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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年9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 ％

24年3月期第2四半期 1,977 △3.4 229 △19.9 201 △18.0 179 △19.3
23年3月期第2四半期 2,047 24.3 285 ― 246 ― 222 563.4

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 168百万円 （△19.8％） 23年3月期第2四半期 210百万円 （―％）

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

24年3月期第2四半期 13.38 ―
23年3月期第2四半期 17.46 ―

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

24年3月期第2四半期 5,156 2,335 45.0 171.35
23年3月期 5,107 2,125 41.5 160.21
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  2,319百万円 23年3月期  2,117百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― ― ― 0.00 0.00
24年3月期 ― ―
24年3月期（予想） ― 3.00 3.00

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、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

通期 4,070 0.3 482 △8.3 430 △6.2 384 △1.1 29.06



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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
半期財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中であります。 

※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予想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）３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

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期2Q 15,463,116 株 23年3月期 15,463,116 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 1,923,388 株 23年3月期 2,247,286 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 13,428,609 株 23年3月期2Q 12,747,716 株
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当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、本年3月11日に発生いたしました東日本大震災やそ

の後の原発事故に伴う節電の影響により、電力の供給不足、株価の低迷や急激な円高などにより、景気

の先行きは不透明な状況で推移しました。また、海外の情勢においても、ギリシャの財政危機を発端と

したヨーロッパやアメリカ経済の先行き不安、中東情勢の緊迫化など、輸出環境の見通しは予断を許さ

ない状況が続いております。 

このような事業環境の中、当社グループは、売上の確保、コスト削減、製品の品質安定に努めました

結果、当第2四半期連結累計期間の売上高は、1,977百万円(前年同四半期比3.4%減)、営業利益は、229

百万円(前年同四半期比19.9%減)となりました。 

経常損益では、経常利益 201百万円(前年同四半期比18.0%減)となりました。 

四半期純利益は、固定資産除却損4百万円を特別損失に計上したことにより、179百万円(前年同四半

期比19.3%減)となりました。 

  

セグメント別の概況は以下のとおりであります。 

(テクノ製品事業) 

輸出売上割合の高いテクノ製品事業は、ヨーロッパやアメリカ経済の先行き不安や急激な円高の影響

もあり、昨年の好調な売上と比べると、ヨーロッパやアメリカ向けの輸出が減少したため、売上高は

1,577百万円(前年同四半期比8.5%減)、営業利益は、386百万円(前年同四半期比18.3%減)となりまし

た。 

(メディカル製品事業) 

メディカル製品事業は、医療費抑制策の影響や公定償還価格の引き下げにより、市場環境および経営

環境は厳しい状況が続いておりますが、製造部門では製品の品質安定とコスト削減、営業部門では売上

増加に努めた結果、売上高398百万円(前年同四半期比23.5%増)、営業損失は、27百万円(前年同四半期  

営業損失55百万円)となりました。 

  

  

１．当四半期決算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
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当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ49百万円増加し、5,156百万円と

なりました。これは主に、仕掛品153百万円の増加、受取手形及び売掛金88百万円の減少、建物及び構

築物(純額)27百万円の減少などによるものです。 

負債では前連結会計年度末に比べ160百万円減少し、2,821百万円となりました。これは主に、未払法

人税等44百万円の減少、社債30百万円の減少、長期借入金102百万円の減少、支払手形及び買掛金22百

万円の増加などによるものです。 

純資産は前連結会計年度末に比べ209百万円増加し、2,335百万円となりました。これは主に、利益剰

余金179百万円の増加、自己株式33百万円の減少などによるものです。 

(キャッシュ・フローの状況の分析) 

当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計

年度末に比べ11百万円減少し、894百万円(前年同四半期比247百万円の増加)となりました。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、195百万円の資金の増加(前年同四半期  313百万円の資金の

増加)となりました。これは主に、たな卸資産の増加による支出176百万円はありましたが、税金等調整

前四半期純利益197百万円、減価償却費102百万円、売上債権の減少による収入86百万円などがあったこ

とによるものです。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、93百万円の資金の減少(前年同四半期  10百万円の資金の増

加)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入12百万円はありましたが、有形固定資産の

取得による支出87百万円、定期預金の預入による支出19百万円などがあったことによるものです。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、108百万円の資金の減少(前年同四半期  135百万円の資金の

減少)となりました。これは主に、自己株式の売却による収入37百万円はありましたが、長期借入金の

返済による支出102百万円、社債の償還による支出30百万円などがあったことによるものです。 

  

  

通期の連結業績予想につきましては、平成23年５月13日に公表いたしました業績予想に変更はありま

せん。 

  

（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

オーベクス株式会社(3583)平成24年3月期　第2四半期決算短信

3



該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の

変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変

更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）

を適用しております。 

  

  

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（４）追加情報
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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）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 927,737 922,902

