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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20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 ％

21年3月期第1四半期 2,837 ― 36 ― 51 ― 32 ―

20年3月期第1四半期 3,063 13.7 174 292.8 197 891.5 273 894.8

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

21年3月期第1四半期 1.53 ―

20年3月期第1四半期 12.95 ―

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

21年3月期第1四半期 17,376 9,948 57.0 469.40
20年3月期 17,389 10,062 57.6 474.31

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  9,906百万円 20年3月期  10,010百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 3.00 ― 5.00 8.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 3.00 ― 6.00 9.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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2四半期連結累計期間 6,890 2.6 330 △18.5 330 △15.8 200 △55.7 9.48
通期 13,930 △1.8 760 △12.7 760 △8.3 450 △32.9 21.33

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) 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  有  

（注） 詳細は3ページ【定性的情報・財務諸表等】  4.その他をご覧ください。  

(3) 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（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もの） 

（注） 詳細は3ページ【定性的情報・財務諸表等】  4.その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
1. 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。 
2. 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

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） 21年3月期第1四半期  26,180,000株 20年3月期  26,180,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  5,076,006株 20年3月期  5,075,199株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  21,104,740株 20年3月期第1四半期  21,088,126株

－ 1 －



・定性的情報・財務諸表等

1. 連結経営成績に関する定性的情報
当第１四半期連結会計期間におけるわが国の経済は、原油価格の高騰等による諸物価の上昇や金融市場

の混乱等による世界経済の先行き不透明感から、今まで穏やかながら景気拡大基調であった個人消費及び
設備投資は鈍化する傾向が見られ始めております。
　このような状況の下、第１四半期に見込んでおりました売上が第２四半期以降にずれ込んだ結果、当第
１四半期の連結売上高は2,837百万円となり、利益面では営業利益は36百万円、経常利益は51百万円、四
半期純利益は32百万円となりました。
　事業部門別の状況については次の通りです。
(センサ部門)

自動車産業及び太陽電池市場向け需要に支えられ、コリオリ流量計が堅調に推移し、当部門の売上高
は1,582百万円となりました。
(システム部門)

中・小口の更新案件が集中し、当部門の売上高は592百万円となりました。
(サービス部門)

顧客のメンテナンス重視から順調に推移し、当部門の売上高は652百万円となりました。
(その他の部門)

オーバルアシスタンス株式会社におけるメンテナンス受託業務等により、当部門の売上高は10百万円
となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報
当第１四半期末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ12百万円減少し、17,376百万円となりました。

流動資産は、前連結会計年度末に比べ29百万円増加し、7,959百万円となりました。これは、たな卸資産
が203百万円増加、受取手形及び売掛金が100百万円増加し、現金及び預金が209百万円減少したこと等が
主な要因です。有形固定資産は、前連結会計年度末に比べ90百万円減少し、7,726百万円となりました。
これは建物及び構築物が46百万円、機械装置及び運搬具が52百万円減少したこと等が主な要因です。投資
その他の資産は、前連結会計年度末に比べ54百万円増加し、1,640百万円となりました。これは投資有価
証券が40百万円増加したこと等が主な要因です。
　当第１四半期末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ101百万円増加し、7,428百万円となりました。
流動負債は、前連結会計年度末に比べ146百万円増加し、3,668百万円となりました。これは、未払金が
471百万円増加し、未払法人税等が283百万円減少したこと等が主な要因です。固定負債は、前連結会計年
度末に比べ44百万円減少し、3,760百万円となりました。これは、長期借入金が44百万円減少したこと等
が主な要因です。
　当第１四半期末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ114百万円減少し9,948百万円となりました。
これは配当金を105百万円支払ったこと、為替換算調整勘定が54百万円減少したこと等が主な要因です。

3. 連結業績予想に関する定性的情報
景気の先行き不透明感がある中、企業の設備投資にも影響を受けることが予想され、当企業グループを

取り巻く環境は厳しさを増すことが懸念されますが、当第１四半期の業績は当第１四半期に見込んでおり
ました売上が第２四半期以降になったためであり、平成20年５月15日に公表いたしました業績予想に変更
はございません。
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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)

該当事項はありません。

(2) 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
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定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
却価額を見積もり、簿価切下げを行う方法によっております。

②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

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する
方法によっております。
　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。

(3) 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
①「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日 企業会計

　基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成
　19年３月14日 企業会計基準適用指針第14号)を当第１四半期連結会計期間から適用しており
　ます。
　 また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

②「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基
　準 第９号)を当第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については原価法から原価法
　(収益性の低下による簿価切下げの方法)に変更しております。この結果、従来の方法によった
　場合に比べて、売上総利益、営業利益及び経常利益が39百万円、税金等調整前四半期純利益が
　46百万円それぞれ減少しております。

③「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」(企業会計基準
　委員会 平成18年５月17日 実務対応報告第18号)を当第１四半期連結会計期間から適用して
　おります。これによる損益に与える影響はありません。

④「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成５年６月17日 最終改正平成19
　年３月30日 企業会計基準第13号)及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計
　基準委員会 平成６年１月18日 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号)
　を当第１四半期連結会計期間から早期に適用し、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から通常の売買取引に係る方法に準じ
　た会計処理に変更し、リース資産として計上しております。
　 また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし残存価額をゼロとして算
　定する方法によっております。
　 なお、リース取引開始日が適用初年度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を引き続き採用しております。これによる
　損益に与える影響はありません。

