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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年12月31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 ％

23年3月期第3四半期 24,682 37.1 1,556 151.0 1,501 114.9 1,181 194.4
22年3月期第3四半期 18,000 △27.2 620 △33.0 698 △10.3 401 66.6

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3四半期 94.34 94.29
22年3月期第3四半期 32.17 32.11

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3四半期 25,224 11,959 42.7 858.85
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3四半期  10,759百万円 22年3月期  10,052百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

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）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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

通期 31,700 23.9 1,700 62.5 1,550 28.9 1,200 61.2 95.79



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結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 

（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。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
・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。 

※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。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「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。）

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） 23年3月期3Q 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3Q  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3Q 12,526,793株 22年3月期3Q  12,472,927株
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当第３四半期連結累計期間における当社グループの経営環境は、日本国内における家電製品のエコポ

イント付与、太陽光発電の余剰電力の買い取り制度の導入などの政策投資効果や欧米における太陽光発

電の需要の増加など良好な状況でした。この状況に対応すべく、当社グループは主にベトナムの生産拠

点の能力を増強し、需要の増加に対応してまいりました。 

その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は、24,682百万円（前年同四半期連結累計期間比

37.1％増）となりました。利益面におきましては、売上増加と 適地生産の推進により営業利益1,556

百万円（前年同四半期連結累計期間比151.0％増）、経常利益1,501百万円（前年同四半期連結累計期間

比114.9％増）、四半期純利益1,181百万円（前年同四半期連結累計期間比194.4％増）を計上すること

ができました。 

  

①資産、負債、純資産の状況 

資産合計は、25,224百万円（前連結会計年度末比1,940百万円増）となりました。受注の増加に伴

い、受取手形及び売掛金が1,699百万円、たな卸資産が402百万円増加しましたが、現金及び預金が347

百万円減少しました。 

負債合計は、13,265百万円（前連結会計年度末比1,238百万円増）となりました。受注の増加に伴

い、支払手形及び買掛金が1,229百万円増加しました。 

純資産合計は、11,959百万円（前連結会計年度末比701百万円増）となりました。主な増減内容は、

利益剰余金の増加1,081百万円、為替換算調整勘定の減少360百万円であります。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は4,832百万円となり、前連結会計年度末

に比べて347百万円減少しました。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第３四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３四半期連結累計期

間の1,825百万円に対し、885百万円となりました。売上債権の増加2,014百万円、たな卸資産の増加665

百万円、仕入債務の増加1,585百万円、税金等調整前当期純利益1,424百万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３四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３四半期連結累計期

間のマイナス127百万円に対し、マイナス825百万円となりました。有形固定資産の取得563百万円、投

資有価証券の取得305百万円、投資有価証券の償還100百万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３四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３四半期連結累計期

間のマイナス1,160百万円に対し、マイナス229百万円となりました。有利子負債の純減109百万円、配

当金の支払100百万円があったこと等によります。 

  

今後の見通しについては、エコポイントの終了による家電製品向けの需要の減退や資材価格の上昇、

円高の進行等厳しい経営環境が続くものと予想されますので、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を据え置きます。 

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３四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３四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29百万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36百万円であります。 

  

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３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 5,052,512 5,400,039

受取手形及び売掛金 8,892,806 7,193,798

商品及び製品 1,600,789 1,228,291

仕掛品 464,409 392,710

原材料及び貯蔵品 2,880,681 2,922,105

繰延税金資産 221,110 189,510

その他 457,130 465,507

貸倒引当金 △37,556 △1,848

流動資産合計 19,531,882 17,790,114

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 3,714,004 3,643,677

減価償却累計額及び減損損失累計額 △2,689,432 △2,628,308

建物及び構築物（純額） 1,024,571 1,015,369

機械装置及び運搬具 4,376,659 4,460,196

減価償却累計額及び減損損失累計額 △3,131,269 △3,214,420

機械装置及び運搬具（純額） 1,245,390 1,245,775

土地 1,169,154 1,178,167

建設仮勘定 1,410 26,677

その他 1,150,062 1,206,500

減価償却累計額及び減損損失累計額 △827,174 △826,154

その他（純額） 322,888 380,345

有形固定資産合計 3,763,415 3,846,335

無形固定資産 170,648 134,748

投資その他の資産

投資有価証券 1,184,665 1,003,122

長期貸付金 710 1,305

繰延税金資産 216,444 217,224

その他 357,819 291,031

貸倒引当金 △1,200 －

投資その他の資産合計 1,758,439 1,512,683

固定資産合計 5,692,502 5,493,767

資産合計 25,224,384 23,283,882
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 6,607,815 5,378,059

短期借入金 1,793,288 2,451,049

未払法人税等 96,580 119,847

賞与引当金 151,919 115,679

役員賞与引当金 30,000 21,000

その他 875,289 742,243

流動負債合計 9,554,893 8,827,879

固定負債

社債 400,000 400,000

長期借入金 2,883,102 2,405,416

繰延税金負債 13,408 13,310

退職給付引当金 212,828 202,953

資産除去債務 36,224 －

その他 164,550 176,565

固定負債合計 3,710,114 3,198,246

負債合計 13,265,007 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 7,682,635 6,601,113

