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1.  平成23年3月期の連結業績（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 

（注）平成23年３月期から連結財務諸表の作成を始めたため、平成22年３月期の数値は記載していません。 

(2) 連結財政状態 

（注）平成23年３月期から連結財務諸表の作成を始めたため、平成22年３月期の数値は記載していません。 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

（注）平成23年３月期から連結財務諸表の作成を始めたため、平成22年３月期の数値は記載していません。  

(1) 連結経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期 4,785 ― △102 ― △23 ― △736 ―
22年3月期 ― ― ― ― ― ― ― ―

（注）包括利益 23年3月期 △862百万円 （―％） 22年3月期 ―百万円 （―％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利益

率 総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

23年3月期 △189.15 ― △29.2 △0.3 △2.1
22年3月期 ― ― ― ― ―

（参考） 持分法投資損益 23年3月期  147百万円 22年3月期  ―百万円

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 7,005 2,072 29.6 536.09
22年3月期 ― ― ― ―

（参考） 自己資本   23年3月期  2,072百万円 22年3月期  ―百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

23年3月期 43 △651 △625 1,529
22年3月期 ― ― ― ―

2.  配当の状況 

 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

22年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
23年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
24年3月期(予想) ― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期(累計) 1,905 △23.8 △134 ― △165 ― 93 ― 23.98
通期 4,301 △10.1 △154 ― △215 ― 42 ― 10.94



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) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）詳細は、添付資料Ｐ．15「(7) 追加情報」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 4,605,760 株 22年3月期 4,605,760 株
② 期末自己株式数 23年3月期 740,126 株 22年3月期 647,126 株
③ 期中平均株式数 23年3月期 3,891,326 株 22年3月期 4,022,577 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成23年3月期の個別業績（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期 4,785 △13.3 △102 ― △171 ― △889 ―
22年3月期 5,516 △20.7 △317 ― △373 ― △510 ―

1株当たり当期純利益 潜在株式調整後1株当たり当期純
利益

円 銭 円 銭

23年3月期 △228.55 ―
22年3月期 △126.91 ―

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 6,910 1,977 28.6 511.54
22年3月期 8,916 2,962 33.2 748.31

（参考） 自己資本 23年3月期  1,977百万円 22年3月期  2,962百万円

2.  平成24年3月期の個別業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
 この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく連結財務諸表の監査手続が実施中です。 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 （将来に関する記述等についてのご注意） 
 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当たっての注意事項等については、添付資
料Ｐ．２「１． 経営成績」をご覧ください。 
 
 （決算補足説明資料の入手方法について） 
 決算補足説明資料は決算説明会開催（平成23年５月24日予定）後、速やかに当社ホームページに掲載いたします。 

売上高 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 ％ 円 銭

第2四半期(累計) 1,905 △23.8 △165 ― 93 ― 23.98
通期 4,301 △10.1 △225 ― 32 ― 8.37
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 当社は、第１四半期にシンガポール証券取引所（ＳＧＸ）メインボード（市場一部に相当）上場のFischer Tech 

Ltd.（以下「ＦＴ社」）の行った第三者割当増資を引き受け、当社の持分法適用関連会社といたしました。また、従

来から当社企業集団の構成要員であった子会社OSK INTERNATIONAL (H.K.) LIMITED を第１四半期から連結子会社と

し、連結財務諸表を作成しています。 

  

