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平成２０年３月期  第１四半期財務・業績の概況（非連結） 

平成１９年８月２日 

上 場 会 社 名         小野産業株式会社         上場取引所 ＪＱ 
コ ー ド 番 号               ７８５８              ＵＲＬ  http://www.onosg.co.jp                          
代  表  者 （役職名）代表取締役社長 （氏名）宇野 泰光 
問合せ先責任者 （役職名）執行役員 管理本部長（氏名）荒川 直也 ＴＥＬ(０４８)９２６－５１１１  
               兼総務経理部長 

 

（百万円未満切捨て）  

１．平成 20 年３月期第１四半期の業績（平成 19 年４月１日 ～ 平成 19 年６月 30 日） 
(1) 経営成績                              （％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（当期）純利益

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％

20 年３月期第１四半期 2,731  56.9 60  － 45 －  30 － 

19 年３月期第１四半期 1,740  △39.1 △67  － △85  －  △90  － 

19 年３月期 11,490    － 630 － 579 －  302 － 

 

 
１株当たり四半期 

（当期）純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり四半期 
（当期）純利益 

 円    銭 円    銭

20 年３月期第１四半期 6   96 － 

19 年３月期第１四半期 △20     78 － 

19 年３月期 69   79 － 

 
(2) 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

20 年３月期第１四半期 12,334 3,947 32.0  914  98 

19 年３月期第１四半期 10,726 3,602 33.6  828  35 

19 年３月期 12,776 3,995 31.3  920  48 

 
(3) キャッシュ・フローの状況 

 
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

20 年３月期第１四半期 △48 △72 △114  2,559 

19 年３月期第１四半期 121 △250 △141  2,724 

19 年３月期 773 △501 △473  2,795 
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２．平成 20 年３月期の業績予想（平成 19 年４月１日 ～ 平成 20 年３月 31 日） 【参考】 
   当第 1四半期の業績は予想通り順調に推移しており、平成 19 年５月 21 日に公表しました業績予想の

修正は行っていません。 
（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率） 

 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

中  間  期 4,700 △14.9 150 △49.8 110 △58.8 60 △58.1 19  82 

通     期 9,100 △20.8 260 △58.8 180 △68.9 100 △67.0 23  04 

 
 
３．その他 

  
(1) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 ： 有 
(2) 最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無 

 
［（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。］ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 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仮定及び業績予想のご利用に当っての注意事項等につ

いては、３ページ【定性的情報・財務諸表等】３．業績予想に関する定性的情報 をご覧ください。
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１．経営成績に関する定性的情報 

当社では独自技術の開発を行い、生産技術を高めることを通じて、顧客からの信頼を得て受注を

拡大することに努めてまいりました。当第１四半期の売上高は、前期下半期に立ち上げました新機

能付エアコン、新型コンピューターゲーム機、薄型 TV 等の販売が引き続き堅調に推移しました。

結果、27 億 31 百万円と前年同四半期比 56.9％の大幅増収となりました。これに伴い、経常利益は

45 百万円(前年同四半期は経常損失 85 百万円)、純利益は 30 百万円(前年同四半期は純損失 90 百万

円)の増益となりました。 

 

２．財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期の総資産は 123 億 34 百万円と前事業年度末比４億 41 百万円減少しました。この主

な要因は、法人税等、配当金及び仕入債務の支払による現金及び預金等の減少です。 

 （キャッシュ・フローの状況） 

 当第１四半期における現金及び現金同等物の残高は、25 億 59 百万円と、前事業年度末と比較して

２億 35 百万円の減少となりました。 

 「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、48 百万円の支出となりました。主なプラス要因は、

減価償却費１億７百万円、たな卸資産の減少 56 百万円、賞与引当金の増加 46 百万円、税引前四半

期純利益 44 百万円等であり、主なマイナス要因は、法人税等の支払２億 60 百万円、仕入債務の減

少１億 52 百万円です。 

 「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、72 百万円の支出となりました。主なマイナス要因は、

有形固定資産の取得による支出 75 百万です。 

 「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、１億 14 百万円の支出となりました。主なプラス要因

は、長期借入金の借入による収入１億円であり、主なマイナス要因は、長期借入金の返済１億 50 百

万円と配当金の支払 52 百万円です。 

 

３．業績予想に関する定性的情報 

当第 1 四半期の売上高は順調に推移しました。また、当初予想通り、第２四半期以降は薄型 TV
を始めとする新型モデルが立ち上がるものの、エアコンの売上がピークアウトし、一部製品が海外

へ移転する動きが見込まれます。 
 この結果、平成 19 年 3 月期決算発表時(平成 19 年 5 月 21 日)に公表しました平成 20 年 3 月期業

績予想の修正をしていません。 
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４．その他 

(1) 会計処理の方法における簡便な方法の採用 

 財務諸表等の作成に際しては、中間財務諸表等規則に準拠していますが、当第 1 四半期において

は、実地たな卸は行わず、帳簿たな卸残高によっています。 

 

(2) 最近事業年度からの会計処理の方法の変更 

 該当事項はありません。 

 

 

