業績が

悪化する場合には追加の支援が受けられない可能

性があります。当社の資金繰りは株式会社アドバ

ネクスからの資金支援が前提となっており、株式

会社アドバネクスからの資金支援がなされない場

合には、当社の資金繰りに重大な支障をきたす可

能性があります。  

3） 当社グループは平成23年3月末時点において、371

百万円の債務超過であり、来期（平成24年3月期）

の業績見通し（連結）は、売上高1,500百万円、経

常損失290百万円、当期純損失300百万円であるこ

とから、平成24年3月期に債務超過の解消ができな

い場合、当社は上場廃止となる可能性がありま

す。 

 

 このような状況にあるため、現時点では継続企業の前提

に関する重要な不確実性が認められます。 

  

なお、個別財務諸表は継続企業を前提として作成してお

り、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を個別

財務諸表には反映していません。  
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(5)重要な会計方針

項目 
前事業年度 

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 

至 平成23年３月31日） 

１ 有価証券の評価基準及び評価

方法 

子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法 

子会社株式及び関連会社株式 

同左 

  その他有価証券 

時価のあるもの 

決算期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） 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

  時価のないもの 

移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

２ たな卸資産の評価基準及び評

価方法 

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。 

通常の販売目的で保有するたな卸資産 

同左 

  商品 総平均法 

原材料 総平均法 

貯蔵品 終仕入原価法 

  

      

３ 固定資産の減価償却の方法 (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。 

(1）有形固定資産 

(イ）リース資産以外の有形固定資産 

同左 

  

  

  (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

存価額を零とする定額法によって

おります。 

 なお、リース取引開始日がリー

ス取引に関する会計基準の改正適

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。 

(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 

同左 

  (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。 

 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 

同左 
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項目 
前事業年度 

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 

至 平成23年３月31日） 

  (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

存価額を零とする定額法によって

おります。 

 なお、リース取引開始日がリー

ス取引に関する会計基準の改正適

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。 

(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 

同左 

４ 外貨建の資産及び負債の本邦

通貨への換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、期末日の直

物為替相場により円貨に換算し、換算

差額は損益として処理しております。 

同左 

５ 引当金の計上基準 貸倒引当金 

 債権の貸倒による損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については、

個別に回収可能性を勘案し、回収不能見

込額を計上する方法によっております。

（イ）貸倒引当金 

同左 

  

  ―――――――― 

  

（ロ）事業構造改善引当金 

事業の構造改善に伴い発生する損失に備

えるため、合理的に見積もられる金額を

計上しております。 

(追加情報) 

 当事業年度において、事業構造改善の

ために今後発生が見込まれる費用及び損

失について、事業構造改善引当金を設定

しております。 

 これにより、繰入額を事業構造改善費

用として特別損失に計上した結果、当期

純損失が582千円増加しております。  

６ 重要なヘッジ会計の方法 ① ヘッジ会計の方法 

 金利スワップについては、特例処理

の要件を満たしておりますので、特例

処理を採用しております。 

① ヘッジ会計の方法 

同左 

  

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

  （ヘッジ手段）  （ヘッジ対象） 

金利スワップ  借入金の利息 

同左 

  

  ③ ヘッジ方針 

 通常の事業活動における金利変動リ

スクをヘッジしており、投機目的の取

引は行わない方針であります。 

③ ヘッジ方針 

同左 
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項目 
前事業年度 

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 

至 平成23年３月31日） 

  ④ ヘッジ有効性評価の方法 

 経理規程に従って、以下の条件を満

たす金利スワップを締結しておりま

す。 

Ⅰ 金利スワップの想定元本と長期借

入金の元本金額が一致している。 

Ⅱ 金利スワップと長期借入金の契約

期間及び満期が一致している。 

Ⅲ 長期借入金の変動金利のインデッ

クスと金利スワップで受払いされる

変動金利のインデックスが一致して

いる。 

Ⅳ 長期借入金と金利スワップの金利

改定条件が一致している。 

Ⅴ 金利スワップの受払い条件がスワ

ップ期間を通して一定である。 

 従って、金利スワップの特例処理

の要件を満たしているので決算日に

おける有効性の評価を省略しており

ます。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

  

