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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） 当連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、前期の数値及びこれに係わる対前年増減率については、記載しておりません。 

(2) 連結財政状態 

（注） 当連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、前期の数値については、記載しておりません。 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

（注） 当連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、前期の数値については、記載しておりません。 
 

(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 25,381 ― 279 ― 278 ― 181 ―

22年3月期 ― ― ― ― ― ― ― ―

（注）包括利益 23年3月期 133百万円 （―％） 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 57.62 ― 12.7 4.8 1.1
22年3月期 ― ― ― ― ―

（参考） 持分法投資損益 23年3月期  ―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 5,589 1,433 24.5 435.60
22年3月期 ― ― ― ―

（参考） 自己資本   23年3月期  1,372百万円 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 458 50 △498 657
22年3月期 ― ― ― ―

2.  配当の状況 

（注） 当連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、前期の数値については、記載しておりません。 

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 ― ― ― ― ― ― ― ―

23年3月期 ― 0.00 ― 30.00 30.00 94 52.1 6.6

24年3月期(予想) ― 0.00 ― 30.00 30.00 59.1

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) 14,500 ― 148 ― 148 ― 76 ― 24.28
通期 27,650 8.9 300 7.3 300 7.8 160 △11.9 50.79

                 



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） ： 有  

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 1社 （社名） （株）サンオーネスト 、 除外 0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 3,150,000 株 22年3月期 3,150,000 株

② 期末自己株式数 23年3月期 43 株 22年3月期 ― 株

③ 期中平均株式数 23年3月期 3,149,966 株 22年3月期 3,150,000 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 25,355 3.4 324 13.9 329 10.9 149 4.2
22年3月期 24,529 10.2 284 △30.3 297 △19.8 143 4.5

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 47.46 ―

22年3月期 45.52 ―

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 5,416 1,340 24.7 425.43
22年3月期 5,559 1,290 23.2 409.80

（参考） 自己資本 23年3月期  1,340百万円 22年3月期  1,290百万円

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きが実施中です。 

※ 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仮定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Ｐ２「１．経営成績（１）経営成績に関する分析」をご覧ください。 

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) 14,382 4.1 147 5.0 76 68.1 24.34
通期 27,500 8.5 300 △9.0 160 7.0 50.79
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(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、新興国向けの輸出や生産が増加し企業収益は回復基調にありましたが、

平成23年３月11日に発生した東日本大震災により、日本経済への影響並びに消費者を取り巻く環境は先行き不透明

な状況にあります。また、欧州の財政問題等による円高の進行や原料価格の高騰など企業収益は厳しい状況で推移

しております。 

また、飲料業界におきましては、猛暑による需要はあったものの、少子高齢化の影響もあり、企業はグローバル

展開やＭ＆Ａを図っており、各社間の競争は激化しております。 

このような状況のもと、当社グループは食を取り扱っていることから、品質管理に引き続き注力し、新規取引先

の開拓や既存取引先との関係強化に努め、高品質で価値ある商品開発の提案等を積極的に行ってまいりました。ま

た、平成22年６月にアイスクリーム製造会社を子会社化し、食品飲料原材料のみならず食品全般を取扱う商社とし

て事業拡大に努めてまいりました。 

その結果、売上高25,381,802千円、営業利益279,654千円、経常利益278,356千円となりました。子会社株式取得

に伴う負ののれん発生益等の特別利益を65,275千円、株価下落による保有投資有価証券の評価損等の特別損失を

60,509千円計上した結果、税金等調整前当期純利益は283,122千円、当期純利益は181,528千円となりました。 

また、総資産は5,589,288千円、純資産は1,433,746千円となり、自己資本比率は24.5％となりました。 

     

