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1. 平成23年３月期第２四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年９月30日）

 (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 ％

23年３月期第２四半期 16,322 50.8 905 686.9 834 372.2 668 939.4

22年３月期第２四半期 10,822 △33.4 115 △76.7 176 △63.7 64 △61.8

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

23年３月期第２四半期 53.33 53.31

22年３月期第２四半期 5.15 5.14

 (2) 連結財政状態

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

23年３月期第２四半期 24,168 11,508 42.7 824.64

22年３月期 23,283 11,257 43.2 802.73

(参考) 自己資本 23年３月期第２四半期 10,330百万円 22年３月期 10,052百万円

2. 配当の状況

年間配当金

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

22年３月期 ― 2.00 ― 3.00 5.00

23年３月期 ― 5.00

23年３月期(予想) ― 5.00 10.00

3. 平成23年３月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日）
(％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 31,700 23.9 1,700 62.5 1,550 28.9 1,200 61.2 95.79



  

 

 

 
(4) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

  

・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算

短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していませ

ん。 

  

・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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半

期決算短信（添付資料）２ページ「1.当四半期の連結業績等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」をご覧ください。 
  
  

  
  
  

4. その他（詳細は【添付資料】P.3「2.その他の情報」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

  新規  ― 社 (            )  除外  ― 社 (            )

 (注) 当四半期会計期間における連結の範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

 (注) 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の有無となります。

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

 ② ①以外の変更 ： 無

 (注) 「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、表示方法等の変更の有無となります。

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年３月期２Ｑ 12,558,251株 22年３月期 12,558,251株

② 期末自己株式数 23年３月期２Ｑ 30,458株 22年３月期 35,458株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期２Ｑ 12,526,365株 22年３月期２Ｑ 12,473,684株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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※ 当社は、以下のとおり投資家向け説明会を開催する予定です。この説明会で配布する資料に

ついては、速やかに当社ホームページで掲載する予定です。 

・平成22年11月17日（水）・・・・・・機関投資家・アナリスト向け決算説明会 

  

※ 上記説明会のほかにも、当社では、個人投資家の皆様向けに適宜、事業・業績に関する説明

会を開催しています。開催の予定等については、当社ホームページをご確認ください。 

  

○添付資料の目次
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当第２四半期連結累計期間における当社グループの経営環境は、政策投資の実施により日米欧の各国

で太陽光発電の需要が伸びたこと、及び日本国内の家電の需要が伸びたことから、当社グループの製品

である太陽光発電配線ユニット及び民生用ワイヤーハーネスの受注が大幅に伸びました。 

このような状況から、当第２四半期連結累計期間の売上高は、16,322百万円（前年同四半期連結累計

期間比50.8％増）となり、その結果、利益面におきましても、営業利益905百万円（前年同四半期連結

累計期間比686.9％増）、経常利益834百万円（前年同四半期連結累計期間比372.2％増）、四半期純利

益668百万円（前年同四半期連結累計期間比939.4％増）と改善いたしました。 

  

①資産、負債、純資産の状況 

資産合計は、24,168百万円（前連結会計年度末比884百万円増）となりました。受注の増加に伴い、

受取手形及び売掛金が1,586百万円、たな卸資産が310百万円増加しましたが、現金及び預金が1,066百

万円減少しました。 

負債合計は、12,660百万円（前連結会計年度末比633百万円増）となりました。受注の増加に伴い、

支払手形及び買掛金が871百万円増加しましたが、有利子負債が387百万円減少しました。 

純資産合計は、11,508百万円（前連結会計年度末比250百万円増）となりました。主な増減内容は、

利益剰余金の増加630百万円、為替換算調整勘定の減少296百万円であります。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は4,113百万円となり、前連結会計年度末

に比べて1,066百万円減少しました。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四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２四半期連結累計期

間の814百万円に対し、104百万円となりました。売上債権の増加1,776百万円、たな卸資産の増加511百

万円、仕入債務の増加1,126百万円、税金等調整前当期純利益767百万円が主な要因であります。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四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２四半期連結累計期

間のマイナス92百万円に対し、マイナス590百万円となりました。有形固定資産の取得376百万円、投資

有価証券の取得300百万円、投資有価証券の償還99百万円が主な要因であります。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四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２四半期連結累計期

間のマイナス857百万円に対し、マイナス410百万円となりました。有利子負債の純減353百万円、配当

金の支払37百万円があったこと等によります。 

  