(1）経営成績に関する分析  

 当連結会計年度におけるわが国経済は、政府の経済対策の効果や外需により回復基調が見られましたが、依然とし

て厳しい雇用情勢や円高の進行、エコカー補助金・エコポイントの終了等により、景気の持ち直しの動きは鈍化して

います。また本年３月に発生した東日本大震災の影響が今後経済に与える影響が懸念されています。 

 当社グループの主要顧客先である家電、自動車業界においては、今夏の猛暑の影響やエコポイント、エコカー補助

金により当初好調に推移しましたが、エコポイント等の縮小・廃止後は需要の反動減が見られ、買い替え需要が一巡

したことや震災の影響により、今後も国内需要の低迷が予想されています。 

 このような経営環境下、当社は2009年の旧栃木工場休止（栃木県栃木市）に続き2011年１月に旧西方工場と旧栃木

ＣＲ工場を統合し、新「栃木工場」（栃木県上都賀郡西方町）に生産拠点の集約化を図りました。さらに役員数及び

役員報酬の削減、早期希望退職の実施等販売管理費及び製造原価領域の低減に取り組んでまいりました。 

 また、ＦＴ社の中国、タイ、マレーシアの各拠点に当社社員を出向させ、当社の独自技術ＲＨＣＭによる生産のグ

ローバル対応力の強化に努めてまいりました。 

 これらの諸施策や提案営業により自動車部品や携帯スマートフォン等で新規顧客を獲得するなど売上高は第３四半

期までは当初見込みどおりに推移しましたが、第４四半期に円高やエコポイントの縮小等の影響を受け、大手顧客の

ＴＶ生産拠点が海外へ移転したことやスマートフォンメーカーの部品調達の海外への転換等により第４四半期に売上

が大きく落ち込みました。 

 これにより、当連結会計年度におきましては、売上高47億85百万円、営業損失１億２百万円、経常損失23百万円と

なりました。 終損益は栃木工場の固定資産の減損損失６億34百万円、早期希望退職者への早期割増退職金１億31百

万円を特別損失に計上したことなどから当期純損失は７億36百万円となりました。 

 この結果、当社グループは３期連続で営業損失を計上したことや、売上高の著しい減少などから継続企業の前提に

関する重要な疑義が生じるに至りました。このような状況に対し、当社グループは全社一丸となって対応策を講じ、

迅速に当該事象を解消していく所存です。 

 継続企業の前提に関する事項及びその改善策の詳細につきましては、後記「(5）継続企業の前提に関する重要事象

等」及び本日別途開示の「中期経営計画に関するお知らせ」をご覧ください。 

 なお、各セグメント別の状況は次のとおりです。 

  

① 成形品セグメント 

 成形品セグメントとは、主に当社の製造加工設備など有形固定資産を駆使し、エンジニアリング・プラスチック

の射出成形を構成要素に含む自動車部品、医療・食品容器、家電、エレクトロニクス部品などの設計開発からサプ

ライチェーンマネジメントまでのバリューチェーンを含む全体又は一部を受託し、量産供給するビジネスモデルで

す。 

 本セグメントの日本国内主要製品はエアコン、薄型ＴＶ、自動車部品、医療・食品容器等であり、また、海外か

らの輸入商品は自動車部品等です。 

 本セグメントにおいては、早期希望退職や工場統合による生産拠点の集約化により、国内での固定費削減を図る

一方、ＦＴ社の各拠点へＲＨＣＭ設備の新増設等生産のグローバル対応力の強化に努めてまいりました。 

 当連結会計年度においては、エアコン部品の売上がエコポイントや猛暑の影響等により、食品容器が生産体制の

増強によりそれぞれ増加し、ＦＴ社からの輸入による自動車部品やカメラ部品も増加しました。 

 しかしながら、大手顧客のＴＶの生産拠点が海外へ移転したこと等による売上の減少額がこれを上回り、ＦＴ社

ではＴＶキャビネットを受注することのできる製造設備を保有していない等の理由もあり、第４四半期は大幅な落

ち込みになりました。 

 この結果、本セグメントの売上高は43億16百万円、セグメント利益３億50百万円となりました。 

 なお、本セグメントの売上高の減少を受けて、栃木工場で工場建物や製造設備等の固定資産の収益性低下が認め

られたため、減損損失６億34百万円を特別損失に計上しています。 

  

② 金型・技術セグメント 

 金型・技術セグメントとは、主に当社の特許、ノウハウ等の産業財産権を駆使した成果を、金型や金型温調装置

といった有形の商品に表現したり、ライセンス料やソフトウェア収入といった無形のサービスに表現することで、

顧客のニーズに対応するビジネスモデルです。 

１．経営成績
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 本セグメントにおいても固定費削減に努め、2010年４月に樹脂成形周辺機器の大手メーカー株式会社松井製作所

と提携し、ＲＨＣＭ仕様の新型金型温調装置の製造と一部の販売をアウトソーシング化しました。また、2010年10

月には、超臨界発泡成形技術「MuCell」を保有する米国のTrexel, Inc.と提携し、ＲＨＣＭと組み合わせた技術

「Ｒ＆Ｍ技術」を使用した成形品を製造・販売する権利をライセンス供与することで、販売チャンネルの多様化を

図りました。これにより少ないリソースで、より多くのビジネス・チャンスが生まれています。 

 しかし、これらの売上を当社自身が計上するのではなく両社への販売委託を行い、当社はロイヤリティ収入のみ

を計上するケースが増えたため、本セグメントの売上高は４億68百万円、セグメント利益66百万円となりました。

  

※ 当連結会計年度より連結財務諸表を作成していますので、前期比については記載していません。 

※ 当連結会計年度より「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、成形品セグメント（従来の家電分野、エレクトロニクス分野、自動車分野、その他製品分野

に相当）及び金型・技術セグメント（従来の金型分野、ＥＲ分野に相当）の２つのセグメントで表示していま

す。 

  

(2）次期の見通し  

 当社グループは、2012年３月期より３ヵ年の中期経営計画を策定し開始しています。当計画期間中における経営方

針といたしまして、当社固有の技術開発力を活かし、主要顧客の領域を海外生産移転が進むエレクトロニクス分野か

ら自動車、医療機器、食品分野にシフトし、売上高を維持安定させてまいります。 

 2012年３月期は計画初年度にあり、埼玉県草加市の本社不動産の売却を予定し、本社機能を工場に一体化させ、

大限の効率化と統合効果を図ってまいります。 

 また、本社売却資金等により有利子負債を減少させ、総資産の圧縮を図り、財務の健全化を目指します。 

 次期の業績予想につきましては、売上高43億１百万円（当期比10.1％減）、営業損失１億54百万円（当期は営業損

失１億２百万円）、経常損失２億15百万円（当期は経常損失23百万円）を見込んでいますが、本社売却及びその他有

価証券の売却による特別利益を計上する見込であることから当期純利益42百万円（当期は当期純損失７億36百万円）

を見込んでいます。 

  