セグメント別の状況は次のとおりであります。   

＜卸売事業＞  

清涼飲料の市場は、節約志向を背景に低調な滑り出しでありましたが、記録的な猛暑となった夏場にミネラルウ

ォーター類、茶系飲料等の止渇飲料を中心に需要が伸び、炭酸飲料のほか、果実・野菜飲料にも猛暑需要が波及し

て伸長いたしました。一方、消費者の生活防衛意識による低価格製品への需要は引き続き高く、企業の経営環境は

厳しくなっております。また、東日本大震災により、インフラや資材不足に伴う生産計画の変更を余儀なくされて

いることからミネラルウォーターや茶系飲料生産を優先し、新商品投入が先送りになるなど、市場に大きな影響を

及ぼしております。 

このような状況下、当社グループは、原材料高騰や飲料メーカーの大幅な原材料コスト削減の影響を受けました

が、新規取引先を開拓し、原材料の拡販に努めました。夏場の猛暑の影響もあり、主力商品であるビタミン類等の

食品副原料や飲料製造用資材が好調に推移いたしました。また、茶系飲料の増加に伴なう茶葉類やデザート等に使

用する果肉缶詰やピューレ等の販売数量が増加いたしました。その結果、卸売事業の売上高は24,524,698千円とな

りました。  

＜製造販売事業＞  

 アイスクリームを主とする氷菓市場は、夏場の記録的な猛暑の影響により活況となる中、消費者の健康安全志向

によってラクト系のアイスの人気が高まるなど、清涼感のある氷菓の需要が大きく伸長いたしました。一方、全国

にあるアイスクリームメーカーの中には後継者問題等で市場から撤退する企業が増加するなど、厳しい状況で推移

しております。 

このような状況下、当社グループは不良債権の整理や生産設備の整備など社内体制の立て直しを行いました。Ｎ

Ｂブランドの強化を図り、11月には「やさしいあいすくりーむ」が、ふじのくに新商品セレクションの静岡県知事

賞（ 高金賞）に選出され、マスコミにも取り上げられるなど、積極的に新商品の開発に取組み、付加価値のある

商品を提供してまいりました。その結果、製造販売事業の売上高は215,367千円となりました。  

＜その他の事業＞ 

 その他の事業につきましては、コンビニエンス事業が、東日本大震災による消費者の需要が一時的に増加したこ

ともあり、売上高は830,543千円となりました。   

  

 次期の見通しにつきましては、わが国の一部の企業収益に持ち直しが見られるものの、雇用状況の改善には至ら

ず、本格的な消費回復までには時間を要することが予想されます。また、原材料価格の高止まりなど、原材料調達環

境についても厳しい状態が続いておりますが、当社は、顧客先の要望に応えるべく、供給先との関係を密にし、安定

した原材料供給を実施してまいります。特に、食品副原料、農産物及び同加工品に関しては世界各地からの調達及び

品質管理体制を更に強化し、「安全」かつ「安定」供給を行ってまいります。 

 また、営業体制の強化を行い、主力商品である副原料や殺菌乳の販売先と販売エリアの拡大に注力し、利益を確保

することにより、事業基盤を強固にしてまいります。 

 以上により、平成24年３月期業績予想といたしましては、売上高は27,650,000千円（当年同期比8.9％増）、営業

利益300,000千円（当年同期比7.3％増）、経常利益300,000千円（当年同期比7.8％増）、当期純利益160,000千円

（当年同期比11.9％減）を見込んでおります。  

  

１．経営成績
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(2) 財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況 

（資産の状況）  

 当連結会計年度末における流動資産は、主に受取手形及び売掛金の減少により4,780,663千円になりました。 

 当連結会計年度末における固定資産は、主に固定資産の減価償却が進み808,624千円になりました。この結果、

当連結会計年度における資産は5,589,288千円となりました。 

  

（負債の状況）  

 当連結会計年度末における流動負債は、主に買掛金や短期借入金の減少により、3,929,774千円となりました。

また固定負債は、長期借入金の増加により225,767千円となりました。この結果、当連結会計年度末における負債

は4,155,541千円となりました。  

  

（純資産の状況）  

 当連結会計年度末における純資産は、少数株主持分の計上により、1,433,746千円となりました。  

  

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、657,470千円となりました。 

 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あります。  

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は458,732千円となりました。これは主に税金等調整前当期純利益が283,122千円と

なり、売上債権、たな卸資産が減少し、未払金が増加し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） 

 投資活動の結果得られた資金は、50,198千円となりました。これは主に投資有価証券の売却や連結の範囲の変更

を伴う子会社株式の取得による収入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） 

 財務活動の結果使用した資金は、498,148千円となりました。 これは主に短期借入金の返済、再生債権等の弁

済、配当金の支払による支出によるものであります。  
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 （参考）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・ガバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

（注）１．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数により算出しております。 

２．キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを使用しております。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全ての負債を対象としております。 また、利払いについて

は、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

３．第21期、第22期、第23期及び第24期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・ガバレッ

ジ・レシオについては、連結キャッシュ・フロー計算書を作成しておりませんので、記載しておりませ

ん。  

  