平成23年３月期の連結業績予想につきましては、平成22年10月25日に公表いたしました「業績予想及

び配当予想の修正に関するお知らせ」より変更はありません。 

  

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(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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該当事項はありません。 

  

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第２四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。 

  

(「資産除去債務に関する会計基準」等の適用) 

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20

年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平

成20年３月31日）を適用しております。 

この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益は

それぞれ0百万円減少し、税金等調整前四半期純利益は28百万円減少しております。 

また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は35百万円であります。 

  

該当事項はありません。 

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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3. 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2四半期連結会計期間末
(平成22年９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22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,334,031 5,400,039

受取手形及び売掛金 8,780,566 7,193,798

商品及び製品 1,314,040 1,228,291

仕掛品 477,131 392,710

原材料及び貯蔵品 3,062,667 2,922,105

繰延税金資産 235,122 189,510

その他 375,917 465,507

貸倒引当金 △34,429 △1,848

流動資産合計 18,545,048 17,790,114

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 3,716,233 3,643,677

減価償却累計額及び減損損失累計額 △2,671,513 △2,628,308

建物及び構築物（純額） 1,044,719 1,015,369

機械装置及び運搬具 4,439,440 4,460,196

減価償却累計額及び減損損失累計額 △3,207,936 △3,214,420

機械装置及び運搬具（純額） 1,231,503 1,245,775

土地 1,173,521 1,178,167

建設仮勘定 4,223 26,677

その他 1,144,093 1,206,500

減価償却累計額及び減損損失累計額 △819,913 △826,154

その他（純額） 324,179 380,345

有形固定資産合計 3,778,148 3,846,335

無形固定資産 141,903 134,748

投資その他の資産

投資有価証券 1,111,179 1,003,122

長期貸付金 940 1,305

繰延税金資産 245,192 217,224

その他 346,048 291,031

投資その他の資産合計 1,703,361 1,512,683

固定資産合計 5,623,413 5,493,767

資産合計 24,168,461 23,283,882
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（単位：千円）

当第2四半期連結会計期間末
(平成22年９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22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 6,249,808 5,378,059

短期借入金 1,736,537 2,451,049

未払法人税等 59,887 119,847

賞与引当金 157,928 115,679

役員賞与引当金 18,000 21,000

その他 887,179 742,243

流動負債合計 9,109,341 8,827,879

固定負債

社債 400,000 400,000

長期借入金 2,732,323 2,405,416

繰延税金負債 11,830 13,310

退職給付引当金 212,625 202,953

資産除去債務 35,978 －

その他 158,014 176,565

固定負債合計 3,550,772 3,198,246

負債合計 12,660,113 12,026,125

純資産の部

株主資本

資本金 2,323,059 2,323,059

資本剰余金 2,041,289 2,040,807

利益剰余金 7,231,603 6,601,113

自己株式 △7,881 △9,175

株主資本合計 11,588,071 10,955,806

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △46,768 9,944

為替換算調整勘定 △1,210,355 △913,374

評価・換算差額等合計 △1,257,123 △903,430

少数株主持分 1,177,400 1,205,380

純資産合計 11,508,347 11,257,756

負債純資産合計 24,168,461 23,283,882

オーナンバ株式会社(5816)　平成23年３月期　第２四半期決算短信

― 5 ―



(2) 四半期連結損益計算書

【第２四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

売上高 10,822,055 16,322,514

売上原価 8,446,191 12,835,560

売上総利益 2,375,863 3,486,954

販売費及び一般管理費 2,260,784 2,581,436

営業利益 115,079 905,517

営業外収益

受取利息 8,729 6,903

受取配当金 7,409 7,809

設備賃貸料 6,402 12,778

為替差益 73,766 －

持分法による投資利益 － 2,628

スクラップ売却益 10,931 23,339

その他 44,989 83,499

営業外収益合計 152,229 136,958

営業外費用

支払利息 58,461 38,093

為替差損 － 96,897

持分法による投資損失 4,881 －

その他 27,221 72,914

営業外費用合計 90,564 207,905

経常利益 176,743 834,570

特別利益

固定資産売却益 44,251 2,294

投資有価証券売却益 － 3,418

貸倒引当金戻入額 307 －

過年度関税還付金 34,130 －

特別利益合計 78,689 5,712

特別損失

固定資産処分損 3,138 37,823

工場再編費用 12,936 －

関係会社整理損 21,760 －

関係会社株式評価損 34,999 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 28,199

その他 11,386 6,397

特別損失合計 84,222 72,420

税金等調整前四半期純利益 171,211 767,863

法人税、住民税及び事業税 53,216 115,176

法人税等調整額 21,898 △36,179

法人税等合計 75,114 78,996

少数株主損益調整前四半期純利益 － 688,867

少数株主利益 31,826 20,808

四半期純利益 64,270 668,058
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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２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９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 171,211 767,863