(3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当  

 当社は、持続的発展に必要な設備・技術開発投資への充当並びに財務基盤強化を図りつつ、一定の安定性の中で配

当性向も勘案し、株主還元を行ってまいります。 

 上記方針に基づき、当連結会計年度は、３期連続で当期純損失を計上することとなり、継続企業の前提に関する重

要な事象等が生じ、早急な事業の再建と財務基盤の安定を図る必要があることから無配当とさせていただきたく存じ

ます。また、次期の配当につきましても同様に無配当とさせていただきたく存じます。 

  

(4）財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況 

 当連結会計年度末における資産合計は70億５百万円となりました。この主な内訳としましては、現金及び預金15

億29百万円、売上債権14億21百万円、有形固定資産23億15百万円、関係会社株式７億16百万円です。 

 負債合計は49億33百万円となりました。その主な内訳としましては、仕入債務８億22百万円、有利子負債38億22

百万円です。 

 純資産合計は20億72百万円となりました。その内利益剰余金は、10億69百万円です。 

② キャッシュ・フローの状況 

 当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、15億29百万円となりました。 

 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 税金等調整前当期純損失７億46百万円、持分法による投資利益１億47百万円等の減少要因があったものの、減

価償却費３億20百万円、減損損失６億34百万円等の増加要因もあり、当連結会計年度において営業活動から得ら

れた資金は43百万円となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 シンガポール法人Fischer Tech Ltd.の第三者割当増資の引受けによる関係会社株式の取得による支出５億80

百万円、有形固定資産の取得による支出86百円等により、当連結会計年度において投資活動に使用した資金は６

億51百万円となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 短期借入金の純増加額１億円、長期借入れによる収入６億円の増加要因があったものの、長期借入金の返済を

13億円行ったこと等により、当連結会計年度において財務活動に用いた資金は６億25百万円となりました。 

 なお、当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは次のとおりです。 
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（キャッシュ・フロー関連指標の推移） 

自己資本比率：自己資本／総資産 
時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 
キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 
インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 
（注）１．いずれも連結ベースの財務数値により計算しています。 

２．当連結会計年度より連結財務諸表の作成を始めたため、2010年３月期以前の数値は記載していません。  
３．株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しています。 
４．キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しています。  
５．有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っているすべての負債を対象としています。  

  

(5) 継続企業の前提に関する重要事象等  

 当社グループは、連結財務諸表作成会社である小野産業株式会社の単体決算において前々事業年度において営業損

失291百万円、当期純損失432百万円を計上し、前事業年度において営業損失317百万円、当期純損失510百万円を計上

し、当事業年度におきましても、営業損失102百万円、当期純損失889百万円を計上したことにより、３期連続の営業

損失の計上という状況が存在しています。  

 また、前々事業年度において6,959百万円であった売上高は、前事業年度においては5,516百万円、当事業年度にお

いては4,785百万円となり、著しい売上高の減少という状況が存在しています。 

 連結決算についても同様に売上高4,785百万円、営業損失102百万円、当期純損失736百万円を計上しています。 

 このような３期連続の営業損失計上という状況並びに著しい売上高の減少という状況により、継続企業の前提に関

する重要な疑義が生じるに至りました。 

 このような状況下、当社グループは、以下の対応策を講じ、当該事象を解消する予定です。 

① 新たに策定した中期３ヵ年経営計画（第70期～第72期）によって変革と成長の推進を図ります。 

② 本年１月から実施の新生「栃木工場」への組織再編（旧西方工場と旧栃木ＣＲ工場の統合）により、製造原価領

域の競争力を更に向上させます。 

③ 本社不動産（埼玉県草加市）を売却し、本社機能の栃木工場（栃木県上都賀郡西方町）への移転集約を完了させ

ることで、販売管理費領域の競争力を改善します。 

④ 本社の栃木工場への移転集約により、製造・技術・品質・物流・販売・管理全ての機能を一拠点に統合させるこ

とで、経営効率の更なる迅速化を図ります。 

⑤ 自動車、医療・食品・その他セグメントの新旧顧客に対する、営業・技術組織体制を強化・拡充します。特に医

療分野においては、現在取引中の得意先との間で大型の新規案件に対する試作・開発が進行中であり、2013年３月

期以降から2014年３月期における営業利益の増大が見込まれます。 

⑥ 資金繰りについて 

ア．当面の厳しい事業環境を乗り越えるべく、メインバンクを中心に既存取引銀行と緊密な関係を維持しており、

継続的な支援を前提とした資金計画を構築し、必要資金の確保について綿密に連携中です。 

イ．本社不動産（埼玉県草加市）の売却による収入によって、当該不動産担保に見合う長期借入金を返済し、有利

子負債を軽減します。 

 しかしながら、これらの改善策は実施途上にあり、売上の回復は今後の受注動向や経済環境に左右されることか

ら、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。 

 なお、当社グループの連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実

性の影響を連結財務諸表に反映していません。 

  

当社グループは、当社（小野産業株式会社）、連結子会社１社（OSK INTERNATIONAL (H.K.) LIMITED）、持分法適用関

連会社１社（Fischer Tech Ltd.）により構成されており、プラスチック製品の製造・販売及び金型、金型温調機等装置

の販売・技術支援サービスの提供等を主な業務としています。 

  