７ その他財務諸表作成のための

基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理について 

 消費税および地方消費税の会計処理

は、税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理について 

同左 
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(6)会計方針の変更

前事業年度 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 

至 平成23年３月31日） 

（社宅料収入の計上区分の変更） 

 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が、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、

当事業年度より販売費及び一般管理費から控除しておりま

す。 

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、当事業年

度の販売費及び一般管理費は、2,890千円減少し営業損失

は同額減少しておりますが、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。 

 ―――――――― 

  

  

  

  

――――――――  （資産除去債務に関する会計基準等） 

 当事業年度より、「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、当事業年度の営業損失及び経常損失は、そ

れぞれ9,386千円増加しており、当期純損失は、16,950千

円増加しております。  

(7)表示方法の変更

前事業年度 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 

至 平成23年３月31日） 

――――――――  （損益計算書関係） 

 前事業年度において、営業外収益の「その他」に含めて

いた「過年度社会保険料戻り益」及び「新株予約権失効戻

入」は、営業外収益の100分の10を超えたため、当事業年

度より区分掲記しております。なお、前事業年度の営業外

収益の「その他」に含まれる「過年度社会保険料戻り益」

及び「新株予約権失効戻入」は、それぞれ661千円、862千

円であります。  
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(8)個別財務諸表に関する注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度 
（平成22年３月31日） 

当事業年度 
（平成23年３月31日） 

※１ このうち関係会社に対するものは、次のとおりであ

ります。 

※１ このうち関係会社に対するものは、次のとおりであ

ります。 

売掛金 千円19,007

買掛金 千円47,992

売掛金 千円23,147

破産更生債権等 千円115,294

買掛金 千円69,606

短期借入金 千円150,000

※２ 国庫補助金等による圧縮記帳額（直接減額方式） ※２ 国庫補助金等による圧縮記帳額（直接減額方式） 

建物 千円36,637

構築物 千円13,466

計 千円50,103

建物 千円36,637

構築物 千円13,466

計 千円50,103

※３ （担保資産） ※３ （担保資産） 

 このうち長期借入金 千円、１年内返済予定

の長期借入金 千円の担保に供しているもの

は、次のとおりであります。 

73,000

13,800

 このうち長期借入金 千円、１年内返済予

定の長期借入金 千円、短期借入金 千

円の担保に供しているものは、次のとおりでありま

す。 

273,000

53,450 100,000

建物 千円78,958

計 千円78,958

建物 千円75,501

長期預金 千円44,800

計 千円120,301

（損益計算書関係）

前事業年度 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 

至 平成23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 

※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 千円55,622 売上原価 千円53,824

※２ 他勘定受入高の主な内容 ※２ 他勘定受入高の主な内容 

工具器具備品 千円390

減価償却費 千円115,402

外注加工費 千円13,030

計 千円128,822

  

減価償却費 千円116,264

外注加工費 千円3,757

計 千円120,021

※３ 研究開発費の総額 

 一般管理費に含まれる研究開発費は 千円で

あります。 

179,084

※３ 研究開発費の総額 

 一般管理費に含まれる研究開発費は 千円で

あります。 

150,869

※４ 固定資産除却損の内訳 ※４        ――――――――  

工具器具備品 千円26

計 千円26

    

    

※５ 他勘定振替高の主な内容 ※５ 他勘定振替高の主な内容 

一般管理費 千円13,105

計 千円13,105

事業構造改善費用 千円353,286

その他 千円24,419

計 千円377,706
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前事業年度 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 

至 平成23年３月31日） 

※６       ―――――――― 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

※７       ―――――――― 

  