(3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社グループは、株主への利益還元を経営の重要課題と位置づけており、業績の伸長に沿った適正な利益配分の継

続と安定的な配当水準の維持を基本方針としております。 

 当期の配当金は、当初公表させていただいている通り、１株当たり30円を予定しております。なお、次期の配当に

つきましても、上記の方針を踏まえ、１株につき30円の年間配当金とする予定であります。  

   

  
第21期  

平成19年３月期 

第22期  

平成20年３月期 

第23期  

平成21年３月期 

第24期  

平成22年３月期  

第25期  

平成23年３月期 

 自己資本比率（％） －  －  －  －   24.5

 時価ベースの自己資本比率 

（％）  
－  －  －  －   26.8

 キャッシュ・フロー対有利子

 負債比率（％）  
－  －  －  －   61.9

 インタレスト・ガバレッジ・

 レシオ（倍）  
－  －  －  －   53.6
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  当社グループは、オーウイル株式会社（当社）及び子会社である株式会社サンオーネストにて構成されており、 

  その主な事業内容は以下の通りであります。 

  

① 卸売事業 

 食品、飲料の製造や保存・加工等に使用されるビタミン類、食品添加物、殺菌乳、野菜果実加工品等の原料や 

窒素、珪藻土等の資材を国内外より調達して取引先に販売する他、大手量販店及びコンビニエンスストア向けＰＢ

（プライベートブランド）飲料製品の販売等を行っております。 

  

② 製造販売事業  

  子会社の株式会社サンオーネストにて、アイスクリームの製造・販売を行っております。 

  

③ その他の事業 

  コンビニエンスストアのエリアフランチャイジー事業等を行っております。  

  

  

[事業系統図]  

  当社グループの事業内容を系統図によって示すと、次のとおりであります。 

  

２．企業集団の状況
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(1) 会社の経営の基本方針 

 当社グループは「信頼を得るを第一として、自己研鑽・社業発展に励み、因って社会に貢献するを旨とする」とい

う経営理念のもと、株主・取引先・社員をはじめとするステークホルダーからの信頼構築はもとより、社会貢献に努

め、長期的に企業価値を高めていくことを目指してまいります。 

 「食を中心としてグローバルに展開する複合機能商社」として、食料原料の調達確保が難しくなりつつある日本の

状況において、安全で良質な食料原料の安定した供給の責任を担うとともに、取扱商品の差別化を図るべく新たなサ

プライヤーの開拓並びに物流の効率化を図り、事業の発展を目指してまいります。  

   

(2) 目標とする経営指標 

 当社グループは、顧客先に優良な商品を安全かつ安定供給することにより、安定的・継続的な本業での利益を確保

することに努めており、営業利益をその目標指標としております。 

 また、資産効率の良い経営を目指しているところから、資源の配分を今後成長が見込まれ、収益に寄与する分野へ

重点的に投資を行っており、総資産経常利益率をその目標指標としております。 

  

(3) 中長期的な会社の経営戦略 

 当社の主力商品である食品副原料や業務用殺菌乳の営業基盤を強化するとともに、戦略商品である農産物加工品の

取扱いのレパートリーを拡げ、供給基地の分散多角化を推進し、取扱分野を飲料業界から食品・外食・医療・健康食

品業界にまで拡大してまいります。 

 特に長年培った情報力を活かし、経営資源を効率的に活用するため、有望成長分野に集中的に注力し、その分野で

のシェアNo.１の地位を確保することを目指しております。  

 そのために以下の課題に取り組んでまいります。   

① 顧客ニーズに応じた取扱商品の多角化 

② 取扱商品の付加価値向上 

③ 品質管理機能の高度化  

④ 供給先のグローバル分散  

⑤ 海外での事業拡大 

⑥ 営業・管理両面における効率の追求  

⑦ 人材育成及び強化 

⑧ 社会的貢献  

  