  2007年3月期 2008年3月期 2009年3月期 2010年3月期 2011年3月期 

自己資本比率（％）  －  －  －  －  29.6

時価ベースの自己資本比率（％）  －  －  －  －  10.5

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年）  －  －  －  －  87.7

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）  －  －  －  －  0.4

２．企業集団の状況
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(1）会社の経営の基本方針 

 当社は、顧客への存在価値を向上させるべく、プラスチック加工領域における独自技術を開発し、その成果を広く

普及させることを通じて、株主・顧客・従業員への利益 大化を図ってまいります。同時に、社会の一員として法令

遵守に努め、環境負荷の低減にも積極的に取り組んでまいります。その概要は次のとおりです。 

① 企業競争力強化・技術集約型企業への推進 

 プラスチック加工領域における独自技術の開発と独自技術をベースとした高品位製品の量産技術の開発を進め

てまいります。一方で、他社との共同開発等を通じて他の加工技術との融合を図り、更なる差別化技術を開発し

てまいります。 

 同時に、独自技術であるＲＨＣＭ（高速ヒートサイクル成形）技術を核とした緩やかな連合体（ＲＨＣＭアラ

イアンス）形成を推進しており、アライアンス・パートナーとともにＲＨＣＭ製品の供給拠点をグローバルに構

築してまいります。   

   ② 人財の拡充、育成 

 様々な意識改善活動、業務目標達成計画、個人目標達成計画及び教育・研修プログラムを整合的に推進し、会

社・部門・個人のベクトルを調和させ、魅力ある会社づくりを図ってまいります。 

③ 社会性 

 経営・会計の透明性、環境問題を始めとして、企業の遵法性（社会性）が求められている中、当社は、社会の

一員として環境問題への取組、反社会的勢力排除に向けた体制の整備等全ての業務活動における遵法精神の重要

性の認識を高めてまいります。 

  

(2）目標とする経営指標 

 当社は、次の項目を経営指標としています。 

① フリー・キャッシュ・フロー 

 フリー・キャッシュ・フローを、持続的発展に必要な事業・設備・研究開発等の投資及びファイナンスを判断

する指標として利用しています。短期的には、フリー・キャッシュ・フローの 大化を目標としています。 

② ＲＯＡ（総資産営業利益率） 

 ＲＯＡを、総資産に対して効率的な経営がなされているか判断する指標として活用しています。本指標を通じ

て経営層が貸借対照表を継続的にウォッチすることにより、事業活動に不要不急な資産及びたな卸資産の削減に

役立てる他、株主への還元である自社株買いの判断にも利用しています。 

  

(3）中長期的な会社の経営戦略 

  当グループは、2012年３月期より３ヵ年の中期経営計画を策定し、開始しています。当計画期間中における経営方

針といたしまして、当社固有の技術開発力を活かし、主要顧客の領域を海外生産移転が進むエレクトロニクス分野か

ら自動車、医療機器、食品分野にシフトし、売上高を維持安定させてまいります。 

 また、特に自動車分野でニーズの高い、当社による国内での製品開発・立上げと関連会社ＦＴ社による海外での量

産とのシームレスな連携体制を構築してまいります。 

 当計画の初年度にあたる2012年３月期には、埼玉県草加市の本社不動産を売却し、本社機能を栃木工場に一体化さ

せます。先に統合した工場のみならず、生産・営業・技術・管理を含む全社機能を統合して効率化を図り、当計画期

間を通じて 大限の統合効果を図ってまいります。 

 さらに、本社売却資金を主たる原資として有利子負債を減少させ、総資産の圧縮を図り、財務の健全化を目指しま

す。 

  

(4）会社の対処すべき課題 

 当社グループは、３期連続の営業損失の計上及び著しい売上高の減少等により継続企業の前提に関する重要な疑義

が生じるに至りました。当該状況を早急に解消すべく新たに策定した中期３ヵ年経営計画により変革と成長の推進を

図り、収益性の改善と財務体質の強化を行ってまいります。 

 継続企業の前提に関する重要事象に関する状況及びその対応・改善策等の詳細につきましては、前記「１．経営成

績 (5) 継続企業の前提に関する重要事象等」に記載のとおりです。 

 また、中期３ヵ年経営計画につきましては、本日別途開示の「中期経営計画に関するお知らせ」をご覧ください。

  

３．経営方針
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

当連結会計年度 
(2011年３月31日) 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 1,529,446

受取手形及び売掛金 1,421,457

商品及び製品 123,479

仕掛品 45,192

原材料及び貯蔵品 75,498

その他 33,554

貸倒引当金 △3,810

流動資産合計 3,224,818

固定資産  

有形固定資産  

建物及び構築物（純額） 1,351,061

機械装置及び運搬具（純額） 472,592

土地 458,296

その他（純額） 33,546

有形固定資産合計 2,315,497

無形固定資産  

その他 12,859

無形固定資産合計 12,859

投資その他の資産  

投資有価証券 201,859

関係会社株式 716,431

投資不動産（純額） 239,144

保険積立金 249,893

その他 45,211

投資その他の資産合計 1,452,541

固定資産合計 3,780,898

資産合計 7,005,716
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（単位：千円）

当連結会計年度 
(2011年３月31日) 

