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平成２０年３月期  第３四半期財務・業績の概況（非連結） 

平成２０年２月１２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３四半期の業績（平成 19 年４月１日 ～ 平成 19 年 12 月 31 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３四半期 7,802 △8.9 307  △26.0 241 △36.7 163  △22.4

19 年３月期第３四半期 8,561    8.9 415    17.0 381    31.9 211    71.7

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３四半期 38   10 － 

19 年３月期第３四半期 48     67 － 

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３四半期 11,982 4,165 34.8  980  30 

19 年３月期第３四半期 13,414 3,889 29.0  900  30 

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３四半期 255 △199 △258  2,592 

19 年３月期第３四半期 1,451 △411 △410  3,626 

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】 
（％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 
１株当たり 

当期純利益 

 百万円  ％ 百万円  ％ 百万円  ％ 百万円  ％ 円    銭

通     期 9,700 △15.6 350 △44.5 250 △56.9 170 △43.9 39  37 

 
 
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、当社が本資料発表日現在において

入手可能な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います。実際の業績等は、様々

な要因により大きく異なる結果と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

のご利用に当たっての注意事項等につきましては、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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【定性的情報・財務諸表等】 

 

１．経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期における売上高は、家電分野において顧客の内製化による減少がありましたものの、

エレクトロニクス分野及び自動車分野での新製品が寄与し、堅調に推移しました。なお、前年同期

は新型コンピューターゲーム機向けの受注による大幅な売上げ増がありました。その結果、売上高

は 78 億２百万円（前年同期比 8.9%減）、経常利益は２億 41 百万円（前年同期比 36.7%減）、純利益

は１億 63 百万円（前年同期比 22.4%減）となりました。 

 

２．財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期末における総資産は119億 82百万円と前事業年度末比７億93百万円減少しました。

この主な要因は、売上債権の減少、法人税等及び配当金の支払い並びに借入金の返済等による現金

及び預金の減少によるものです。 

なお、第３四半期末日は金融機関の休日であったため、下記第３四半期末日満期手形が期末残高

に含まれています。 

  受取手形  50 百万円(前年同期末は 24 百万円) 

  支払手形 485 百万円(前年同期末は 983 百万円) 

 

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第３四半期末における現金及び現金同等物は、25 億 92 百万円と、前事業年度末比２億２百万

円減少しました。 

 「営業活動によるキャッシュ・フロー」は２億 55 百万円の収入となりました。主なプラス要因は、

売上債権の減少５億 52 百万円、減価償却費３億 23 百万円、税引前第３四半期純利益２億 38 百万円

等であり、主なマイナス要因は、仕入債務の減少５億 95 百万円、法人税等の支払４億 16 百万円等

です。 

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は１億 99 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２億 10 百万円等です。 

「財務活動によるキャッシュ・フロー」は２億 58 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３億円等であり、主なマイナス要因は、長期借入金の返済４億 50 百万円、配当金

の支払 64 百万円等です。 

 

３．業績予想に関する定性的情報 

 当第３四半期の業績は予想通り順調に推移しており、平成 19 年 11 月 16 日付中間決算短信で公表

しました業績予想を修正していません。 

 

 

 

 

 



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

 

 
4

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おり、影響額の僅少なものについ

て、一部簡便な方法を採用しています。 

 

(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 
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(1) （要約）四半期貸借対照表 

（千円未満切捨て） 

  
前年同四半期末 当四半期末 

前事業年度末の

要約貸借対照表

  （平成18年12月31日）（平成19年12月31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）  (13,414,066) (11,982,696) (△1,431,370) (12,776,049)

Ⅰ 流動資産   (8,556,010) (7,075,883) (△1,480,127) (7,930,446)

 現金及び預金  3,626,543 2,592,742 △1,033,801 2,795,087

 受取手形  982,119 533,340 △448,779 1,188,065

 売掛金  3,168,881 3,013,344 △155,536      2,911,552

 たな卸資産  689,298 739,809 50,510 861,671

 その他  95,412 201,487 106,074 177,386

 貸倒引当金  △6,244 △4,840 1,404 △3,317

    