(4) 会社の対処すべき課題 

今後の経営環境については、東日本大震災による甚大な被害による原料・資材不足に長期的な電力不足が重なり、

日本企業の多くは減産に追い込まれ、当面の間、景気の停滞や貿易収支の悪化は避けられない状況であります。消費

者心理の悪化も鮮明であり、震災後の生活に不安を抱える家計が、不要不急の支出を抑えていくであろうことが予測

されます。 

このような状況下、当社グループといたしましては、広く国内外に原料・資材の確保を求め、安心・安全な食品原

料を安定供給することを第一に考え、約5,000種類アイテムの取扱があることを強みに取引先の開拓を行ってまいり

ます。また、既存商品のみならず、あらゆるニーズにも柔軟に対応できる体制をとり、顧客の一つ一つの要望に応え

ることによって新たな事業の芽を見出し、総合商社としての発展の足掛かりにいたしたく考えております。 

また、平成23年4月には組織改革を行い、営業本部の体制変更および管理本部の機能効率化を行いました。顧客と

の密接な関わりによって信頼関係を構築するという当社原点に立ち帰り、更なる営業力の強化を目指して経営資源を

効率的に再配分することにより、収益力の向上を目指します。また、将来の海外進出を見据えて海外事業推進室を新

設いたしました。今後、海外でのマーケット開拓にも本格的に力を入れてまいります。 

以上の方針のもと、当社グループの対処すべき課題は以下の通りです。 

  

第一に、商品開発・機能・競争力の強化に努めます。近年、商品サイクルは短縮し、多様化されてきております

が、消費者ニーズの変化に迅速に対応し、取引先と一体となって付加価値のある商品開発を積極的に行ってまいりま

す。 

第二に、良いものを安く安定的に供給するために、供給先をグローバルに確保してまいります。主力カテゴリーで

ある食品副原料、農産物及び同加工品に関しては世界各地からの調達を強化し、乳及び乳製品カテゴリーに関しても

更なる安定供給のための施策を実行し、事業基盤の強化を図ってまいります。  

第三に、品質管理体制を一層強化いたします。当社は、従来から徹底した品質管理を行っておりますが、現地査察

や検査回数を増やすこと、人材を強化すること等により食の安全を更に推進するとともに、商品在庫管理体制の充実

３．経営方針
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によって安定的な供給の実現に努めてまいります。  

第四に、人材の育成に注力し、生産性の向上ならびにコスト意識の徹底を図ってまいります。  

  

これらの課題への取り組みを通して、当社は足元の市場環境の変化に柔軟かつ迅速に対応できる「食を中心にグロ

ーバルに展開する複合機能商社」として、企業価値の向上に努めてまいります。また、内部管理体制を充実し、法令

遵守をはじめとしたコンプライアンスの徹底など、企業の社会的責任を果たす所存であります。 
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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 
(平成23年３月31日) 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 657,470

受取手形及び売掛金 2,853,330

商品及び製品 523,399

未着商品 379,120

原材料及び貯蔵品 12,130

未収入金 294,053

繰延税金資産 25,863

その他 39,063

貸倒引当金 △3,768

流動資産合計 4,780,663

固定資産  

有形固定資産  

建物及び構築物 301,500

減価償却累計額 △74,501

建物及び構築物（純額） 226,999

機械及び装置 13,584

減価償却累計額 △9,614

機械及び装置（純額） 3,970

車両運搬具 16,783

減価償却累計額 △14,937

車両運搬具（純額） 1,846

工具、器具及び備品 96,076

減価償却累計額 △62,495

工具、器具及び備品（純額） 33,581

土地 9,000

リース資産 93,086

減価償却累計額 △36,846

リース資産（純額） 56,239

有形固定資産合計 331,636

無形固定資産  

ソフトウエア 13,366

その他 1,638

無形固定資産合計 15,005

投資その他の資産  

投資有価証券 196,145

ゴルフ会員権 110,000

破産更生債権等 10,179

差入保証金 108,969

繰延税金資産 21,557

その他 25,309

貸倒引当金 △10,179

投資その他の資産合計 461,982

固定資産合計 808,624

資産合計 5,589,288
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（単位：千円）

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

負債の部  

流動負債  

買掛金 2,980,400

1年内返済予定の長期借入金 52,116

リース債務 9,636

未払金 703,442

未払法人税等 66,073

賞与引当金 36,421

その他 81,683

流動負債合計 3,929,774

固定負債  

長期借入金 155,773

リース債務 66,614

資産除去債務 3,380

固定負債合計 225,767

負債合計 4,155,541

純資産の部  

株主資本  

資本金 363,387

資本剰余金 288,387

利益剰余金 747,207

自己株式 △20

株主資本合計 1,398,961

その他の包括利益累計額  

その他有価証券評価差額金 △30,185

繰延ヘッジ損益 3,359

その他の包括利益累計額合計 △26,826

少数株主持分 61,610

純資産合計 1,433,746

負債純資産合計 5,589,288

- 9 -

オーウイル㈱(3143)　平成23年3月期決算短信〔日本基準〕(連結）



（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 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高 25,381,802

