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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 7,951 ― 250 ― 109 ― 40 ―

20年3月期第1四半期 6,870 6.5 247 △45.2 278 △43.2 116 △54.8

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 3.26 3.25
20年3月期第1四半期 9.36 9.31

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 25,446 11,999 42.6 869.53
20年3月期 25,367 12,575 44.6 907.13

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  10,845百万円 20年3月期  11,314百万円

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 ― 6.00 ― 6.00 12.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 6.00 ― 6.00 12.00

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 15,500 9.7 500 3.9 400 △31.9 200 △27.1 16.03
通期 31,500 2.3 1,300 △1.0 1,200 △8.6 550 △9.2 44.10

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。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

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  12,518,251株 20年3月期  12,518,251株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  45,395株 20年3月期  45,369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  12,472,869株 20年3月期第1四半期  12,450,286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１四半期における当社グループを取り巻く環境は、薄型テレビや太陽光発電に対する需要増加により、

主力の薄型テレビ用内部配線用ハーネスや太陽光発電配線ユニットの販売は増加しました。また、原材料価格

高騰の影響に加えて、米ドルの為替相場が円高に進んだことにより、当第１四半期においては大幅な為替差損

が発生しました。

その結果、当第１四半期の連結業績につきましては、売上高は7,951百万円(前年同期比15.7％増)となりまし

た。また、利益面においては、営業利益250百万円(前年同期比1.3％増)、経常利益109百万円(前年同期比60.7

％減)、四半期純利益40百万円(前年同期比65.1％減)となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報

(1) 資産、負債、純資産の状況

資産合計は、25,446百万円(前連結会計年度末比79百万円増)となりました。現預金の増加397百万円など

により流動資産が237百万円増加しましたが、円高のため円換算後の在外子会社の資産の簿価が減少したこ

となどにより有形固定資産が158百万円減少いたしました。

負債合計は、13,447百万円(前連結会計年度末比655百万円増)となりました。売上増加及び原材料高に伴

う支払手形及び買掛金の増加1,110百万円、社債の償還による減少300百万円及び未払法人税の納付による

減少183百万円が主な内容であります。

純資産合計は、11,999百万円(前連結会計年度末比576百万円減)となりました。主な増減内容は、利益剰

余金の減少34百万円、為替換算調整勘定の減少489百万円、少数株主持分の減少107百万円であります。

(2) キャッシュ・フローの状況

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は4,992百万円となり、前連結会計年度末に比

べて397百万円の増加となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当第１四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、前第１四半期連結累計期

間の470百万円に対し、1,082百万円となりました。売上増加及び原材料高に伴う仕入債務の増加1,523百

万円、売上債権の増加334百万円、たな卸資産の増加389百万円、法人税等の支払231百万円があったこと

によるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当第１四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、前第１四半期連結累計期

間のマイナス132百万円に対し、マイナス145百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得に

よる支出266百万円、債券の償還による収入100百万円があったことによるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当第１四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、前第１四半期連結累計期

間のマイナス223百万円に対し、マイナス325百万円となりました。社債償還による支出300百万円等によ

り有利子負債合計で260百万円の支出があった他、配当金の支払65百万円があったこと等によるものであ

ります。
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3. 連結業績予想に関する定性的情報

平成21年３月期の連結業績予想につきましては、平成20年５月14日に公表した数値から変更はありま
せん。

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)
当第１四半期連結累計期間において、連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動はありません。
なお、ONAMBA CENTRAL EUROPE S.R.O.は平成20年６月をもって清算を結了したため、当第１四半期連結

会計期間をもって連結の範囲より除外しております。

(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

①一般債権の貸倒見積高の算定方法

当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと
認められるため、前連結会計年度において算定した貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しており
ます。

②固定資産の減価償却費算定方法

減価償却の方法として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
期間按分して算定しております。

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

連結子会社のうち重要性の乏しい子会社における法人税等の納付税額の算定に関しては、前連結会計
年度に係る実効税率を適用して算定するなど、簡便な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の適用

当第１四半期連結会計期間より、「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第９号 平成18
年７月５日)を適用し、評価基準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。
　これによる損益に与える影響は軽微であります。

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」の適用

当第１四半期連結会計期間より、「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」(実務対応報告第18号 平成18年５月17日)を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。
　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)

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正により法定耐用年数の見直しが行われたことに伴い、当
第１四半期連結会計期間より、一部の固定資産について耐用年数を変更しております。
　これによる損益に与える影響は軽微であります。

(役員退職慰労金制度の廃止)

提出会社の役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく要支給額を役員退職慰労引当金とし
て計上しておりましたが、平成20年６月27日開催の定時株主総会において、役員退職慰労金制度の廃止
に伴う打ち切り支給を決議いたしました。
　これに伴い、当第１四半期連結会計期間において提出会社の役員退職慰労引当金を全額取崩し、打ち
切り支給額の未払い分を固定負債の「その他」に含めて計上しております。
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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 5,212,918 4,815,626