Ⅱ 固定資産   (4,858,055) (4,906,812) (48,756) (4,845,602)

(1)有形固定資産   (4,234,748) (4,076,663) (△158,085) (4,191,979)

 建物  2,087,678 2,005,616 △82,062 2,055,696

 機械及び装置  1,217,205 1,161,810 △55,394 1,207,436

 土地  680,296 680,296 － 680,296

 その他  249,566 228,939 △20,627 248,549

(2)無形固定資産   (18,635) (21,075) (2,439) (15,481)

(3)投資その他の資産   (604,672) (809,073) (204,401) (638,142)

投資有価証券   242,120 430,051 187,931 247,771

保険積立金   259,524 269,175 9,650    263,766

 その他  103,026 109,846 6,820 126,604

    

 資産合計  13,414,066 11,982,696 △1,431,370 12,776,049

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 6 

 

 
（千円未満切捨て） 

 
 前年同四半期末 当四半期末 

前事業年度末の

要約貸借対照表

  （平成 18 年 12 月 31 日） （平成 19 年 12 月 31 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）  (9,524,195) (7,816,783) (△1,707,411) (8,780,597)

Ⅰ 流動負債   (5,844,921) (4,838,274) (△1,006,647) (5,124,398)

 支払手形  3,314,178 2,029,701 △1,284,477 2,449,018

 買掛金  847,325 695,259 △152,066 871,831

 短期借入金  625,000 600,000 △25,000 600,000

 １年以内償還予定 

社債 

 
－ 400,000 400,000 －

 １年以内返済予定 

長 期 借 入 金         

 
500,000 700,000 200,000 500,000

 未払金  131,128 77,558 △53,569 134,360

 未払法人税等  159,640 － △159,640 271,667

 賞与引当金  29,702 35,076 5,374 95,833

 役員賞与引当金  15,000 9,000 △6,000 20,000

 設備購入支払手形  130,311 160,880 30,569 112,312

 その他  92,634 130,798 38,163 69,373

    

Ⅱ 固定負債   (3,679,273) (2,978,509) (△700,764) (3,656,199)

 社債  400,000 － △400,000 400,000

 長期借入金  3,210,000 2,810,000 △400,000       3,160,000

 繰延税金負債  － 93,946 93,946 25,078

 役員退職慰労引当金  45,545 52,434 6,889 47,791

 長期預り金  23,728 22,128 △1,599 23,328

    

 （純資産の部）  (3,889,871) (4,165,912) (276,040) (3,995,451)

Ⅰ 株主資本  (3,888,268)    (4,046,595) (158,326) (3,990,818)

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

 2.資本剰余金      (742,246)     (744,503) (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  (2,674,180) (2,864,572) (190,392) (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  2,360,000 2,560,000 200,000 2,360,000

   繰越利益剰余金  269,832 260,224 △9,607 361,421

 4.自己株式  (△124,073) (△158,396) (△34,322) (△115,370)

    

Ⅱ 評価･換算差額等  (1,602) (119,317) (117,714) (4,633)

 1.その他有価証券 

評価差額 

 
1,602 119,317 117,714 4,633

    

 負債及び純資産合計  13,414,066 11,982,696 △1,431,370 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） 

 
 前年同四半期間 当四半期間 

前事業年度の 

要約損益計算書 

  自 平成 18 年４月１日

至 平成 18 年 12 月 31 日

自 平成 19 年４月 １日

至 平成 19 年 12 月 31 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   8,561,113 7,802,372 △758,741 11,490,197