売上原価 23,453,256

売上総利益 1,928,545

販売費及び一般管理費 1,648,891

営業利益 279,654

営業外収益  

受取利息 357

受取配当金 7,093

受取手数料 6,853

受取補償金 4,254

その他 1,486

営業外収益合計 20,044

営業外費用  

支払利息 8,969

為替差損 2,227

支払補償費 9,721

その他 423

営業外費用合計 21,342

経常利益 278,356

特別利益  

負ののれん発生益 62,476

その他 2,799

特別利益合計 65,275

特別損失  

投資有価証券評価損 42,567

貸倒引当金繰入額 10,179

固定資産除却損 6,274

その他 1,488

特別損失合計 60,509

税金等調整前当期純利益 283,122

法人税、住民税及び事業税 127,350

法人税等調整額 △4,797

法人税等合計 122,553

少数株主損益調整前当期純利益 160,569

少数株主損失（△） △20,958

当期純利益 181,528
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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 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 160,569

その他の包括利益  

その他有価証券評価差額金 △30,185

繰延ヘッジ損益 3,359

その他の包括利益合計 △26,826

包括利益 133,743

（内訳）  

親会社株主に係る包括利益 154,702

少数株主に係る包括利益 △20,958
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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 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

株主資本  

資本金  

前期末残高 363,387

当期末残高 363,387

資本剰余金  

前期末残高 288,387

当期末残高 288,387

利益剰余金  

前期末残高 660,178

当期変動額  

剰余金の配当 △94,500

当期純利益 181,528

当期変動額合計 87,028

当期末残高 747,207

自己株式  

前期末残高 －

当期変動額  

自己株式の取得 △20

当期変動額合計 △20

当期末残高 △20

株主資本合計  

前期末残高 1,311,953

当期変動額  

剰余金の配当 △94,500

当期純利益 181,528

自己株式の取得 △20

当期変動額合計 87,007

当期末残高 1,398,961

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 △24,208

当期変動額  

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △5,976

当期変動額合計 △5,976

当期末残高 △30,185

繰延ヘッジ損益  

前期末残高 3,134

当期変動額  

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 225

当期変動額合計 225

当期末残高 3,359

その他の包括利益累計額合計  

前期末残高 △21,074

当期変動額  

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △5,751

当期変動額合計 △5,751

当期末残高 △26,826
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（単位：千円）

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

少数株主持分  

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） 61,610

当期変動額合計 61,610

当期末残高 61,610

純資産合計  

前期末残高 1,290,879

当期変動額  

剰余金の配当 △94,500

当期純利益 181,528

自己株式の取得 △20

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 55,859

当期変動額合計 142,867

当期末残高 1,433,746
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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 平成22年４月１日 
 至 平成23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利益 283,122

減価償却費 64,425

貸倒引当金の増減額（△は減少） 10,535

賞与引当金の増減額（△は減少） 16,985

受取利息及び受取配当金 △7,450

支払利息 8,969

為替差損益（△は益） △7,870

投資有価証券売却損益（△は益） 159

投資有価証券評価損益（△は益） 42,567

固定資産除却損 6,274

負ののれん発生益 △62,476

売上債権の増減額（△は増加） 121,240

たな卸資産の増減額（△は増加） 74,557

未収入金の増減額（△は増加） △63,840

仕入債務の増減額（△は減少） △117,905

未払金の増減額（△は減少） 177,276

その他 39,794

小計 586,361

利息及び配当金の受取額 7,450

利息の支払額 △8,560

法人税等の支払額 △126,518

営業活動によるキャッシュ・フロー 458,732

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 △23,195

無形固定資産の取得による支出 △452

投資有価証券の売却による収入 26,165

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

48,418

差入保証金の回収による収入 650

その他 △1,387

投資活動によるキャッシュ・フロー 50,198

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の増減額（△は減少） △450,000

長期借入れによる収入 160,000

長期借入金の返済による支出 △72,015

リース債務の返済による支出 △18,853

自己株式の取得による支出 △20

再生債権等の弁済による支出 △22,859

配当金の支払額 △94,400

財務活動によるキャッシュ・フロー △498,148

現金及び現金同等物に係る換算差額 7,870

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 18,653

現金及び現金同等物の期首残高 638,816

現金及び現金同等物の期末残高 657,470
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   該当事項はありません。  

  

