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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第1四半期 4,754 △40.2 △108 ― △57 ― △95 ―

21年3月期第1四半期 7,951 ― 250 ― 109 ― 40 ―

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

22年3月期第1四半期 △7.66 ―

21年3月期第1四半期 3.26 3.25

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

22年3月期第1四半期 20,804 10,566 45.0 750.96
21年3月期 21,614 10,333 42.6 738.20

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  9,366百万円 21年3月期  9,207百万円

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

21年3月期 ― 6.00 ― 4.00 10.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

2.00 ― 2.00 4.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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

10,500 △35.4 △200 ― △250 ― △250 ― △20.04

通期 24,000 △21.3 350 △42.1 350 162.5 200 ― 16.03
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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）  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、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。] 

(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） 

(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 

 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。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 12,518,251株 21年3月期  12,518,251株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  45,280株 21年3月期  45,230株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 12,472,984株 21年3月期第1四半期 12,472,869株
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当第１四半期における経済状況は、金融危機の影響を背景に世界的な景気後退が続いており、各国政府
の景気刺激策などにより一部に回復の兆しが見え始めましたが、依然として厳しい状況で推移しました。
当社グループにおいては、太陽光発電配線ユニットは回復の兆しが見られるものの、薄型テレビ用ワイ

ヤーハーネスをはじめ、工作機械用ワイヤーハーネス、車載部品用ワイヤーハーネス及び電線・ケーブル
の需要が減少しました。 
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4,754百万円(前年同四半期比40.2％減)

となりました。また、利益面においては、営業損失108百万円(前年同四半期営業利益250百万円)、経常損
失57百万円(前年同四半期経常利益109百万円)、四半期純損失95百万円(前年同四半期純利益40百万円)と
なりました。 

  

(1) 資産、負債、純資産の状況 

資産合計は、20,804百万円(前連結会計年度末比810百万円減)となりました。売上減少に伴う受取手

形及び売掛金が947百万円の減少、受注減に伴い製品が154百万円及び原材料が72百万円各々減少をした

ことなどにより流動資産が1,028百万円減少しましたが、投資有価証券の取得及び時価の上昇に伴う含

み益の増加により、投資その他資産が164百万円増加いたしました。 

負債合計は、10,238百万円(前連結会計年度末比1,043百万円減)となりました。受注減に伴い仕入が

減少したことによる支払手形及び買掛金の減少726百万円及び有利子負債の減少300百万円などが主な内

容であります。 

純資産合計は、10,566百万円(前連結会計年度末比233百万円増)となりました。主な増減内容は、利

益剰余金の減少145百万円、為替換算調整勘定の増加239百万円、少数株主持分の増加73百万円でありま

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4,951百万円となり、前連結会計年度末

に比べて81百万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1,082百万円に対し、529百万円となりました。売上減少に伴う仕入債務の減少868百万円、売

上債権の減少1,071百万円、たな卸資産の減少283百万円、法人税等の還付63百万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145百万円に対し、マイナス136百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取

得による支出25百万円、投資有価証券取得による支出99百万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325百万円に対し、マイナス431百万円となりました。有利子負債合計で380百万円の

支出があった他、配当金の支払49百万円があったこと等によるものであります。 

  
  

平成22年３月期の連結業績予想につきましては、平成21年５月12日に公表した数値から変更はありま
せん。 

  

・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

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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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、連結子会社である欧南芭（香港）有限公司は、平成21年５月に20,000千HK$の増資を行ったた

め、同社は特定子会社に該当することとなりました。 
  

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。 

  

該当事項はありません。 

  

追加情報 

該当事項はありません。 

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)

(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

(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
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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21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,172,083 5,090,926

受取手形及び売掛金 4,969,543 5,917,246

商品及び製品 1,352,735 1,506,742

原材料及び貯蔵品 2,384,723 2,457,511

仕掛品 441,782 390,644

繰延税金資産 191,599 161,190

その他 524,703 541,923

貸倒引当金 △5,072 △5,842

流動資産合計 15,032,097 16,060,342

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,129,278 4,064,313

減価償却累計額及び減損損失累計額 △2,867,804 △2,814,018

建物及び構築物（純額） 1,261,473 1,250,295

機械装置及び運搬具 5,022,023 4,825,603

減価償却累計額及び減損損失累計額 △3,685,843 △3,521,632

機械装置及び運搬具（純額） 1,336,180 1,303,970

土地 1,240,045 1,231,212

建設仮勘定 8,475 16,646

その他 1,103,761 1,069,607

減価償却累計額及び減損損失累計額 △811,782 △784,278

その他（純額） 291,979 285,329

有形固定資産合計 4,138,154 4,087,454

無形固定資産 136,857 134,483

投資その他の資産   

投資有価証券 883,454 698,523

長期貸付金 1,925 2,533

繰延税金資産 268,347 315,134

その他 343,817 316,426

投資その他の資産合計 1,497,544 1,332,617

固定資産合計 5,772,555 5,554,554

資産合計 20,804,653 21,614,896
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,985,630 3,712,074