※６ 事業構造改善費用の内訳 

   平成22年10月29日開催の取締役会において経営合理

化策の実施を決議し、また平成23年４月21日開催の取

締役会において携帯電話向けヒンジ事業の縮小につい

て決議いたしました。  

  これらにともない発生する以下の損失を事業構造

改善費用として計上しております。    

注  特別退職金等のうち 千円は、事業構造改善

引当金繰入額であります。 

  

※７ 当事業年度において、以下の資産グループについて

減損損失を計上しております。   

  

   当社は、原則として、事業用資産については報告セ

グメントを基準としてグルーピングを行なっており、

遊休資産については個別資産ごとにグルーピングを行

なっております。 

   前事業年度に引き続き当事業年度におきましても大

幅な営業損失を計上し、次期においても営業損失とな

る見込みです。そのため、帳簿価額を回収可能価額ま

で減額し、当該減少額を減損損失として事業構造改善

費用に計上しております。 

   なお、減損損失の測定における回収可能価額は正味

売却価額によっており、不動産鑑定士による鑑定評価

額を基準にして評価しております。  

項目 金額 

棚卸資産廃棄損・評価損 353,888千円 

特別退職金等 注 17,740千円 

減損損失 135,780千円 

生産移管費用 57,120千円 

その他  32,390千円 

合計 596,920千円 

582

地域 主な用途 種 類 
金額 

（千円）

東京都豊島区 

新潟県長岡市 

京都府京都市 

他  

ヒンジ

製造用

金型等 

建物及び構築物 

機械装置及び 

運搬具 

工具、器具及び

備品 

リース資産 

他 

 135,780
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前事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

自己株式に関する事項 

  

当事業年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

自己株式に関する事項 

  

（注） 算定上の基礎 

  

１ １株当たり純資産額 

  

（株主資本等変動計算書関係）

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式（株）  201  －  －  201

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式（株）  201  －  －  201

（１株当たり情報）

項目 
前事業年度 

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 

至 平成23年３月31日） 

１株当たり純資産額 36,476円04銭 円 銭 △9,524 50

１株当たり当期純損失（△） 円 銭 △15,582 17 円 銭 △46,000 55

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 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、１株当たり当

期純損失であるため記載しておりませ

ん。 

項目 
前事業年度末 

（平成22年３月31日） 
当事業年度末 

（平成23年３月31日） 

貸借対照表の純資産の部の合計額（千円）  1,478,720  △379,813

普通株式に係る純資産額（千円）  1,472,136  △384,399

差額の主な内訳（千円） 

新株予約権 
 6,583  4,585

普通株式の発行済株式数（株）  40,560.0  40,560.0

普通株式の自己株式数（株）  201.0  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） 
 40,359.0  40,359.0
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２ １株当たり当期純損失（△） 

  

 該当事項はありません。  

  

  

  (1)役員の異動 

 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下さい。 

  

  (2)その他 

    現在係争中の訴訟事件 

① 東京地方裁判所平成21年（ワ）第38339号 報酬金請求事件 

原告 森田政明外１名 

被告 株式会社ストロベリーコーポレーション  

② 請求原因：平成19年７月15日に合意された弁護士・弁理士の残報酬の請求（請求金額4088万0936円及び

金利） 

③ 状況：平成23年３月17日結審 

同年６月２日判決予定  

④ 損失が発生する可能性：勝訴・敗訴の可能性については不明  

  

項目 
前事業年度 

自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日 

当事業年度 
自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日 

  

当期純損失（△）（千円） 
 △628,880  △1,856,536

普通株式に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純損失（△）  

（千円） 
 △628,880  △1,856,536

普通株式の期中平均株式数（株）  40,359.0  40,359.0

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 

取締役会の決議日 

平成20年２月７日 

第一回新株予約権（ 個） 

  

200

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（ 個） 

  

200

（重要な後発事象）

６．その他
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