負債の部  

流動負債  

支払手形及び買掛金 822,335

短期借入金 850,000

1年内返済予定の長期借入金 1,201,826

その他 102,300

流動負債合計 2,976,461

固定負債  

長期借入金 1,770,604

退職給付引当金 119,081

役員退職慰労引当金 39,604

繰延税金負債 10,693

その他 16,930

固定負債合計 1,956,912

負債合計 4,933,374

純資産の部  

株主資本  

資本金 595,916

資本剰余金 744,503

利益剰余金 1,069,416

自己株式 △297,649

株主資本合計 2,112,185

その他の包括利益累計額  

その他有価証券評価差額金 16,039

為替換算調整勘定 △55,882

その他の包括利益累計額合計 △39,842

純資産合計 2,072,342

負債純資産合計 7,005,716
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
（連結損益計算書） 

（単位：千円）

当連結会計年度 
(自 2010年４月１日 

 至 2011年３月31日) 

売上高 4,785,630

売上原価 ※2  4,368,257

売上総利益 417,372

販売費及び一般管理費 ※1,2  519,656

営業損失（△） △102,283

営業外収益  

受取配当金 12,108

受取賃貸料 17,742

保険解約益 6,506

持分法による投資利益 147,928

その他 13,657

営業外収益合計 197,943

営業外費用  

支払利息 97,339

その他 21,985

営業外費用合計 119,325

経常損失（△） △23,665

特別利益  

固定資産売却益 ※3  2,529

貸倒引当金戻入額 4,186

賞与引当金戻入額 37,595

その他 6,222

特別利益合計 50,533

特別損失  

固定資産売却損 ※4  134

固定資産除却損 ※5  2,749

減損損失 ※6  634,535

役員特別退職慰労金 3,877

早期割増退職金 ※7  131,150

その他 1,212

特別損失合計 773,660

税金等調整前当期純損失（△） △746,791

法人税、住民税及び事業税 4,967

法人税等還付税額 △15,000

法人税等調整額 △716

法人税等合計 △10,749

少数株主損益調整前当期純損失（△） △736,042

少数株主利益 －

当期純損失（△） △736,042
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（連結包括利益計算書） 

（単位：千円）

当連結会計年度 
(自 2010年４月１日 

 至 2011年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純損失（△） △736,042

その他の包括利益  

その他有価証券評価差額金 △70,376

為替換算調整勘定 △2,876

持分法適用会社に対する持分相当額 △53,005

その他の包括利益合計 △126,258

包括利益 △862,301

（内訳）  

親会社株主に係る包括利益 △862,301

少数株主に係る包括利益 －
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

当連結会計年度 
(自 2010年４月１日 

 至 2011年３月31日) 

株主資本  

資本金  

前期末残高 595,916

当期変動額  

当期変動額合計 －

当期末残高 595,916

資本剰余金  

前期末残高 744,503

当期変動額  

当期変動額合計 －

当期末残高 744,503

利益剰余金  

前期末残高 1,807,958

当期変動額  

当期純損失（△） △736,042

連結範囲の変動 △2,499

当期変動額合計 △738,541

当期末残高 1,069,416

自己株式  

前期末残高 △272,505

当期変動額  

自己株式の取得 △25,144

当期変動額合計 △25,144

当期末残高 △297,649

株主資本合計  

前期末残高 2,875,871

当期変動額  

当期純損失（△） △736,042

自己株式の取得 △25,144

連結範囲の変動 △2,499

当期変動額合計 △763,685

当期末残高 2,112,185
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（単位：千円）

当連結会計年度 
(自 2010年４月１日 

 至 2011年３月31日) 

その他の包括利益累計額  

その他有価証券評価差額金  

前期末残高 86,415

当期変動額  

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △70,376

当期変動額合計 △70,376

当期末残高 16,039

為替換算調整勘定  

前期末残高 －

当期変動額  

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △55,882

当期変動額合計 △55,882

当期末残高 △55,882

その他の包括利益累計額合計  

前期末残高 86,415

当期変動額  

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △126,258

当期変動額合計 △126,258

当期末残高 △39,842

純資産合計  

前期末残高 2,962,287

当期変動額  

当期純損失（△） △736,042

自己株式の取得 △25,144

連結範囲の変動 △2,499

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △126,258

当期変動額合計 △889,944

当期末残高 2,072,342
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当連結会計年度 
(自 2010年４月１日 