Ⅱ 売上原価   7,503,385 6,878,304 △625,081 9,988,363

 売上総利益  1,057,727 924,067  △133,660 1,501,833

Ⅲ 販売費及び一般管理費  641,803 616,393 △25,409 870,835

 営業利益  415,924 307,674 △108,250 630,998

Ⅳ 営業外収益   39,467 32,997 △6,469 45,074

Ⅴ 営業外費用   74,091 99,269 25,178 96,661

 経常利益  381,300 241,401 △139,898 579,410

Ⅵ 特別利益   25,373 5,793 △19,579 27,236

Ⅶ 特別損失   27,939 8,919 △19,020 40,970

 税引前四半期(当期)純利益  378,733 238,276 △140,457 565,676

 法人税、住民税及び事業税  168,567 31,104 △137,463 255,927

 過年度法人税等修正額  － 7,485 7,485 19,201

 法人税等調整額  △1,043 35,773 36,816 △12,250

 四半期(当期)純利益  211,209 163,912 △47,296 302,798
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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） 

 前年同四半期間 当四半期間 前事業年度 

 自 平成 18 年４月 １日

至 平成 18 年 12 月 31 日

自 平成 19 年４月 １日

至 平成 19 年 12 月 31 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 378,733 238,276 △140,457 565,676 

 減価償却費 306,526 323,085 16,559 410,922 
 貸倒引当金の増減額（減少：△） 2,594 1,522 △1,071 △332 
 賞与引当金の増減額（減少：△） △45,298 △60,757 △15,459 20,833 
 役員賞与引当金の増減額（減少：△） 15,000 △11,000 △26,000 20,000 
 役員退職慰労引当金の増減額(減少:△) △17,788 4,642 22,431 △15,542 
 退職給付引当金の増減額（減少：△） 6,555 14,596 8,040 △14,392 
 受取利息及び受取配当金 △16,768 △12,575 4,192 △17,884 
 支払利息 62,329 63,861 1,532 82,567 
 固定資産売却等損益（益：△） △6,360 3,160 9,521 6,978 
 投資有価証券売却等損益（益：△） － △1,251 △1,251 － 
 売上債権の増減額（増加：△） △1,950,055 552,932 2,502,987 △1,898,672 
 たな卸資産の増減額（増加：△） △297,295 121,862 419,158 △469,669 
 保険積立金の増減額（増加：△） 76,186 △5,408 △81,595 71,944 
 仕入債務の増減額（減少：△） 2,775,882 △595,889 △3,371,772 1,935,228 
 その他流動資産の増減額（増加：△） 6,503 28,729 22,225 △38,999 
 その他 76,459 57,177 △19,281 48,140 

 小計 1,373,205 722,967 △650,238 706,799 

 利息及び配当金の受取額 16,590 12,019 △4,570 17,753 
 利息の支払額 △68,226 △62,198 6,027 △83,703 
 法人税等の支払額 △14,961 △416,910 △401,949 △14,961 
 法人税等の還付額 145,059 － △145,059 147,301 

営業活動によるキャッシュ･フロー計 1,451,667 255,877 △1,195,790  773,189 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   
 投資有価証券の売却による収入 － 12,051 12,051 － 

 投資有価証券の取得による支出 △7,800 △1,940 5,859 △8,399 

 有形固定資産の売却による収入 59,614 4,927 △54,686  66,384 
 有形固定資産の除売却による支出 △6,634 △1,729 4,905 △6,657 
 有形固定資産の取得による支出 △455,225 △210,695 244,529  △551,378 
 無形固定資産の取得による支出 △1,384 △1,920 △536 △1,384 

投資活動によるキャッシュ・フロー計 △411,429 △199,307 212,122 △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：△） △100,000 － 100,000 △125,000 
 長期借入金の借入による収入 500,000 300,000 △200,000 500,000 
 長期借入金の返済による支出 △740,000 △450,000 290,000 △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 △14,925 △43,490 △28,565 △14,925 
 配当金の支払額 △55,567 △64,942 △9,374 △54,389 

財務活動によるキャッシュ・フロー計 △410,492 △258,432 152,060 △473,354 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  － △483 △483 △109 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（減少：△） 629,745 △202,345 △832,090 △201,710 

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

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高 3,626,543 2,592,742 △1,033,801 2,795,087 

  
 