減価償却費 286,665 294,408

持分法による投資損益（△は益） 4,881 △2,628

固定資産売却損益（△は益） △49,878 △2,294

固定資産処分損益（△は益） 3,138 37,823

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 28,199

工場再編費用 12,590 －

関係会社株式評価損 34,999 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,936 33,747

賞与引当金の増減額（△は減少） 11,717 45,080

退職給付引当金の増減額（△は減少） △22,825 △3,550

受取利息及び受取配当金 △16,139 △14,712

支払利息 58,461 38,093

売上債権の増減額（△は増加） 1,583 △1,776,571

たな卸資産の増減額（△は増加） 312,038 △511,371

仕入債務の増減額（△は減少） △21,571 1,126,929

その他 △148,549 261,682

小計 635,387 322,699

利息及び配当金の受取額 16,139 12,536

利息の支払額 △55,453 △37,983

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 218,856 △192,783

営業活動によるキャッシュ・フロー 814,930 104,469

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 △192,317 △376,556

有形固定資産の売却による収入 339,636 39,842

投資有価証券の取得による支出 △204,264 △300,726

投資有価証券の償還による収入 － 99,963

その他 △35,528 △52,869

投資活動によるキャッシュ・フロー △92,473 △590,347

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） △594,969 △289,263

長期借入れによる収入 210,670 539,700

長期借入金の返済による支出 △404,872 △604,032

自己株式の売却による収入 1,775 1,775

自己株式の取得による支出 △21 －

配当金の支払額 △49,130 △37,568

少数株主への配当金の支払額 △15,734 △8,745

その他 △4,790 △12,581

財務活動によるキャッシュ・フロー △857,072 △410,716

現金及び現金同等物に係る換算差額 122,254 △169,462

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △12,360 △1,066,056

現金及び現金同等物の期首残高 4,870,696 5,179,744

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,858,335 4,113,687
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該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９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２四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年９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２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９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。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

【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

5,796,148 1,645,982 1,870,140 1,509,783 10,822,055 ― 10,822,055

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

3,376,120 1,884 49,319 3,130,052 6,557,377 (6,557,377) ―

計 9,172,269 1,647,866 1,919,460 4,639,835 17,379,432 (6,557,377) 10,822,055

 営業利益 △79,037 27,981 87,599 44,117 80,660 34,418 115,079

【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) 1,645,982 1,870,140 1,509,783 5,025,905

Ⅱ 連結売上高(千円) 10,822,055

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

15.2 17.3 14.0 46.4
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第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号
平成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適
用指針第20号 平成20年３月21日）を適用しております。 

  

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務諸表が入手可能で
あり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となって
いるものであります。 
当社グループは、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。国内において

は当社及び連結子会社であるアスレ電器株式会社が、専ら製品の加工を国内連結子会社及び海外連結子
会社に委託し、仕入れた製品を国内の得意先に販売しております。また、海外においては、販売・製造
の機能を併せ持つ海外連結子会社及び持分法適用関連会社が、自社で製造した製品及び海外連結子会社
より仕入れた製品を海外の得意先に販売しております。 
以上を踏まえ、当社グループの報告セグメントは、生産・販売体制を基礎とし、地理的近接度、経済

活動の類似性、事業活動の相互関連性を鑑み、「日本」、「ヨーロッパ」、「北米」、「アジア（日本
を除く）」の４つとしております。 

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日) 

 
  

 
  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

【セグメント情報】

（追加情報）

１．報告セグメントの概要

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

報告セグメント

合計

日本 ヨーロッパ 北米
アジア（日本
を除く）

計

売上高

  外部顧客への売上高 8,767,638 1,930,149 2,327,052 3,297,674 16,322,514 16,322,514

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

4,645,703 2,352 1,045 4,671,995 9,321,097 9,321,097

計 13,413,341 1,932,502 2,328,098 7,969,670 25,643,612 25,643,612

セグメント利益 439,625 175,933 130,539 173,304 919,403 919,403

３．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差

額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 919,403

セグメント間取引消去 △13,885

四半期連結損益計算書の営業利益 905,517

４．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(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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