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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 1,018 ― 34 ― 31 ― 1 ―
20年3月期第1四半期 1,052 △31.6 80 △9.1 70 17.2 63 41.4

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 0.10 ―
20年3月期第1四半期 4.52 ―

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 5,486 2,085 37.9 147.42
20年3月期 5,202 2,060 39.5 145.66

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  2,080百万円 20年3月期  2,055百万円

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 ― ― ― ― 0.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― ― 0.00

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 1,990 ― 90 ― 60 ― 10 ― 0.71
通期 4,180 3.3 220 27.9 150 68.3 50 ― 3.53

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予想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  15,463,116株 20年3月期  15,463,116株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  1,317,799株 20年3月期  1,315,752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  14,146,384株 20年3月期第1四半期  14,155,655株
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・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のわが国経済は、原油価格高騰の影響による原材料や食料品等の物価上昇によ

り、企業収益は減少し、個人消費が低迷するなど、減速懸念が広がり、景気の下振れリスクが高まっており
ます。
　このような環境の中、当社グループは、「高収益型事業構造への変革」を図るため、利益創出に重点を置き、
内部統制の体制の確立とバランスのとれた経営体質の実現を推進しております。
　この結果、当第1四半期における当社グループの連結業績は、売上高が1,018百万円(前年同期比96.7%)、営
業利益は、34百万円(前年同期比42.8%)となりました。
　部門別に見ますと、テクノ製品事業は、売上は堅調でしたが、海外子会社のコスト負担により、売上高は、
860百万円(前年同期比101.2%)、営業利益は、182百万円(前年同期比83.7%)となりました。
　また、メディカル製品事業は、収益基盤の安定を図るための一部見直しと内製化へむけての準備などによ
り、売上高は、156百万円(前年同期比77.7%)、営業損失は、58百万円(前年同期 営業損失35百万円)となり
ました。
  経常損益は、経常利益31百万円(前年同期比44.6%)となりました。
　特別損益は、滞留債権について引当金を計上した結果、17百万円の損失となり、当第1四半期は、四半期純
利益1百万円(前年同期比2.2%)となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報
当第１四半期連結会計期間末の総資産は、5,486百万円となり、前連結会計年度末に比べ284百万円増加し

ました。主な増加要因は、現金及び預金等の増加によるものです。負債では前連結会計年度末に比べ259百万
円増加し、主な増加要因は支払手形及び買掛金や短期借入金等の増加によるものです。純資産は前連結会計
年度末に比べ24百万円増加し、主な増加要因は為替換算調整勘定等の増加によるものです。なお、当第１四
半期末の自己資本比率は37.9％、１株当たり純資産は147円42銭となりました。
(キャッシュ・フローの状況)
　当第1四半期連結会計期間における現金及び現金同等物の残高は569百万円で、前期末に比べ227百万円増加
いたしました。
　営業活動によるキャッシュ・フローは、248百万円の収入となりました。
　これは主に、税金等調整前四半期純利益13百万円、減価償却費68百万円、売上債権の減少額85百万円、仕
入債務の増加額65百万円等によるものです。
　投資活動によるキャッシュ・フローは、66百万円の支出となりました。
　これは主に、定期預金預入による支出26百万円、有形固定資産の取得による支出40百万円等によるもので
す。
　財務活動によるキャッシュ・フローは、44百万円の収入となりました。
　これは主に、短期借入金の純増加額68百万円等によるものです。

3. 連結業績予想に関する定性的情報
当第１四半期は、概ね当初予想どおりに推移しており、現時点においては、平成２０年５月１６日に公表

しました第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想の変更はありません。なお、個別業績予想につき
ましても変更はありません。
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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
簡便な会計処理

　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、実施棚卸を省略し、前連結会計年度末の実

施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の
見積り、簿価切下げを行う方法によっております。

2.固定資産の減価償却の算定方法 
固定資産の減価償却費の算定に当たり、定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る

減価償却費の額を期間按分して算定する方法によっております。 
3.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.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。

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１四半期連結会計年度から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益の低下に
よる簿価切下げの方法）に変更しております。 
　なお、この変更に伴う損益に与える影響はありません。 