５．（要約）四半期財務諸表 
(1) （要約）四半期貸借対照表 
(2) （要約）四半期損益計算書 

(3) （要約）四半期キャッシュ・フロー計算書 

以上 

 

 



小野産業㈱（7858） 平成 20 年３月期第１四半期財務・業績の概況(非連結) 

 5 

 

 

(1) （要約）四半期貸借対照表 

（千円未満切捨て） 

  
当四半期末 前年同四半期末 

前事業年度の 

要約貸借対照表

  （平成19年６月30日）（平成18年６月30日）

増 減 

（平成 19 年 3 月 3１日）

 

科   目 

 金  額 金  額 金  額 金  額 

   千円 千円 千円 千円

 （資産の部）  (12,334,787) (10,726,117) (1,608,669) (12,776,049)

Ⅰ 流動資産   (7,545,455) (5,786,974) (1,758,481) (7,930,446)

 現金及び預金  2,559,234 2,724,851 △165,617 2,795,087

 受取手形  862,641 362,852 499,789 1,188,065

 売掛金  3,242,460 1,957,481 1,284,979      2,911,552

 たな卸資産  805,009 541,415 263,593 861,671

 その他  87,592 205,905 △118,313 177,386

 貸倒引当金  △11,481 △5,531 △5,950 △3,317

    

Ⅱ 固定資産   (4,789,331) (4,939,143) (△149,811) (4,845,602)

(1)有形固定資産   (4,138,025) (4,315,338) (△177,312) (4,191,979)

 建物  2,026,163 2,115,775 △89,611 2,055,696

 機械及び装置  1,189,412 1,268,260 △78,847 1,207,436

 土地  680,296 680,296 － 680,296

 その他  242,152 251,005 △8,853 248,549

(2)無形固定資産   (12,926) (25,334) (△12,407) (15,481)

(3)投資その他の資産   (638,380) (598,470) (39,909) (638,142)

投資有価証券   247,786 236,448 11,337 247,771

保険積立金   268,008 251,041 16,966    263,766

 その他  122,586 110,980 11,605 126,604

    

 資産合計  12,334,787 10,726,117 1,608,669 12,776,049
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（千円未満切捨て） 

 
 当四半期末 前年同四半期末 

前事業年度の 

要約貸借対照表

  （平成 19 年６月 30 日） （平成 18 年６月 30 日）

増 減 

（平成 19 年 3 月 3１日）

 

科   目 

 金  額 金  額 金  額 金  額 

   千円 千円 千円 千円

 （負債の部）  (8,386,982) (7,123,928) (1,263,054) (8,780,597)

Ⅰ 流動負債   (4,832,737) (3,343,189) (1,489,547) (5,124,398)

 支払手形  2,230,037 893,931 1,336,105 2,449,018

 買掛金  938,028 685,351 252,676 871,831

 短期借入金  600,000 695,000 △95,000 600,000

 １年以内返済予定 

長 期 借 入 金         

 
550,000 574,000 △24,000 500,000

 未払金  142,608 126,027 16,580 134,360

 未払法人税等  25,338 － 25,338 271,667

 未払費用  64,508 60,744 3,764 59,635

 賞与引当金  142,470 110,672 31,798 95,833

 設備購入支払手形  82,516 159,525 △77,009 112,312

 その他  57,230 37,936 19,293 29,738

    

Ⅱ 固定負債   (3,554,245) (3,780,739) (△226,493) (3,656,199)

 社債  400,000 400,000 － 400,000

 長期借入金  3,060,000 3,310,000 △250,000       3,160,000

 繰延税金負債  23,079 5,163 17,916 25,078

 役員退職慰労引当金  48,237 41,047 7,190 47,791

 長期預り金  22,928 24,528 △1,599 23,328

    

 （純資産の部）  (3,947,805) (3,602,189) (345,615) (3,995,451)

Ⅰ 株主資本  (3,943,563)    (3,599,734) (343,828) (3,990,818)

 1.資本金     (595,916)     (595,916) －    (595,916)

 2.資本剰余金      (744,503)     (742,246) 2,256    (744,503)

 資本準備金  742,246 742,246 － 742,246

 その他資本剰余金  2,256 － 2,256 2,256

 3.利益剰余金  (2,730,793) (2,372,572) (358,220) (2,765,769)

 (1)利益準備金  44,348 44,348 － 44,348

 (2)その他利益剰余金   

   別途積立金  2,560,000 2,360,000 200,000 2,360,000

   繰越利益剰余金  126,444 △31,775 158,220 361,421

 4.自己株式  (△127,648) (△110,999) (△16,648) (△115,370)

    

Ⅱ 評価･換算差額等  (4,241) (2,454) (1,787) (4,633)

 1.その他有価証券 

評価差額 

 
4,241 2,454 1,787 4,633

    

 負債及び純資産合計  12,334,787 10,726,117 1,608,669 12,776,049
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(2) （要約）四半期損益計算書 