受取手形及び売掛金 8,085,753 8,098,821

製品 1,744,371 1,634,057

原材料 2,938,883 3,021,826

仕掛品 672,908 632,821

繰延税金資産 248,533 206,982

その他 411,617 653,896

貸倒引当金 △20,669 △7,063

流動資産合計 19,294,316 19,056,968

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 4,222,899 4,339,164

減価償却累計額 △2,670,022 △2,699,608

建物及び構築物（純額） 1,552,877 1,639,556

機械装置及び運搬具 5,215,905 5,532,570

減価償却累計額 △3,849,364 △4,008,102

機械装置及び運搬具（純額） 1,366,540 1,524,467

土地 1,306,713 1,327,253

建設仮勘定 206,256 85,663

その他 1,142,443 1,173,887

減価償却累計額 △841,777 △859,350

その他（純額） 300,666 314,537

有形固定資産合計 4,733,053 4,891,477

無形固定資産 48,052 52,417

投資その他の資産

投資有価証券 1,020,201 1,022,179

長期貸付金 3,529 3,786

繰延税金資産 62,548 68,306

その他 284,947 272,349

投資その他の資産合計 1,371,227 1,366,621

固定資産合計 6,152,333 6,310,516

資産合計 25,446,649 25,367,484
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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 6,909,018 5,798,627

短期借入金 1,787,727 2,234,547

1年内償還予定の社債 400,000 700,000

未払法人税等 86,318 269,644

繰延税金負債 370 －

賞与引当金 199,418 114,406

役員賞与引当金 7,500 29,000

その他 1,159,532 1,030,466

流動負債合計 10,549,884 10,176,691

固定負債

社債 400,000 400,000

長期借入金 2,023,579 1,666,943

繰延税金負債 129,756 21,484

退職給付引当金 251,883 226,732

役員退職慰労引当金 27,470 242,865

その他 64,887 57,330

固定負債合計 2,897,577 2,615,355

負債合計 13,447,462 12,792,047

純資産の部

株主資本

資本金 2,318,539 2,318,539

資本剰余金 2,035,322 2,035,322

利益剰余金 6,772,448 6,806,726

自己株式 △11,671 △11,656

株主資本合計 11,114,638 11,148,931

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 79,935 24,949

為替換算調整勘定 △349,086 140,623

評価・換算差額等合計 △269,151 165,573

少数株主持分 1,153,700 1,260,931

純資産合計 11,999,187 12,575,437

負債純資産合計 25,446,649 25,367,484
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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 7,951,495

売上原価 6,299,110

売上総利益 1,652,385

販売費及び一般管理費 1,402,023

営業利益 250,362

営業外収益

受取利息 9,596

受取配当金 8,620

設備賃貸料 4,309

スクラップ売却益 14,184

その他 15,852

営業外収益合計 52,563

営業外費用

支払利息 26,586

為替差損 146,943

持分法による投資損失 2,849

その他 16,853

営業外費用合計 193,231

経常利益 109,693

特別利益

固定資産売却益 763

特別利益合計 763

特別損失

固定資産処分損 551

特別損失合計 551

税金等調整前四半期純利益 109,904

法人税、住民税及び事業税 49,291

法人税等調整額 40,722

法人税等合計 90,013

少数株主損失（△） △20,793

四半期純利益 40,683

― 6 ―

決算短信 2008年08月11日 13時27分 00933xe01_in 5ページ （Tess 1.10 20080626_01）



オーナンバ株式会社(5816)平成21年３月期 第１四半期決算短信

(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 109,904

減価償却費 142,024

持分法による投資損益（△は益） 2,849

固定資産売却損益（△は益） △763

固定資産処分損益（△は益） 551

貸倒引当金の増減額（△は減少） △438

賞与引当金の増減額（△は減少） 85,634

退職給付引当金の増減額（△は減少） 26,989

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △215,395

受取利息及び受取配当金 △18,217

支払利息 26,586

売上債権の増減額（△は増加） △334,189

たな卸資産の増減額（△は増加） △389,827

仕入債務の増減額（△は減少） 1,523,869

その他 364,437

小計 1,324,015

利息及び配当金の受取額 18,217

利息の支払額 △28,444

法人税等の支払額 △231,545

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,082,243

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △266,668

有形固定資産の売却による収入 68,488

投資有価証券の取得による支出 △4,826

投資有価証券の償還による収入 100,000

その他 △42,084

投資活動によるキャッシュ・フロー △145,090

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） △20,577

長期借入れによる収入 433,276

長期借入金の返済による支出 △373,272

社債の償還による支出 △300,000

自己株式の取得による支出 △14

配当金の支払額 △65,401

財務活動によるキャッシュ・フロー △325,989

現金及び現金同等物に係る換算差額 △213,871

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 397,291

現金及び現金同等物の期首残高 4,595,445

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,992,736
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注記事項

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

該当事項はありません。

(5) セグメント情報

１ 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)

当社及び連結子会社は、電線及びその加工部品の製造並びに販売を主な事業としております。電

線及びその加工部品以外に係る売上高、営業損益及び全セグメントの資産の金額の絶対値はいずれ

も10％に満たないため、事業の種類別セグメント情報の作成はしておりません。

２ 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)