⑤従来、在外子会社等の収益及び費用は、決算日の直物為替相場により円貨に換算しておりましたが当
第１四半期連結会計期間より、期中平均相場により円貨換算する方法に変更しております。この変更は
一時的な為替相場の変動による期間損益への影響を排除し、在外子会社等の業績をより実態に合わせて
適正な期間損益計算を行うために実施するものであります。これによる損益に与える影響は軽微であり
ます。

（追加情報）
有形固定資産の耐用年数の変更
　法人税法の改正(所得税法等の一部を改正する法律 平成20年４月30日 法律第23号)に伴い、法定耐
用年数及び資産区分が見直されました。これにより、当社の機械装置については、従来耐用年数を４～
17年としておりましたが、当第１四半期連結会計期間より４～７年に変更しております。これにより営
業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ11百万円減少しております。

― 3 ―

決算短信 2008年08月08日 10時58分 00960xe07_in 2ページ （Tess 1.10 20080626_01）

㈱オーバル (7727) 平成21年3月期 第１四半期決算短信



5. 【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20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20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,006,306 1,215,399

受取手形及び売掛金 4,356,495 4,256,091

商品及び製品 735,464 485,751

仕掛品 272,600 233,195

原材料及び貯蔵品 992,851 1,078,050

その他 598,726 664,475

貸倒引当金 △2,604 △2,491

流動資産合計 7,959,839 7,930,471

固定資産

有形固定資産

土地 5,549,301 5,550,025

その他（純額） 2,176,942 2,266,825

有形固定資産合計 7,726,243 7,816,851

無形固定資産 49,858 56,396

投資その他の資産

その他 1,656,428 1,601,479

貸倒引当金 △15,556 △15,556

投資その他の資産合計 1,640,872 1,585,922

固定資産合計 9,416,974 9,459,170

資産合計 17,376,813 17,389,642

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,950,667 1,843,304

短期借入金 576,205 531,733

未払法人税等 26,997 310,804

賞与引当金 148,580 343,397

役員賞与引当金 － 13,626

その他 966,141 479,516

流動負債合計 3,668,592 3,522,381

固定負債

長期借入金 226,826 270,923

再評価に係る繰延税金負債 2,001,624 2,001,624

退職給付引当金 1,283,409 1,295,483

役員退職慰労引当金 47,552 49,190

負ののれん 7,319 7,867

その他 193,318 179,241

固定負債合計 3,760,052 3,804,330

負債合計 7,428,644 7,326,712
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末

(平成20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20年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 2,200,000 2,200,000

資本剰余金 2,102,143 2,102,143

利益剰余金 3,164,247 3,237,499

自己株式 △541,051 △540,866

株主資本合計 6,925,338 6,998,775

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 99,971 76,320

土地再評価差額金 2,867,572 2,867,572

為替換算調整勘定 13,372 67,523

評価・換算差額等合計 2,980,916 3,011,416

少数株主持分 41,914 52,737

純資産合計 9,948,169 10,062,929

負債純資産合計 17,376,813 17,389,642
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(2) 【四半期連結損益計算書】

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間

(自 平成20年４月1日

 至 平成20年６月30日)

売上高 2,837,285

売上原価 1,877,799

売上総利益 959,486

販売費及び一般管理費 923,249

営業利益 36,236

営業外収益

受取利息 1,061

受取配当金 3,271

持分法による投資利益 4,413

受取賃貸料 6,829

その他 7,107

営業外収益合計 22,683

営業外費用

支払利息 4,274

手形売却損 2,305

その他 376

営業外費用合計 6,956

経常利益 51,963

特別損失

有形固定資産除却損 2,214

たな卸資産評価損 7,587

特別損失合計 9,802

税金等調整前四半期純利益 42,161

法人税、住民税及び事業税 17,008

法人税等調整額 △1,944

法人税等合計 15,063

少数株主損失（△） △5,174

四半期純利益 32,271
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸

表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

(3) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。

【参考資料】

前四半期に係る財務諸表等

(1) (要約)四半期連結損益計算書

前第１四半期連結累計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日)

科 目

前年同四半期
(平成20年３月期 第１四半期)

金額 (千円)

Ⅰ 売上高 3,063,357

Ⅱ 売上原価 2,038,641

　 売上総利益 1,024,716

Ⅲ 販売費及び一般管理費 849,875

　 営業利益 174,840

Ⅳ 営業外収益

　1. 受取利息及び受取配当金 3,253

　2. その他 32,397

　 営業外収益合計 35,650

Ⅴ 営業外費用

　1. 支払利息及び支払金融費用 6,251

　2. その他 7,077

　 営業外費用合計 13,329

　 経常利益 197,161

Ⅵ 特別利益 325,944

Ⅶ 特別損失 28,996

  税金等調整前四半期純利益 494,109

　 法人税、住民税及び事業税 229,047

　 法人税等調整額 △4,748

　 少数株主損失(△) △3,370

　 四半期純利益 273,180

― 7 ―

決算短信 2008年08月08日 10時58分 00960xe07_in 6ページ （Tess 1.10 20080626_01）

㈱オーバル (7727) 平成21年3月期 第１四半期決算短信