 至 2011年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前当期純損失（△） △746,791

減価償却費 320,366

減損損失 634,535

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4,186

賞与引当金の増減額（△は減少） △37,595

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △9,424

退職給付引当金の増減額（△は減少） 11,641

受取利息及び受取配当金 △13,139

支払利息 97,339

持分法による投資損益（△は益） △147,928

固定資産除売却損益（△は益） 354

ゴルフ会員権評価損 1,212

売上債権の増減額（△は増加） 289,209

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,857

保険積立金の増減額（△は増加） 13,858

仕入債務の増減額（△は減少） △261,383

未払金の増減額（△は減少） △18,986

その他の流動資産の増減額（△は増加） 21,195

その他 △12,826

小計 132,591

利息及び配当金の受取額 13,190

利息の支払額 △99,713

法人税等の支払額 △12,409

法人税等の還付額 9,943

営業活動によるキャッシュ・フロー 43,602

投資活動によるキャッシュ・フロー  

関係会社株式の取得による支出 △580,687

投資有価証券の取得による支出 △2,604

有形固定資産の売却による収入 17,969

有形固定資産の除却による支出 △235

有形固定資産の取得による支出 △86,414

その他 83

投資活動によるキャッシュ・フロー △651,889

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） 100,000

長期借入れによる収入 600,000

長期借入金の返済による支出 △1,300,242

自己株式の取得による支出 △25,433

配当金の支払額 △47

財務活動によるキャッシュ・フロー △625,722

現金及び現金同等物に係る換算差額 △977

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,234,986

現金及び現金同等物の期首残高 2,763,703

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 729

現金及び現金同等物の期末残高 1,529,446
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(5）継続企業の前提に関する注記

当連結会計年度 
（自 2010年４月１日 

至 2011年３月31日） 

 当社グループは、連結財務諸表作成会社である小野産業株式会社の単体決算において前々事業年度において営業損

失291百万円、当期純損失432百万円を計上し、前事業年度において営業損失317百万円、当期純損失510百万円を計上

し、当事業年度におきましても、営業損失102百万円、当期純損失889百万円を計上したことにより、３期連続の営業

損失の計上という状況が存在しています。  

 また、前々事業年度において6,959百万円であった売上高は、前事業年度においては5,516百万円、当事業年度にお

いては4,785百万円となり、著しい売上高の減少という状況が存在しています。 

 連結決算についても同様に売上高4,785百万円、営業損失102百万円、当期純損失736百万円を計上しています。 

 このような３期連続の営業損失計上という状況並びに著しい売上高の減少という状況により、継続企業の前提に関

する重要な疑義を生じさせるような状況が存在しています。 

 このような状況下、当社グループは、以下の対応策を講じ、当該事象を解消する予定です。 

(1) 新たに策定した中期３ヵ年経営計画（第70期～第72期）によって変革と成長の推進を図ります。 

(2) 本年１月から実施の新生「栃木工場」への組織再編（旧西方工場と旧栃木ＣＲ工場の統合）により、製造原価領

域の競争力を更に向上させます。 

(3) 本社不動産（埼玉県草加市）を売却し、本社機能の栃木工場（栃木県上都賀郡西方町）への移転集約を完了させ

ることで、販売管理費領域の競争力を改善します。 

(4) 本社の栃木工場への移転集約により、製造・技術・品質・物流・販売・管理全ての機能を一拠点に統合させるこ

とで、経営効率の更なる迅速化を図ります。 

(5) 自動車、医療・食品・その他セグメントの新旧顧客に対する、営業・技術組織体制を強化・拡充します。特に医

療分野においては、現在取引中の得意先との間で大型の新規案件に対する試作・開発が進行中であり、2013年３

月期以降から2014年３月期における営業利益の増大が見込まれます。 

(6) 資金繰りについて 

① 当面の厳しい事業環境を乗り越えるべく、メインバンクを中心に既存取引銀行と緊密な関係を維持しており、

継続的な支援を前提とした資金計画を構築し、必要資金の確保について綿密に連携中です。 

② 本社不動産（埼玉県草加市）の売却による収入によって、当該不動産担保に見合う長期借入金を返済し、有利

子負債を軽減します。 

 しかしながら、これらの改善策は実施途上にあり、売上の回復は今後の受注動向や経済環境に左右されることか

ら、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。 

 なお、当社グループの連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実

性の影響を連結財務諸表に反映していません。 

(6）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

  
当連結会計年度 

（自 2010年４月１日 
至 2011年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 （1）連結子会社の数   １社 

子会社は全て連結の範囲に含めています。 

（2）連結子会社の名称 

OSK INTERNATIONAL (H.K.) LIMITED 

  当連結会計年度より、当社の海外での事業展開の重要性が増すことが見込まれる

ことから、これまで連結の範囲に含めていなかった香港にある子会社OSK 

INTERNATIONAL (H.K.) LIMITEDを連結の範囲に含めています。 

２．持分法の適用に関する事

項 

（1）持分法適用関連会社の数   １社 

関連会社は全て持分法適用の範囲に含めています。 

（2）持分法適用関連会社の名称 

Fischer Tech Ltd. 