3.リース取引に関する会計基準等の適用 
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第１３号（平成５年６月１７日
（企業会計審議会第一部会）、平成１９年３月３０日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用
指針」（企業会計基準適用指針第１６号（平成６年１月１８日（日本公認会計士協会会計制度委員会）、
平成１９年３月３０日改正））が平成２０年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務
諸表から適用することができることになったことに伴い、当第１四半期連結会計期間からこれらの会計
基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。 
　また、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の減価償却の方法については、リー
ス期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 
　なお、リース取引開始日が平成２０年３月末以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引について
は、期首に前連結会計年度末における未経過リース料残高を取得価額として取得したものとしてリース
資産（有形固定資産及び無形固定資産）に計上する方法によっております。 
　これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。 
(追加情報) 
　平成20年度の法人税法改正による法定耐用年数の短縮に伴い、機械装置について当第1四半期連結会
計期間より耐用年数を10年から9年へ変更しております。 
　これに伴い、変更前の法定耐用年数によった場合と比べ、当第１四半期における売上総利益、営業利
益、経常利益、税金等調整前四半期純利益、四半期純利益は、それぞれ2,395千円減少しております。
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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 619,877 365,903

受取手形及び売掛金 953,381 1,041,827

商品及び製品 86,910 75,073

仕掛品 680,618 668,103

原材料及び貯蔵品 197,440 151,851

その他 108,912 130,891

貸倒引当金 △5,938 △782

流動資産合計 2,641,202 2,432,867

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 2,047,069 2,027,592

減価償却累計額 △1,142,315 △1,125,541

建物及び構築物（純額） 904,753 902,050

機械装置及び運搬具 1,903,241 1,887,144

減価償却累計額 △1,402,537 △1,372,985

機械装置及び運搬具（純額） 500,704 514,158

土地 722,523 722,523

リース資産 122,359 －

減価償却累計額 △14,996 －

リース資産（純額） 107,362 －

建設仮勘定 2,972 4,615

その他 330,702 328,007

減価償却累計額 △270,778 △268,161

その他（純額） 59,924 59,846

有形固定資産合計 2,298,241 2,203,194

無形固定資産

特許権 14,432 16,562

のれん 42,525 45,360

リース資産 12,229 －

その他 12,130 11,850

無形固定資産合計 81,318 73,773

投資その他の資産

投資有価証券 212,924 219,612

長期貸付金 6,750 7,500

出資金 3,904 3,904

その他 204,552 207,075

貸倒引当金 △19,670 △1,536

投資その他の資産合計 408,460 436,555

固定資産合計 2,788,020 2,713,522

繰延資産

開業費 56,539 55,059

社債発行費 954 1,193

繰延資産合計 57,494 56,252

資産合計 5,486,716 5,202,642
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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)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 462,991 397,762

1年内償還予定の社債 55,000 55,000

1年内返済予定の長期借入金 136,232 148,773

短期借入金 364,000 291,000

リース債務 46,678 －

未払法人税等 11,057 11,162

賞与引当金 109,401 69,606

その他 193,746 163,783

流動負債合計 1,379,107 1,137,087

固定負債

社債 75,000 75,000

長期借入金 1,580,560 1,568,540

リース債務 72,914 －

繰延税金負債 22,937 25,766

再評価に係る繰延税金負債 41,714 41,714

退職給付引当金 157,846 173,823

役員退職慰労引当金 24,558 66,475

その他 46,830 53,502

固定負債合計 2,022,361 2,004,823

負債合計 3,401,469 3,141,911

純資産の部

株主資本

資本金 1,939,834 1,939,834

資本剰余金 488,765 488,765

利益剰余金 △51,695 △53,131

自己株式 △237,616 △239,272

株主資本合計 2,139,287 2,136,195

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 17,646 21,820

土地再評価差額金 △87,226 △87,226

為替換算調整勘定 10,669 △14,968

評価・換算差額等合計 △58,910 △80,374

少数株主持分 4,870 4,909

純資産合計 2,085,247 2,060,731

負債純資産合計 5,486,716 5,202,642
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(2) 【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）

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 1,018,200

売上原価 718,397

売上総利益 299,803

販売費及び一般管理費 265,234

営業利益 34,568

営業外収益

受取利息 78

受取配当金 1,469

為替差益 10,198

その他 7,032

営業外収益合計 18,780

営業外費用

支払利息 15,445

その他 6,354

営業外費用合計 21,799

経常利益 31,549

特別利益

固定資産売却益 56

特別利益合計 56

特別損失

貸倒引当金繰入額 17,803

特別損失合計 17,803

税金等調整前四半期純利益 13,801

法人税、住民税及び事業税 9,401

少数株主利益 2,964

四半期純利益 1,435
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

（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)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 13,801