(5）継続企業の前提に関する注記

(6）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目 
当連結会計年度

（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

  
  
  

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社の数    １社  

 連結子会社の名称  

  ㈱サンオーネスト  

 ㈱サンオーネストにつきましては、当

連結会計年度において新たに株式を取得

したため、連結の範囲に含めておりま

す。   

  

２．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

算日と一致しております。    

  

３．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 

 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

（評価差額は全部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）を採用しております。 

  時価のないもの 

   移動平均法による原価法を採用して

おります。  

  

  ② デリバティブ 

 時価法を採用しております。 

   

  ③ たな卸資産 

  商品及び製品 

 総平均法による原価法（貸借対照表価

額は収益性の低下に基づく簿価切下げの

方法により算定）を採用しております。

 未着商品 

 個別法による原価法（貸借対照表は収

益性の低下に基づく簿価切下げの方法に

より算定）を採用しております。 

原材料及び貯蔵品 

 総平均法による原価法（貸借対照表価

額は収益性の低下に基づく簿価切下げの

方法により算定）を採用しております。

  

(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（リース資産を除く） 

定率法（ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（付属設備を除く）に

ついては定額法）を採用しております。

建物          ８～40年  

工具、器具及び備品   ２～20年 

   

  ② 無形固定資産（リース資産を除く） 

 定額法を採用しております。なお、自

社利用のソフトウエアについては、社内

における利用可能期間（主として５年）

に基づいております。   
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項目 
当連結会計年度

（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

  

  ③ リース資産 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法を採用しております。

   

(3) 重要な引当金の計上基

準 

① 貸倒引当金  

 売上債権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検討し、回収不能見

込額を計上しております。 

② 賞与引当金  

 従業員の賞与の支払に備えて、賞与支

給見込額の当期負担額を計上しておりま

す。  

  

(4) 重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への換

算の基準 

 外貨建金銭債権債務は、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

益として処理しております。   

  

(5) 重要なヘッジ会計の方

法 

① ヘッジ会計の方法    

 繰延ヘッジ処理によっております。な

お、為替変動リスクのヘッジについて振

当処理の要件を充たしている場合には振

当処理を採用しております。 

  

  

  

  

  

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

  ヘッジ手段…為替予約 

  

  ヘッジ対象…外貨建債権債務及び外貨

建予定取引 

  

  ③ ヘッジ方針 

 為替変動リスクを低減するため、対象

債権債務の範囲内でヘッジを行っており

ます。  

  

  ④ ヘッジ有効性の評価の方法 

 為替予約については、ヘッジ対象とヘ

ッジ手段の通貨種別等、取引の重要な条

件が同一であり相関関係は完全に確保さ

れていることから、有効性の評価を省略

しております。 

  

(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、価格の変動

について僅少なリスクしか追わない取得日

から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。  

  

  

  

  

  

(7) その他連結財務諸表作

成のための重要な事項 

消費税の会計処理  

 税抜方式によっております。   
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当連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

 当連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、直前連結会計年度における包括利益及びその他の包括利益の

数値はありません。 

(7）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

 
  
  

（資産除去債務に関する会計基準の適用）  

 当連結会計年度より、「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。  

 これによる損益に与える影響は軽微であります。 

  

  

（企業結合に関する会計基準等の適用）  

 当連結会計年度より、「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）を適用してお

ります。   

  

(8）表示方法の変更

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

  

  

  

（連結損益計算書）   

 当連結会計年度より、「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）に

基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関

する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３

月24日 内閣府令第５号）を適用し、「少数株主損益

調整前当期純利益」の科目で表示しております。  

  

(9）追加情報

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

 当連結会計年度より、「包括利益の表示に関する会計

基準」（企業会計基準第25号 平成22年６月30日）を適

用しております。 

(10）連結財務諸表に関する注記事項

（連結包括利益計算書関係）
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 当連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

１．報告セグメントの概要 

 当社の報告セグメントは、当社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あります。 

 当社グループは事業内容及び市場の類似性を考慮し、下記の２つを報告セグメントとしております。 

   

   

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間の取引は、一般的な商取引と同様の条件で行っております。 

  

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  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

（単位：千円）  

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含めない事業セグメントであり、コンビニエンスストア小売業を

営んでおります。  

（注）２．調整額の内容は以下のとおりであります。 

    セグメント利益                  （単位：千円） 

  

