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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年3月期第1四半期 568 △19.0 △228 ― △241 ― △274 ―

23年3月期第1四半期 702 △13.9 △211 ― △235 ― △253 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △274百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △260百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 △6,809.15 ―

23年3月期第1四半期 △6,277.87 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 1,049 △646 △62.0

23年3月期 1,173 △371 △32.0

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  △650百万円 23年3月期  △375百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

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

23年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
24年3月期 ―

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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期(累計) 1,000 △21.9 △330 ― △350 ― △360 ― △8,919.94

通期 1,800 △27.1 △420 ― △460 ― △470 ― △11,645.48



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期短信は、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。 

※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、四半期
決算短信［添付資料］P．2「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 40,560 株 23年3月期 40,560 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 201 株 23年3月期 201 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 40,359 株 23年3月期1Q 40,359 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響により、物流の停滞や電力不足等が発生

し、生産活動や個人消費が急激に落ち込むなど、極めて厳しい状況で推移しました。 

 このような事業環境のもと、当社グループ関連業界では、これまで当社グループの主要な分野であった携帯電話

市場においてスマートフォンのシェアが拡大するなど、市場が大きく変化しております。その影響を受け、当社グ

ループが主力とする高機能ヒンジユニットの需要は、携帯電話市場において大幅に減少しており、また競争の激化

により販売単価の下落が進んだことで、収益性が悪化しております。このような厳しい状況下での業績回復を図る

ため、本年４月、不採算商品を中心に携帯電話向けヒンジ事業の縮小および一部撤退を決議するにいたりました。

 しかしながら、顧客への部品供給責任や顧客からの生産終了時期の延長要望などを受け、事業の縮小および一部

撤退が当初の予定より遅れました。その結果、不採算商品につきましても生産を継続せざるを得ず、収益性は悪化

することとなりました。 

 また、ノートパソコン市場につきましては、需要は比較的堅調に推移しており、売上高は前年同期と比較して大

幅な増収となりましたが、受注が当初の予定を下回るなど、厳しい状況となりました。 

 この結果、当第１四半期連結累計期間における当社グループの売上高は568百万円（前年同期比19.0％減）、営

業損失228百万円(前年同期営業損失211百万円）、経常損失241百万円（前年同期経常損失235百万円）、四半期純

損失274百万円（前年同期四半期純損失253百万円）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 

 携帯電話向けヒンジ等につきましては、売上高456百万円（前年同期比29.1％減）となり、事業の縮小と一部撤

退を進めたことにより前年同期と比較して減収となりました。また前述いたしました理由により不採算商品の生産

を継続したことなどの影響により、営業損失198百万円（前年同期営業損失115百万円）となり、前年同期と比較し

て、損失額は拡大する結果となりました。 

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、売上高112百万円（前年同期比94.4％増）となり、前年同期と比較

して大幅な増収となりました。その結果、営業損失は縮小いたしましたが、固定費を吸収できるまでの売上規模に

いたらず、営業損失30百万円(前年同期営業損失95百万円)となりました。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

＜資産＞ 

 資産合計は、1,049百万円（前連結会計年度末比10.5％減）となりました。 

 うち、流動資産は、909百万円（前連結会計年度末比12.4％減）となりました。たな卸資産が224百万円（前連

結会計年度末比63.0％増）と増加したことなどにより、現金及び預金が58百万円（前連結会計年度末比61.6％

減）へと減少したことが、流動資産減少の主な要因です。 

 固定資産は、139百万円（前連結会計年度末比3.9％増）となりました。投資その他の資産が64百万円（前連結

会計年度末比10.3％増）と増加したことが、固定資産増加の主な要因です。 

＜負債＞ 

 負債合計は、1,695百万円（前連結会計年度末比9.8％増）となりました。 

 親会社である株式会社アドバネクスから借入をしたことなどにより、短期借入金が679百万円（前連結会計年

度末比13.3％増）へと増加し、また買掛金が281百万円(前連結会計年度末比25.0％増）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、△646百万円（前連結会計年度末△371百万円）となりました。 

四半期純損失274百万円を計上した結果、利益剰余金が△1,895百万円（前連結会計年度末△1,620百万円）へと

減少したことが純資産減少の主な要因です。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 連結業績予想につきましては、平成23年７月８日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」から変更はありま

せん。  

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

  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。   

  

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。  

  

  

（４）追加情報 

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

 当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及

び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂

正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 

  

  

当社グループは、前連結会計年度において営業損失956百万円、当期純損失1,772百万円を計上し、当第１四半

期連結会計期間におきましても、営業損失228百万円、四半期純損失274百万円を計上し、債務超過額が646百万

円となりました。携帯電話向けヒンジ事業での不採算商品の事業縮小・一部撤退を進めて参りましたが、顧客へ

の部品供給責任や顧客からの生産終了時期の延期要望などから、事業の縮小及び一部撤退が予定より遅れる見込

みとなり、またノートパソコン向け事業におきましても新規案件の取り込み遅れが発生致しました。その結果、

売上高が計画より増加致しましたが、損失は拡大し収益性の悪化が継続しております。また、事業継続に必要な

資金に付きましても、金融機関からは従前の借入金の元本返済を猶予されている状況であり、新たな借入は親会

社である株式会社アドバネクスから売上債権を担保に行っております。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。 