  当連結会計年度より、シンガポール共和国法人であるFischer Tech Ltd.の株式を

取得したため、持分法適用の範囲に含めています。 

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

 連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しています。 
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当連結会計年度 

（自 2010年４月１日 
至 2011年３月31日） 

４．持分法適用関連会社の事

業年度等に関する事項 

 持分法適用関連会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しています。しかし、

当社連結業績の早期開示を行うために、在外関連会社であるFischer Tech Ltd.の確定

決算数値を基礎として持分法損益を算出することが困難な状況であることから、同社

の第２四半期決算数値をもって持分法損益を算出しています。これにより、当連結会

計年度の持分法損益は同社の当第１四半期から当第２四半期までの６ヶ月間の決算数

値を基礎として算出しています。 

５．会計処理基準に関する事

項 

 (1）重要な資産の評価基準

及び評価方法 

(1）有価証券 

① その他有価証券 

時価のあるもの 

 決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は部分純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均法により算定） 

  時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

  (2）たな卸資産  

① 商品 

個別法による原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法） 

  ② 製品・仕掛品・原材料 

移動平均法による原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法） 

 (2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法 
(1）有形固定資産及び投資不動産 

定額法 

  なお、主な耐用年数は以下のとおりです。 

建物      7～47年 

機械及び装置  7～15年 

  (2）無形固定資産 

定額法 

  ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(５年)

に基づいています。 

 (3）重要な引当金の計上基

準 
(1）貸倒引当金 

 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込

額を計上しています。 

  (2）退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末の退職給付債務及び年金資産の

見込額に基づき計上しています。 

  (3）役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく当連結会計年度末要支給額の

100％を計上しています。 

 (4）重要な外貨建の資産及

び負債の本邦通貨への

換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は

損益として処理しています。なお、在外子会社等の資産及び負債は、連結決算日の直物

為替相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含め

て計上しています。 

 (5）重要なヘッジ会計の方

法 
(1）ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理を採用しています。また、金利スワップについては、特例処理の要

件を満たしている場合は、特例処理を採用しています。 

  (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段……金利スワップ 

ヘッジ対象……借入金の金利 

  (3）ヘッジ方針 

 主として当社のリスク別管理方針に基づき、金利変動リスクをヘッジしています。

  (4）ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ手段及びヘッジ対象に関する重要な条件が同一であり、かつ、ヘッジ開始時

及びその後も継続して相場変動又はキャッシュ・フロー変動を完全に相殺するものと

想定することができるため、ヘッジ有効性の判定は省略しています。 

 (6）連結キャッシュ・フロ

ー計算書における資金

の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動に

ついて僅少なリスクしか負わない取得日から３ケ月以内に償還期限の到来する短期投資

からなっています。 

 (7）その他連結財務諸表作

成のための基本となる

重要な事項 

(1）消費税等の会計処理 

  税抜方式によっています。 
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(7）追加情報

当連結会計年度 
（自 2010年４月１日 

至 2011年３月31日） 

（1）「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

当連結会計年度に、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年３月10日公表分）及び「持分

法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号 平成20年３月10日）を適用し、連結決

算上必要な修正を行っています。 

この適用により、負ののれん発生益相当額を計上したため、当連結会計年度において従来の方法によった場合に

比べ、経常損失が134,107千円減少し、税金等調整前当期純損失が134,107千円減少しています。 

（2）資産除去債務に関する会計基準の適用 

当連結会計年度に、「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）を適用しています。 

なお、この適用による損益への影響はありません。  

（3）企業結合に関する会計基準等の適用 

当連結会計年度に、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26日）、「連結財務諸

表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）、「「研究開発費等に係る会計基準」の一部改

正」（企業会計基準第23号 平成20年12月26日）、「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成

20年12月26日）、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年12月26日公表分）及び「企業結合

会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日）を適用

しています。 

(8）連結財務諸表に関する注記事項

（連結損益計算書関係）

当連結会計年度 
（自 2010年４月１日 

至 2011年３月31日） 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりです。 

運搬費    千円 134,218

給料及び手当  99,787

役員報酬  54,880

退職給付費用  8,759

役員退職慰労引当金繰入額  6,295

※２ 研究開発費の総額 

一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

の総額                  千円 82,831

※３ 固定資産売却益の内容は次のとおりです。 

機械装置及び運搬具    千円 2,529

※４ 固定資産売却損の内容は次のとおりです。 

機械装置及び運搬具     千円 134

※５ 固定資産除却損の内容は次のとおりです。 

機械装置及び運搬具 千円 2,059

その他  690

   2,749
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当連結会計年度（自2010年４月１日  至2011年３月31日） 

１．報告セグメントの概要 

 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情報が入手可能であり、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す。  

 当社は成形品と金型・技術の２つの事業を基礎として組織を構成し、国内及び海外の包括的な戦略を立案して事

業活動を展開しています。したがって、当社は、これら２事業を報告セグメントとしています。 

 成形品セグメントは、主に当社の製造加工設備など有形固定資産を駆使し、エンジニアリング・プラスチックの

射出成形を構成要素に含む自動車部品、医療・食品容器、家電、エレクトロニクス部品などの設計開発からサプラ

イチェーンマネジメントまでのバリューチェーンを含む全体又は一部を受託し、量産供給するビジネスモデルで

す。 

 金型・技術セグメントは、主に当社の特許、ノウハウ等の産業財産権を駆使した成果を、金型や金型温調装置と

いった有形の商品に表現したり、ライセンス料やソフトウエア収入といった無形のサービスに表現することで、顧

客のニーズに対応するビジネスモデルです。 

  

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

 報告されている事業セグメントの会計処理方法は、「(6) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に

おける記載と概ね同一です。  

  