減価償却費 68,945

のれん償却額 2,835

退職給付引当金の増減額（△は減少） △14,522

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △41,917

賞与引当金の増減額（△は減少） 39,794

貸倒引当金の増減額（△は減少） 23,290

繰延資産償却額 3,368

受取利息及び受取配当金 △1,548

支払利息 15,445

為替差損益（△は益） △3,275

有形固定資産売却損益（△は益） △56

売上債権の増減額（△は増加） 85,604

たな卸資産の増減額（△は増加） △68,723

仕入債務の増減額（△は減少） 65,319

未払金の増減額（△は減少） 56,905

未払消費税等の増減額（△は減少） 47,444

その他の流動資産の増減額（△は増加） △23,383

その他の流動負債の増減額（△は減少） △12,955

小計 256,372

利息及び配当金の受取額 1,817

利息の支払額 △2,811

法人税等の支払額 △7,050

営業活動によるキャッシュ・フロー 248,327

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △26,619

貸付金の回収による収入 750

有形固定資産の取得による支出 △40,520

有形固定資産の売却による収入 146

投資有価証券の取得による支出 △315

投資その他の資産の増減額（△は増加） △191

投資活動によるキャッシュ・フロー △66,750

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 68,732

長期借入れによる収入 40,000

長期借入金の返済による支出 △40,521

リース債務の返済による支出 △15,849

設備関係割賦債務の返済による支出 △6,700

自己株式の取得による支出 △192

少数株主への配当金の支払額 △1,155

財務活動によるキャッシュ・フロー 44,313

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,463

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 227,354

現金及び現金同等物の期首残高 341,903

現金及び現金同等物の四半期末残高 569,258

決算短信 2008年08月08日 15時47分 04900xe01_in 8ページ （Tess 1.10 20080626_01）

7



オーベクス株式会社(3583)平成21年3月期 第１四半期決算短信

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。

(4) 継続企業の前提に関する注記

該当事項ありません。

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】
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）  （単位：千円） 

テクノ事業
メディカル

事業
その他の事業 計 消去又は全社 連結

売上高

　(1) 外部顧客に
　 対する売上高

860,651 156,889 660 1,018,200 ― 1,018,200

　(2) セグメント間の内部
　 売上高又は振替高

─ ─ 7,290 7,290 (7,290) ―

計 860,651 156,889 7,950 1,025,490 (7,290) 1,018,200

営業利益(又は営業損失) 182,986 △58,835 3,292 127,443 (92,874) 34,568

(注) 1 事業の区分は、製品の種類・性質等の類似性及び内部管理上採用している区分を考慮して決定して
おります。 
 2 各区分の主な製品 
　 テクノ製品事業 ：サインペン先、コスメチック
　  メディカル製品事業 ：医療機器（薬液注入器等） 
　  その他の事業 ：不動産賃貸

【所在地別セグメント情報】
 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)
全セグメントの売上高の合計に占める「日本」の割合が90％を超えているため、記載を省略しております。

【海外売上高】
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)  （単位：千円）

欧州 北米 中南米 アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 205,373 167,815 53,469 225,637 847 653,142

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― ― ─ ― 1,018,200

Ⅲ 連結売上高に占める
　 海外売上高の割合(％)

20.2 16.5 5.2 22.1 0.1 64.1

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項ありません。
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「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

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 1,052,677

Ⅱ 売上原価 701,956

　 売上総利益 350,721

Ⅲ 販売費及び一般管理費 269,993

　 営業利益 80,727

Ⅳ 営業外収益 17,407

Ⅴ 営業外費用 27,372

　 経常利益 70,762

Ⅵ 特別利益 25,806

Ⅶ 特別損失 15,603

　税金等調整前四半期純利益 80,965

　税金費用 4,893

　少数株主利益 12,098

　四半期純利益 63,973

（２）（要約）事業の種類別セグメント情報 

前年同四半期（自 平成19年4月1日～至 平成19年6月30日） （単位：千円）

テクノ事業
メディカル

事業
その他の事業 計 消去又は全社 連結

売上高

　(1) 外部顧客に
　 対する売上高

850,287 201,854 536 1,052,677 ― 1,052,677

　(2) セグメント間の内部
　 売上高又は振替高

─ ─ 7,290 7,290 (7,290) ―

計 850,287 201,854 7,826 1,059,967 (7,290) 1,052,677

営業利益(又は営業損失) 218,644 △35,489 1,737 184,893 (104,166) 80,727
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