 なお、当該状況を改善するための具体的な対応策につきましては、「４．四半期連結財務諸表 (3)継続企業の

前提に関する注記」をご参照下さい。 

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 151,016 58,063

受取手形及び売掛金 543,623 534,145

商品及び製品 67,665 80,791

原材料及び貯蔵品 69,808 143,288

未収消費税等 131,013 18,290

その他 75,860 75,387

流動資産合計 1,038,987 909,967

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 75,501 74,696

有形固定資産合計 75,501 74,696

投資その他の資産   

その他 58,819 64,895

投資その他の資産合計 58,819 64,895

固定資産合計 134,320 139,591

資産合計 1,173,307 1,049,559

負債の部   

流動負債   

買掛金 225,112 281,325

短期借入金 600,000 679,880

1年内返済予定の長期借入金 85,160 55,720

事業構造改善引当金 5,044 5,044

未払法人税等 3,903 1,408

その他 111,909 133,966

流動負債合計 1,031,130 1,157,345

固定負債   

長期借入金 511,600 537,040

その他 1,703 1,584

固定負債合計 513,303 538,624

負債合計 1,544,433 1,695,970
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30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 △1,620,742 △1,895,552

自己株式 △19,552 △19,552

株主資本合計 △360,894 △635,704

その他の包括利益累計額   

為替換算調整勘定 △14,817 △14,837

その他の包括利益累計額合計 △14,817 △14,837

新株予約権 4,585 4,131

純資産合計 △371,126 △646,410

負債純資産合計 1,173,307 1,049,559
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 702,161 568,950

売上原価 570,010 562,259

売上総利益 132,151 6,691

販売費及び一般管理費   

荷造及び発送費 28,561 30,090

役員報酬 21,171 9,692

給料及び手当 80,817 62,122

雑給 63 －

旅費及び交通費 31,217 11,199

消耗品費 1,223 7,996

研究開発費 46,982 28,175

支払手数料 34,712 27,226

減価償却費 5,917 804

貸倒引当金繰入額 27 －

その他 92,486 58,248

販売費及び一般管理費合計 343,183 235,555

営業損失（△） △211,032 △228,863

営業外収益   

受取利息 17 26

原子力立地給付金 610 －

確定拠出年金戻り益 － 454

過年度社会保険料戻り益 2,323 －

未払配当金除斥益 － 458

新株予約権失効戻入 317 454

その他 477 256

営業外収益合計 3,745 1,650

営業外費用   

支払利息 5,729 7,540

為替差損 20,826 6,614

その他 1,491 537

営業外費用合計 28,047 14,692

経常損失（△） △235,335 △241,905

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 －

訴訟関連損失 － 32,192

特別損失合計 16,986 32,192

税金等調整前四半期純損失（△） △252,321 △274,097

法人税、住民税及び事業税 1,047 712

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △253,368 △274,810

四半期純損失（△） △253,368 △274,810

㈱ストロベリーコーポレーション（3429）平成24年３月期　第１四半期決算短信

6



（四半期連結包括利益計算書） 
（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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △253,368 △274,810

その他の包括利益   

為替換算調整勘定 △7,392 △20

その他の包括利益合計 △7,392 △20

四半期包括利益 △260,760 △274,830

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △260,760 △274,830

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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（３）継続企業の前提に関する注記

当第１四半期連結会計期間
（自 平成23年４月１日 
至 平成23年６月30日） 

当社グループは、前連結会計年度において営業損失956百万円、当期純損失1,772百万円を計上し、当第１四半期連

結会計期間におきましても、営業損失228百万円、四半期純損失274百万円を計上し、債務超過額が646百万円となり

ました。携帯電話向けヒンジ事業での不採算商品の事業縮小・一部撤退を進めて参りましたが、顧客への部品供給責

任や顧客からの生産終了時期の延期要望などから、事業の縮小及び一部撤退が予定より遅れる見込みとなり、またノ

ートパソコン向け事業におきましても新規案件の取り込み遅れが発生致しました。その結果、売上高が計画より増加

致しましたが、損失は拡大し収益性の悪化が継続しております。また、事業継続に必要な資金に付きましても、金融

機関からは従前の借入金の元本返済を猶予されている状況であり、新たな借入は親会社である株式会社アドバネクス

から売上債権を担保に行っております。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 収益性の改善  

 ・携帯電話向けヒンジユニットの製造・販売において、不採算商品の事業縮小・一部撤退については、顧客へ

の部品供給責任や生産延期の要望から予定より遅れておりますが、これを更に顧客と綿密に協議し、値上げ

も含め交渉を続けてまいります。 

 ・事業縮小等に伴うあらゆる費用の削減を実施致します。下記③に記載の通り、株式会社アドバネクスの完全

子会社となる事で、上場維持コストも含めた費用の削減を実施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、原価低減活動を継続し、受注の増加を目指し、収益の向上を図って