自己株式 △7,881 △9,175

株主資本合計 12,039,102 10,955,806

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △6,117 9,944

為替換算調整勘定 △1,273,428 △913,374

評価・換算差額等合計 △1,279,545 △903,430

少数株主持分 1,199,820 1,205,380

純資産合計 11,959,377 11,257,756

負債純資産合計 25,224,384 23,283,882
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(2) 四半期連結損益計算書

【第３四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

売上高 18,000,233 24,682,281

売上原価 13,887,939 19,238,555

売上総利益 4,112,293 5,443,726

販売費及び一般管理費 3,492,103 3,887,226

営業利益 620,190 1,556,499

営業外収益

受取利息 11,712 9,102

受取配当金 13,956 14,992

設備賃貸料 11,528 19,168

為替差益 55,137 －

持分法による投資利益 － 1,656

スクラップ売却益 23,897 36,268

その他 90,250 122,700

営業外収益合計 206,483 203,889

営業外費用

支払利息 80,541 57,201

為替差損 － 92,130

持分法による投資損失 2,188 －

その他 45,327 109,474

営業外費用合計 128,057 258,806

経常利益 698,616 1,501,581

特別利益

固定資産売却益 44,412 4,234

投資有価証券売却益 － 3,605

過年度関税還付金 35,440 －

その他 － 174

特別利益合計 79,852 8,014

特別損失

固定資産処分損 23,198 48,898

工場再編費用 15,800 －

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 － 28,372

その他 11,281 8,058

特別損失合計 107,040 85,330

税金等調整前四半期純利益 671,427 1,424,266

法人税、住民税及び事業税 188,342 170,032

法人税等調整額 23,594 △6,262

法人税等合計 211,936 163,770

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,260,496

少数株主利益 58,140 78,767

四半期純利益 401,350 1,181,729
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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３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31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 671,427 1,424,266

減価償却費 409,439 415,518

持分法による投資損益（△は益） 2,188 △1,656

固定資産売却損益（△は益） △44,412 △4,234

固定資産処分損益（△は益） 23,198 48,898

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 28,372

関係会社株式評価損 34,999 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,016 39,490

賞与引当金の増減額（△は減少） △5,954 42,332

退職給付引当金の増減額（△は減少） △14,142 15,886

受取利息及び受取配当金 △25,669 △24,094

支払利息 80,541 57,201

売上債権の増減額（△は増加） △1,024,687 △2,014,108

たな卸資産の増減額（△は増加） △10,847 △665,345

仕入債務の増減額（△は減少） 1,801,085 1,585,717

その他 △136,055 193,277

小計 1,760,095 1,141,521

利息及び配当金の受取額 25,669 25,242

利息の支払額 △79,092 △58,264

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 118,602 △223,220

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,825,274 885,278

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 △244,542 △563,515

有形固定資産の売却による収入 363,247 43,770

投資有価証券の取得による支出 △308,460 △305,312

投資有価証券の償還による収入 100,000 100,150

その他 △37,350 △100,531

投資活動によるキャッシュ・フロー △127,105 △825,439

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） △767,344 △286,366

長期借入れによる収入 210,673 800,000

長期借入金の返済による支出 △494,088 △622,921

自己株式の売却による収入 3,550 1,775

自己株式の取得による支出 △84 －

配当金の支払額 △73,667 △100,207

少数株主への配当金の支払額 △15,968 △8,745

その他 △23,451 △12,958

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,160,381 △229,424

現金及び現金同等物に係る換算差額 31,742 △177,990

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 569,529 △347,574

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 5,440,225 4,832,169
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該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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

9,396,476 2,592,548 3,439,392 2,571,815 18,000,233 ― 18,000,233

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

6,019,404 1,920 49,004 5,376,828 11,447,158 (11,447,158) ―

計 15,415,881 2,594,469 3,488,397 7,948,644 29,447,392 (11,447,158) 18,000,233

 営業利益 151,272 127,517 202,389 163,879 645,059 (24,869) 620,190

【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) 2,592,548 3,439,392 2,571,815 8,603,756

Ⅱ 連結売上高(千円) 18,000,233

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

14.4 19.1 14.3 47.8

オーナンバ株式会社（5816）　平成23年３月期　第３四半期決算短信

― 8 ―



  

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３四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31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 13,212,764 2,959,795 3,565,505 4,944,215 24,682,281 24,682,281

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

6,775,276 4,252 1,989 7,325,727 14,107,247 14,107,247

計 19,988,041 2,964,048 3,567,495 12,269,943 38,789,528 38,789,528

セグメント利益 698,348 220,635 272,393 403,148 1,594,526 1,594,526

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 1,594,526

セグメント間取引消去 △38,026

四半期連結損益計算書の営業利益 1,556,499

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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