当連結会計年度 
（自 2010年４月１日 

至 2011年３月31日） 

※６ 減損損失 

当社グループは、前記「(5) 継続企業の前提に関す

る注記」に記載のとおり３期連続での営業損失の計上

及び著しい売上高の減少という状況が存在していま

す。 

これにより、当社グループが保有している工場建物

及び製造設備等の固定資産の一部につきまして、減損

の兆候が認められたため、各固定資産の将来キャッシ

ュ・フローの見積りを行ったところ帳簿価額を下回っ

たため、減損損失を認識し、これを特別損失として計

上することとなりました。 

当社グループは、原則として事業用資産については

セグメント単位に資産のグルーピングをしています。

上記のとおり将来キャッシュ・フローの収益性が帳

簿価額を下回ったため、帳簿価額を回収可能価額まで

減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上

しました。回収可能価額は使用価値により測定してお

り、割引率は国債利回りを使用しています。 

減損損失634,535千円の内訳は、建物及び構築物

416,869千円、機械装置及び運搬具211,021千円、その

他6,644千円です。 

場所 用途 種類 減損損失 

栃木工場  

(栃木県上都賀

郡西方町) 

事業用資産
建物 

機械装置等 
千円634,535

※７ 早期割増退職金 

当社グループは、厳しい事業環境下さらなる経営合

理化や人的資源の 適化を図ることを目的として2010

年６月30日付で40名の希望退職を行っています。特別

損失に計上している早期割増退職金131,150千円は、

その希望退職者に対するものであり、再就職支援費用

も含まれています。  

（セグメント情報等）
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３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

当連結会計年度（自2010年４月１日  至2011年３月31日） 

（注）セグメント利益は、連結損益計算書の売上総利益と調整を行っています。   

（追加情報） 

 当連結会計年度より、「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

ています。 

  

 （注）１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、次のとおりです。 

  

  （単位：千円）

  成形品 金型・技術 調整額 
連結財務諸表上計

上額（注） 

売上高         

外部顧客への売上高  4,316,977  468,652  －  4,785,630

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －  －

計  4,316,977  468,652  －  4,785,630

セグメント利益  350,631  66,741  －  417,372

減損損失  634,535  －  －  634,535

（１株当たり情報）

当連結会計年度 
（自 2010年４月１日 

至 2011年３月31日） 
  

１株当たり純資産額 円 536.09

１株当たり当期純損失金額（△） 円 △189.15

  

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式

が存在しないため記載していません。 

  

  
当連結会計年度 

（自 2010年４月１日 
至 2011年３月31日） 

  
  

  

１株当たり当期純損失金額     

当期純損失（△）（千円）  △736,042   

普通株主に帰属しない金額（千円）  －   

普通株式に係る当期純損失（△）（千円）  △736,042   

期中平均株式数（株）  3,891,326   

（重要な後発事象）

当連結会計年度 
（自 2010年４月１日 
至 2011年３月31日） 

（固定資産の売却）  

１．譲渡の理由 

 当社グループは、前記「(5) 継続企業の前提に関する注記」に記載のとおり、継続企業の前提に関する重要な疑義

が生じるに至りました。 

 これに対し、当該状況を解消する施策の一環としまして、本社不動産（埼玉県草加市）を売却し、本社機能を栃木

工場（栃木県上都賀郡西方町）への移転集約することにより、固定費の削減と経営効率の更なる改善を図ります。併

せて、当該不動産の売却による収入によって、当該不動産担保に見合う長期借入金を返済し有利子負債を軽減するこ

とで、総資産の圧縮を図り、財務の健全化を目指すことを目的とするものです。 

２．譲渡資産の内容 

（注）土地の帳簿価額は、圧縮記帳累計額320百万円を直接減額しています。 

３．譲渡先の概要 

 現時点では未定ですが、数社から購入の意向を受けています。 

４．譲渡の日程 

 （１）取締役会決議   2011年５月13日 

 （２）物件引渡予定日  2011年９月30日  

資産の内容及び場所 現況 帳簿価額 

本社不動産（埼玉県草加市） 

土地 2203.28㎡ 

建物 1360.19㎡ 

本社事務所 （注） 百万円 459
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（１）役員の異動 

 ①取締役及び監査役の異動 

 該当事項はありません。 

  

 ②執行役員の異動 

 該当事項はありません。 

  

（２）販売の状況 

（注）１．当連結会計年度より連結財務諸表を作成していますので、前連結会計年度比については記載していません。 

２．当連結会計年度より「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、成形品セグメント（従来の家電分野、エレクトロニクス分野、自動車分野、その他製品

分野に相当）及び金型・技術セグメント（従来の金型分野、ＥＲ分野に相当）の２つのセグメントで表示して

います。 

５．その他

（千円未満切捨て）

  

当連結会計年度 
（自 2010年４月１日 

  至 2011年３月31日） 

金額（千円） 構成比（％）

成形品セグメント 

家電分野  1,261,995  26.4

エレクトロニクス分野  1,476,325  30.8

自動車分野  754,866  15.8

医療・食品容器その他分野  823,791  17.2

小計  4,316,977  90.2

金型・技術セグメント  468,652  9.8

合計  4,785,630  100.0
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