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６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。当第１四半期連結会計期間末現在、株式会社アドバネクスからの当該極度貸付契約に基づく借入金残高

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て支援を受けており、当該借入残高は71百万円となっております。 

 ・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。 

 ・株式会社アドバネクス及び当社は、平成23年８月９日開催のそれぞれの取締役会において、株式会社アドバ

ネクスを完全親会社とし、当社を完全子会社とする株式交換を行うことを決議し、同日、両社の間で株式交

換契約を締結致しました。株式会社アドバネクスの完全子会社となる事を前提に、事業継続に必要な資金は

株式会社アドバネクスが全面支援する事が、株式会社アドバネクスの平成23年８月９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６月末現在、株式会社アドバネクスより１名の出向者を受け入れており、管理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23年11月１日にて株式会社アドバネクスの完全子会社となる予定である事につ

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。今後の返済

については、完全子会社化後に株式会社アドバネクスの支援のもとで当社での今後の返済計画作成が予定され

ておりますが、完全子会社化されない場合には、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全面的な資金支援等は、平成23年11月１日の完全子会社化が前提と

なっており、この完全子会社化がなされない場合にはその後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。  
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Ⅰ．前第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) 

  

１  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 

 （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。 

  

２  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。 

  

Ⅱ．当第１四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日) 

  

１  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 

 （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。 

当第１四半期連結会計期間
（自 平成23年４月１日 
至 平成23年６月30日） 

3）完全子会社化された場合は、上場廃止となります。なお、当社グループは平成23年６月末時点において、646

百万円の債務超過であり、平成24年３月期の業績見通しは、売上高1,800百万円、経常損失460百万円、当期純

損失470百万円であることから、完全子会社化されない場合であっても、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、四半期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

を四半期連結財務諸表には反映していません。 

（４）セグメント情報等

    (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 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

    (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 456,718 112,232  － 568,950

  セグメント間の内部
売上高又は振替高 

－ －  － －

計 456,718 112,232  － 568,950

 セグメント損失（△） △198,591 △30,271  － △228,863
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２  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。  

  

  

 本日公表の「株式会社アドバネクスによる株式会社ストロベリーコーポレーションの株式交換による完全子会社化に関

するお知らせ」に記載のとおり、当社は本日開催の取締役会において、株式会社アドバネクスを完全親会社として、当社

を完全子会社とする株式交換を行うことを決議し、本日株式交換契約を締結いたしました。本件の詳細につきましては、

本日公表の別途開示資料をご覧下さい。 

 また、本件に関連いたしまして、「新株予約権の取得・消却及び自己株式の消却に関するお知らせ」「臨時株主総会招

集のための基準日設定に関するお知らせ」も本日、別途開示しております。あわせてご覧下さい。  

  

 重要な係争事件の解決  

当社が、弁護士・森田政明氏および弁理士・森正澄氏（以下、「原告両名」という）から提起されていた訴訟に関

し、平成23年７月14日、東京地方裁判所において、下記のとおり判決がありました。本判決に対して、当社は平成23年７

月25日、控訴しない旨を決定し、控訴期限までに原告両名からも控訴の申し立てがなかったことにより、当判決が確定い

たしました。 

  

 1) 訴訟を提起した者 

   森田政明氏（東京都文京区）および森正澄氏（東京都中野区） 

  

 2) 訴訟の内容および請求金額  

 ① 訴訟の内容  

当社は、当社が認識する報酬月額および報酬支払期間の計算方法に基づき、原告両名に対して、弁護士報酬

および弁理士報酬の支払額を決定し、支払いを行いました。この支払いに対して原告両名は当社の認識と異なっ

た原告両名が認識する計算方法によって報酬額を計算すべきである旨を主張し、当社が支払済の報酬額に対して

不足額があるものとして、差額の支払いを請求されたものであります。 

 ② 請求金額 約41百万円 

  

 3) 判決の内容 

原告両名の請求の一部を認容し、請求金額および金利を含め、約32百万円の支払いを当社に命ずるものであ

り、この支払いについては、仮執行が可能となっております。 

  

 4) 本判決の受け入れの経緯 

本判決に対して、当社の主張が全面的に認められなかったことは誠に遺憾ではありますが、原告両名の主張

する内容のうち、一部は棄却された事や、上級審での結審までには今後も多くの時間と負担を要することが予想

される事などから、控訴を行なうか否かを検討いたしました結果、当社は本判決を受け入れ、控訴は行なわない

ことと致しました。 

  

 5) 損益に与える影響  

判決の確定により、訴訟の判決による請求額約32百万円を、当第１四半期連結会計期間において、訴訟関連

損失として、特別損失に計上しております。  

  

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象

（７）その他
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