短期借入金 3,018,791 2,842,097

未払法人税等 68,123 79,141

賞与引当金 171,777 118,145

その他 698,040 762,780

流動負債合計 6,942,363 7,514,240

固定負債   

社債 400,000 400,000

長期借入金 2,561,982 3,039,505

繰延税金負債 14,364 14,830

退職給付引当金 220,172 212,434

その他 99,702 100,839

固定負債合計 3,296,222 3,767,610

負債合計 10,238,586 11,281,850

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,318,539 2,318,539

資本剰余金 2,035,319 2,035,319

利益剰余金 5,789,449 5,934,849

自己株式 △11,665 △11,654

株主資本合計 10,131,643 10,277,053

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 20,364 △45,027

為替換算調整勘定 △785,263 △1,024,487

評価・換算差額等合計 △764,899 △1,069,514

少数株主持分 1,199,322 1,125,506

純資産合計 10,566,067 10,333,046

負債純資産合計 20,804,653 21,614,896
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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）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
  至 平成21年６月30日) 

売上高 7,951,495 4,754,747

売上原価 6,299,110 3,787,030

売上総利益 1,652,385 967,716

販売費及び一般管理費 1,402,023 1,076,222

営業利益又は営業損失（△） 250,362 △108,505

営業外収益   

受取利息 9,596 3,496

受取配当金 8,620 5,244

設備賃貸料 4,309 2,888

為替差益 － 53,511

スクラップ売却益 14,184 5,203

その他 15,852 24,780

営業外収益合計 52,563 95,123

営業外費用   

支払利息 26,586 28,102

為替差損 146,943 －

持分法による投資損失 2,849 3,568

その他 16,853 12,569

営業外費用合計 193,231 44,240

経常利益又は経常損失（△） 109,693 △57,622

特別利益   

固定資産売却益 763 467

過年度関税還付金 － 32,092

特別利益合計 763 32,560

特別損失   

固定資産処分損 551 949

関係会社整理損 － 18,738

関係会社株式評価損 － 25,547

特別損失合計 551 45,235

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

109,904 △70,297

法人税、住民税及び事業税 49,291 29,559

法人税等調整額 40,722 △18,583

法人税等合計 90,013 10,975

少数株主利益又は少数株主損失（△） △20,793 14,233

四半期純利益又は四半期純損失（△） 40,683 △95,507
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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）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
  至 平成21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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

109,904 △70,297

減価償却費 142,024 130,296

持分法による投資損益（△は益） 2,849 3,568

固定資産売却損益（△は益） △763 △467

固定資産処分損益（△は益） 551 949

関係会社整理損 － 18,738

関係会社株式評価損 － 25,547

貸倒引当金の増減額（△は減少） △438 △1,008

賞与引当金の増減額（△は減少） 85,634 51,862

退職給付引当金の増減額（△は減少） 26,989 5,002

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 △8,740

支払利息 26,586 28,102

売上債権の増減額（△は増加） △334,189 1,071,347

たな卸資産の増減額（△は増加） △389,827 283,041

仕入債務の増減額（△は減少） 1,523,869 △868,117

その他 364,437 △186,177

小計 1,324,015 483,648

利息及び配当金の受取額 18,217 8,740

利息の支払額 △28,444 △26,122

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △231,545 63,404

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,082,243 529,671

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 △25,858

有形固定資産の売却による収入 68,488 11,299

投資有価証券の取得による支出 △4,826 △99,644

投資有価証券の償還による収入 100,000 －

その他 △42,084 △22,500

投資活動によるキャッシュ・フロー △145,090 △136,704

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 △247,563

長期借入れによる収入 433,276 2,807

長期借入金の返済による支出 △373,272 △135,649

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 △10

配当金の支払額 △65,401 △49,365

その他 － △2,170

財務活動によるキャッシュ・フロー △325,989 △431,951

現金及び現金同等物に係る換算差額 △213,871 120,077

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 397,291 81,091

現金及び現金同等物の期首残高 4,595,445 4,870,696

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,992,736 4,951,788

－8－

オーナンバ株式会社(5816)　平成22年３月期　第１四半期決算短信



該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21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。 

  

前第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。 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

  

 
(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、ベトナム 

  

前第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) 

  

 
(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 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

１ 事業の種類別セグメント情報

２ 所在地別セグメント情報

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

2,621,940 778,277 668,624 685,904 4,754,747 ― 4,754,747

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

1,426,582 1,847 48,386 1,379,798 2,856,614 (2,856,614) ―

計 4,048,523 780,125 717,011 2,065,702 7,611,362 (2,856,614) 4,754,747

 営業利益又は 
 営業損失(△)

△143,647 9,395 21,346 △57,574 △170,480 61,975 △108,505

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
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当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

  

 
(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、ベトナム 

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。 

  

前第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) 

  

 
(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。 

  

該当事項はありません。 

  

３ 海外売上高

ヨーロッパ 北米
アジア

(日本を除く)
計

Ⅰ 海外売上高(千円) 778,277 668,624 685,904 2,132,805

Ⅱ 連結売上高(千円) 4,754,747

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

16.4 14.1 14.4 44.9

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

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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