（注）３．セグメント利益又はセグメント損失（△）は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。  

（セグメント情報等）

ａ．セグメント情報

事業区分 主要製品 

卸売事業 食品原材料の国内販売及び輸出入取引 

製造販売事業 アイスクリームの製造販売 

  報告セグメント
その他
(注)１ 

合計 
調整額 
(注)２ 

連結財務
諸表計上

額 
(注)３ 

  卸売事業 
製造販売
事 業 

計

売上高            

外部顧客への売上高  24,432,658  118,601  24,551,259  830,543  25,381,802  －  25,381,802

セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 92,039  96,766  188,806  －  188,806  △188,806  －

計  24,524,698  215,367  24,740,065  830,543  25,570,609  △188,806  25,381,802

セグメント利益又はセグメ

ント損失（△） 
 324,020  △43,639  280,380  496  280,877  △1,222  279,654

セグメント資産  5,397,382  335,475  5,732,857  19,502  5,752,360  △163,071  5,589,288

その他の項目            

減価償却費  32,304  28,708  61,013  2,837  63,850  －  63,850

有形固定資産及び無形

固定資産の増加額 
 4,118  11,569  15,687  4,601  20,288  －  －

  当連結会計年度   

セグメント間取引消去額  △1,222   

合 計  △1,222   
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 当連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

 １．製品及びサービスごとの情報 

   セグメント情報に同様の開示をしているため、記載を省略しております。 

  

 ２．地域ごとの情報 

 (1) 売上高 

 本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。 

 (2) 有形固定資産 

 本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の90％を超えるため、記載を省略

しております。 

  

３．主要な顧客ごとの情報 

 外部顧客への売上高のうち、特定の顧客への売上高が、連結損益計算書の売上高の10％以上を占めるものは

ありません。 

  

当連結会計期間（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

 当連結会計年度において、当社が株式会社サンオーネストの株式を取得し、同社を連結子会社としたことにより、

連結損益計算書において62,476千円の「負ののれん発生益」（特別利益）を製造販売事業で計上しております。 

  

（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

適用しております。   

  

 （注） １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

  該当事項はありません。 

  

ｂ．関連情報

ｃ．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

（１株当たり情報）

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。  

１株当たり純資産額 円 435.60

１株当たり当期純利益金額 円 57.62

  

  
当連結会計年度

(自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日) 

  

当期純利益（千円）  181,528   

普通株主に帰属しない金額（千円）  －   

普通株式に係る当期純利益（千円）  181,528   

期中平均株式数（株）  3,149,966   

（重要な後発事象）

- 19 -

オーウイル㈱(3143)　平成23年3月期決算短信〔日本基準〕(連結）



５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 638,816 623,787

受取手形 166,001 163,689

売掛金 2,756,044 2,682,809

商品及び製品 650,982 484,327

未着商品 304,665 379,120

前渡金 12,265 5,853

前払費用 18,573 18,803

未収入金 230,212 294,052

為替予約 5,284 5,663

繰延税金資産 19,509 25,365

その他 2,798 8,113

貸倒引当金 △3,100 △3,200

流動資産合計 4,802,054 4,688,388

固定資産   

有形固定資産   

建物 144,632 138,759

減価償却累計額 △40,617 △46,547

建物（純額） 104,015 92,212

機械及び装置 7,500 7,500

減価償却累計額 △6,917 △7,037

機械及び装置（純額） 582 462

車両運搬具 14,947 14,947

減価償却累計額 △11,806 △13,116

車両運搬具（純額） 3,141 1,831

工具、器具及び備品 39,668 39,561

減価償却累計額 △18,946 △24,558

工具、器具及び備品（純額） 20,721 15,003

土地 9,000 9,000

有形固定資産合計 137,461 118,509

無形固定資産   

ソフトウエア 27,341 12,350

その他 1,158 1,158

無形固定資産合計 28,499 13,509

投資その他の資産   

投資有価証券 275,114 196,145

関係会社株式 － 60,000

関係会社長期貸付金 － 81,066

ゴルフ会員権 110,000 110,000

差入保証金 102,419 102,419

破産更生債権等 60,000 9,950

繰延税金資産 19,168 21,557

その他 24,484 25,289

貸倒引当金 － △9,950

投資その他の資産合計 591,186 596,478

固定資産合計 757,148 728,496

資産合計 5,559,203 5,416,885
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 3,094,620 2,988,377