 （千円未満切捨て） 

 
 当四半期間 前年同四半期間

前事業年度の 

要約損益計算書 

  自 平成 19 年４月 １日

至 平成 19 年６月 30 日

自 平成 18 年４月 １日

至 平成 18 年６月 30 日

増 減 
自 平成18年4月 １日

至 平成19年3月31日

 

科   目 

 金  額 金  額 金  額 金  額 

   千円 千円 千円 千円

Ⅰ 売上高   2,731,687 1,740,572 991,114 11,490,197

Ⅱ 売上原価   2,432,503 1,611,727 820,776 9,988,363

 売上総利益  299,183 128,844  170,338 1,501,833

Ⅲ 販売費及び一般管理費  238,932 196,711 42,221 870,835

 営業利益又は営業損失(△)  60,250 △67,867 128,117 630,998

Ⅳ 営業外収益   8,949 6,651 2,297 45,074

Ⅴ 営業外費用   23,671 24,096 △425 96,661

 経常利益又は経常損失(△)  45,529 △85,311 130,840 579,410

Ⅵ 特別利益   1,328 10,141 △8,813 27,236

Ⅶ 特別損失   2,334 15,909 △13,574 40,970

 
税引前四半期(当期)純利益又 

は税引前四半期純損失(△) 

 
44,522 △91,079 135,602 565,676

 法人税、住民税及び事業税  19,094 5,422 13,672 255,927

 過年度法人税等修正額  － － － 19,201

 法人税等調整額  △4,704 △6,102 1,398 △12,250

 
四半期(当期)純利益又は 

四半期純損失(△) 

 
30,132 △90,398 120,531 302,798
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(3) （要約）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（千円未満切捨て） 

 当四半期間 前年同四半期間 前事業年度 

 自 平成 19 年４月 １日

至 平成 19 年６月 30 日

自 平成 18 年４月 １日

至 平成 18 年６月 30 日

増 減 自 平成18年4月 １日

至 平成19年3月31日

 

科     目 

金  額 金  額 金  額 金  額 

 千円 千円 千円 千円 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー     
 税引前四半期(当期)純利益

又は四半期純損失(△) 
44,522 △91,079 135,602 565,676 

 減価償却費 107,425 101,453 5,972 410,922 
 貸倒引当金の増減額（減少：△） 8,164 1,881 6,282 △332 
 賞与引当金の増減額（減少：△） 46,637 35,672 10,965 20,833 
 役員賞与引当金の増減額（減少：△） △17,000 1,500 △18,500 20,000 
 役員退職慰労引当金の増減額(減少:△) 446 △22,286 22,732 △15,542 
 退職給付引当金の増減額（減少：△） △14,392 3,510 △17,902 △14,392 
 受取利息及び受取配当金 △1,707 △1,261 △446 △17,884 
 支払利息 21,300 20,100 1,200 82,567 
 固定資産売却等損益（益：△） 8,556 380 8,176 6,978 
 売上債権の増減額（増加：△） △5,483 △119,387 113,903 △1,898,672 
 たな卸資産の増減額（増加：△） 56,662 △149,413 206,075 △469,669 
 保険積立金の増減額（増加：△） △4,241 84,669 △88,911 71,944 
 仕入債務の増減額（減少：△） △152,784 193,661 △346,446 1,935,228 
 その他流動資産の増減額（増加：△） 91,002 51,494 39,508 △38,999 
 その他 47,856 29,049 18,806 48,140 

 小計 236,963 139,944 97,019 706,799 

 利息及び配当金の受取額 1,707 1,261 446 17,753 
 利息の支払額 △26,092 △19,518 △6,573 △83,703 
 法人税等の支払額 △260,814 － △260,814 △14,961 
 法人税等の還付額 － － － 147,301 

営業活動によるキャッシュ･フロー計 △48,235 121,686 △169,922  773,189 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   
 投資有価証券の取得による支出 △667 △708 40 △8,399 

 有形固定資産の売却による収入 4,600 － 4,600  66,384 
 有形固定資産の除売却による支出 △1,510 － △1,510 △6,657 
 有形固定資産の取得による支出 △75,302 △248,280 172,977  △551,378 
 無形固定資産の取得による支出 － △1,384 1,384 △1,384 

 その他 － △9 9 － 

投資活動によるキャッシュ・フロー計 △72,880 △250,382 177,501 △501,435 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    
 短期借入金の増減額（減少：△） － △30,000 30,000 △125,000 
 長期借入金の借入による収入 100,000 300,000 △200,000 500,000 
 長期借入金の返済による支出 △150,000 △366,000 216,000 △790,000 
 自己株式の譲渡による収入 － － － 10,960 
 自己株式の取得による支出 △12,410 △1,709 △10,701 △14,925 
 配当金の支払額 △52,300 △44,228 △8,072 △54,389 

財務活動によるキャッシュ・フロー計 △114,711 △141,937 27,226 △473,354 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  △26 △1,313 1,287 △109 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（減少：△） △235,853 △271,946 36,092 △201,710 

Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高 2,795,087 2,996,798 △201,710 2,996,798 

Ⅶ 現金及び現金同等物四半期末（期末）残高 2,559,234 2,724,851 △165,617 2,795,087 

  
 