日本
(千円)

ヨーロッパ
(千円)

北米
(千円)

アジア
(日本を
除く)
(千円)

計
(千円)

消去
又は全社
(千円)

連結
(千円)

　売上高

 (1) 外部顧客に対する
  売上高

3,917,952 1,367,510 951,964 1,714,067 7,951,495 ― 7,951,495

 (2) セグメント間の内部
  売上高又は振替高

2,309,839 ― 40 2,023,085 4,332,964 (4,332,964) ―

計 6,227,791 1,367,510 952,004 3,737,152 12,284,459 (4,332,964) 7,951,495

　営業利益 118,196 51,431 1,970 66,585 238,183 12,178 250,362

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度、経済活動の類似性、事業活動の相互関連性によっております。
２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域
　(1) ヨーロッパ………………チェコ
　(2) 北米………………………アメリカ、メキシコ
　(3) アジア(日本を除く)……シンガポール、マレーシア、インドネシア、中国、タイ

― 8 ―

決算短信 2008年08月11日 13時27分 00933xe01_in 7ページ （Tess 1.10 20080626_01）



オーナンバ株式会社(5816)平成21年３月期 第１四半期決算短信

３ 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)

ヨーロッパ 北米
アジア

(日本を除く)
計

Ⅰ 海外売上高(千円) 1,367,510 951,964 1,714,067 4,033,542

Ⅱ 連結売上高(千円) 7,951,495

Ⅲ 連結売上高に占める
　 海外売上高の割合(％)

17.2 12.0 21.5 50.7

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度、経済活動の類似性、事業活動の相互関連性によっております。

２ 各区分に属する主な国又は地域

　(1) ヨーロッパ………………チェコ

　(2) 北米………………………アメリカ、メキシコ

　(3) アジア(日本を除く)……シンガポール、マレーシア、インドネシア、中国、タイ

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。
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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

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)

区分 金額(千円)

Ⅰ 売上高 6,870,656

Ⅱ 売上原価 5,387,384

　 売上総利益 1,483,272

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,236,100

　 営業利益 247,172

Ⅳ 営業外収益

　 受取利息 8,915

　 受取配当金 7,642

　   その他 51,260 67,819

Ⅴ 営業外費用

　 支払利息 28,657

　 為替差損 587

　 その他 6,908 36,153

　 経常利益 278,838

Ⅵ 特別利益

　 固定資産売却益 1

　 持分変動利益 2,227 2,229

Ⅶ 特別損失

　 固定資産処分損 2,254 2,254

　 税金等調整前四半期純利益 278,814

　 法人税、住民税及び事業税 130,306

　 法人税等調整額 23,667 153,974

　 少数株主利益 8,251

　 四半期純利益 116,588
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(2) (要約)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

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)

区分 金額(千円)

Ⅰ 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 278,814

　 減価償却費 127,068

　 売上債権の増加額 139,853

　 たな卸資産の増加額 △187,839

　 仕入債務の増加額 329,404

　 法人税等の支払額 △389,023

　 その他 172,320

　 営業活動によるキャッシュ・フロー 470,598

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

　 有形固定資産の取得による支出 △135,133

　 有形固定資産の売却による収入 15,861

　 投資有価証券の取得による支出 △4,319

　 その他 △9,113

　 投資活動によるキャッシュ・フロー △132,704

Ⅲ 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(△は減少額) △178,394

　 長期借入れによる収入 450,000

　 長期借入金の返済による支出 △358,655

　 社債の償還による支出 △30,000

　 自己株式の取得による支出 △252

　 自己株式の売却による収入 1,274

　 配当金の支払額 △125,527

　 株式の発行による収入 4,615

　 その他 13,898

　 財務活動によるキャッシュ・フロー △223,041

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △12,550

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(△は減少額) 102,302

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 4,355,000

Ⅷ 現金及び現金同等物の期末残高 4,457,303
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(3) 所在地別セグメント情報

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)

日本
(千円)

ヨーロッパ
(千円)

北米
(千円)

アジア
(日本を
除く)
(千円)

計
(千円)

消去
又は全社
(千円)

連結
(千円)

　 売上高

　(1) 外部顧客に対する
　 売上高

3,735,227 994,747 708,986 1,431,694 6,870,656 ― 6,870,656

　(2) セグメント間の内部
　 売上高又は振替高

1,739,111 199 4,500 1,513,156 3,256,967 (3,256,967) ―

計 5,474,338 994,947 713,487 2,944,850 10,127,624 (3,256,967) 6,870,656

　 営業費用 5,272,773 989,127 723,141 2,920,279 9,905,321 (3,281,837) 6,623,484

　 営業利益 201,565 5,820 △9,654 24,570 222,302 24,870 247,172

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度、経済活動の類似性、事業活動の相互関連性によっております。
２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域
　(1) ヨーロッパ………………イギリス、チェコ
　(2) 北米………………………アメリカ、メキシコ
　(3) アジア(日本を除く)……シンガポール、マレーシア、インドネシア、中国、タイ
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