短期借入金 450,000 －

1年内返済予定の長期借入金 20,040 52,116

リース債務 15,770 5,242

未払金 500,457 695,844

未払費用 10,614 12,350

未払法人税等 65,604 65,777

未払消費税等 8,052 49,784

前受金 460 224

預り金 10,569 10,470

賞与引当金 19,436 36,421

その他 854 1,014

流動負債合計 4,196,481 3,917,624

固定負債   

長期借入金 66,600 155,773

リース債務 5,242 －

資産除去債務 － 3,380

固定負債合計 71,842 159,153

負債合計 4,268,323 4,076,777

純資産の部   

株主資本   

資本金 363,387 363,387

資本剰余金   

資本準備金 288,387 288,387

資本剰余金合計 288,387 288,387

利益剰余金   

利益準備金 2,465 2,465

その他利益剰余金   

別途積立金 50,000 50,000

繰越利益剰余金 607,713 662,713

利益剰余金合計 660,178 715,178

自己株式 － △20

株主資本合計 1,311,953 1,366,933

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △24,208 △30,185

繰延ヘッジ損益 3,134 3,359

評価・換算差額等合計 △21,074 △26,826

純資産合計 1,290,879 1,340,107

負債純資産合計 5,559,203 5,416,885
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高 24,529,717 25,355,241

売上原価   

商品期首たな卸高 876,884 650,982

当期商品仕入高 22,484,908 23,283,053

合計 23,361,792 23,934,036

商品期末たな卸高 650,982 484,327

商品売上原価 22,710,810 23,449,708

売上総利益 1,818,907 1,905,532

販売費及び一般管理費 1,534,079 1,581,015

営業利益 284,827 324,517

営業外収益   

受取利息 476 1,716

受取配当金 6,950 7,093

受取手数料 7,142 6,853

受取補償金 15,600 4,254

その他 362 1,225

営業外収益合計 30,531 21,143

営業外費用   

支払利息 5,762 3,445

為替差損 1,943 2,227

支払補償費 9,749 9,721

その他 506 431

営業外費用合計 17,962 15,826

経常利益 297,396 329,834

特別利益   

貸倒引当金戻入額 200 －

特別利益合計 200 －

特別損失   

投資有価証券評価損 18,207 42,567

事務所移転費用 15,540 －

貸倒引当金繰入額 － 9,950

固定資産除却損 401 3,750

その他 8 1,312

特別損失合計 34,158 57,580

税引前当期純利益 263,437 272,253

法人税、住民税及び事業税 117,465 127,054

法人税等調整額 2,558 △4,299

法人税等合計 120,023 122,754

当期純利益 143,414 149,499
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 363,387 363,387

当期末残高 363,387 363,387

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 288,387 288,387

当期末残高 288,387 288,387

資本剰余金合計   

前期末残高 288,387 288,387

当期末残高 288,387 288,387

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 2,465 2,465

当期末残高 2,465 2,465

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 50,000 50,000

当期末残高 50,000 50,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 558,799 607,713

当期変動額   

剰余金の配当 △94,500 △94,500

当期純利益 143,414 149,499

当期変動額合計 48,914 54,999

当期末残高 607,713 662,713

利益剰余金合計   

前期末残高 611,264 660,178

当期変動額   

剰余金の配当 △94,500 △94,500

当期純利益 143,414 149,499

当期変動額合計 48,914 54,999

当期末残高 660,178 715,178

自己株式   

前期末残高 － －

当期変動額   

自己株式の取得 － △20

当期変動額合計 － △20

当期末残高 － △20

株主資本合計   

前期末残高 1,263,039 1,311,953

当期変動額   

剰余金の配当 △94,500 △94,500

当期純利益 143,414 149,499

自己株式の取得 － △20

当期変動額合計 48,914 54,979

当期末残高 1,311,953 1,366,933
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △47,637 △24,208

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 23,429 △5,976

当期変動額合計 23,429 △5,976

当期末残高 △24,208 △30,185

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △12,852 3,134

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 15,986 225

当期変動額合計 15,986 225

当期末残高 3,134 3,359

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △60,490 △21,074

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 39,415 △5,751

当期変動額合計 39,415 △5,751

当期末残高 △21,074 △26,826

純資産合計   

前期末残高 1,202,549 1,290,879

当期変動額   

剰余金の配当 △94,500 △94,500

当期純利益 143,414 149,499

自己株式の取得 － △20

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 39,415 △5,751

当期変動額合計 88,330 49,227

当期末残高 1,290,879 1,340,107
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