受取手形及び売掛金 1,033,207 945,154

商品及び製品 28,857 41,345

仕掛品 600,835 754,478

原材料及び貯蔵品 161,994 171,085

その他 121,775 105,120

貸倒引当金 △11,685 △776

流動資産合計 2,862,721 2,939,311

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 1,991,469 1,944,908

減価償却累計額 △1,277,099 △1,257,642

建物及び構築物（純額） 714,369 687,266

機械装置及び運搬具 2,021,220 2,070,241

減価償却累計額 △1,624,470 △1,659,835

機械装置及び運搬具（純額） 396,750 410,405

土地 722,523 722,523

リース資産 118,633 117,913

減価償却累計額 △76,221 △81,324

リース資産（純額） 42,411 36,588

建設仮勘定 11,925 12,350

その他 302,803 302,763

減価償却累計額 △242,018 △231,585

その他（純額） 60,785 71,177

有形固定資産合計 1,948,764 1,940,311

無形固定資産

特許権 14,535 14,486

のれん 11,340 5,670

リース資産 3,129 1,422

その他 9,332 8,721

無形固定資産合計 38,336 30,300

投資その他の資産

投資有価証券 144,595 145,894

長期貸付金 700 400

出資金 210 210

その他 128,142 122,494

貸倒引当金 △36,438 △35,650

投資その他の資産合計 237,209 233,349

固定資産合計 2,224,310 2,203,960

繰延資産

開業費 16,889 10,972

社債発行費 3,111 2,461

繰延資産合計 20,000 13,433

資産合計 5,107,033 5,156,705
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 355,839 378,669

短期借入金 80,000 80,000

1年内返済予定の長期借入金 165,240 105,240

1年内償還予定の社債 45,000 30,000

リース債務 25,202 21,172

未払法人税等 70,486 25,790

賞与引当金 73,338 76,259

その他 158,689 155,167

流動負債合計 973,796 872,298

固定負債

社債 145,000 130,000

長期借入金 1,487,580 1,444,960

リース債務 20,965 17,621

繰延税金負債 5,614 4,623

再評価に係る繰延税金負債 42,023 42,023

退職給付引当金 262,365 274,244

負ののれん 43,367 34,693

その他 976 975

固定負債合計 2,007,893 1,949,143

負債合計 2,981,690 2,821,442

純資産の部

株主資本

資本金 1,939,834 1,939,834

資本剰余金 491,567 493,553

利益剰余金 65,835 245,457

自己株式 △243,117 △209,743

株主資本合計 2,254,119 2,469,101

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △4,668 △4,029

土地再評価差額金 △87,536 △87,536

為替換算調整勘定 △44,651 △57,539

その他の包括利益累計額合計 △136,856 △149,105

少数株主持分 8,080 15,267

純資産合計 2,125,342 2,335,263

負債純資産合計 5,107,033 5,156,705
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
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22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

売上高 2,047,999 1,977,591

売上原価 1,318,833 1,290,964

売上総利益 729,166 686,626

販売費及び一般管理費 443,216 457,485

営業利益 285,949 229,141

営業外収益

受取利息 393 600

受取配当金 779 655

貸倒引当金戻入額 2,391 10,917

負ののれん償却額 8,673 8,673

その他 3,707 1,775

営業外収益合計 15,946 22,622

営業外費用

支払利息 24,603 22,206

為替差損 21,480 19,599

その他 9,757 8,217

営業外費用合計 55,841 50,024

経常利益 246,053 201,739

特別利益

投資有価証券売却益 － 612

役員退職慰労引当金戻入額 742 －

出資金清算益 1,266 －

特別利益合計 2,009 612

特別損失

固定資産除却損 5 4,798

投資有価証券売却損 270 －

特別損失合計 276 4,798

税金等調整前四半期純利益 247,786 197,553

法人税、住民税及び事業税 23,536 17,812

法人税等調整額 △990 △990

法人税等合計 22,545 16,821

少数株主損益調整前四半期純利益 225,241 180,732

少数株主利益 2,709 1,110

四半期純利益 222,532 179,621
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四半期連結包括利益計算書
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22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 225,241 180,732

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △449 639

為替換算調整勘定 △14,748 △12,887

その他の包括利益合計 △15,198 △12,248

四半期包括利益 210,043 168,483

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 207,334 167,373

少数株主に係る四半期包括利益 2,709 1,110
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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22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23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 247,786 197,553

減価償却費 98,319 102,239

のれん償却額 5,670 5,670

負ののれん償却額 △8,673 △8,673

退職給付引当金の増減額（△は減少） 10,041 11,879

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △24,558 －

賞与引当金の増減額（△は減少） 39,054 2,921

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,161 △11,698

繰延資産償却額 6,114 5,807

受取利息及び受取配当金 △1,173 △1,256

支払利息 24,603 22,206

為替差損益（△は益） 8,499 7,736

有形固定資産除却損 5 4,798

投資有価証券売却損益（△は益） 270 △612

出資金清算益 △1,266 －

売上債権の増減額（△は増加） △61,216 86,793

たな卸資産の増減額（△は増加） △37,962 △176,165

仕入債務の増減額（△は減少） 10,673 1,143

未払消費税等の増減額（△は減少） 21,142 21,314

その他の流動資産の増減額（△は増加） △5,448 △2,384

その他の流動負債の増減額（△は減少） 722 △1,659

その他の固定資産の増減額（△は増加） 21,174 8,021

その他の固定負債の増減額（△は減少） 6,555 261

小計 358,173 275,896

利息及び配当金の受取額 1,189 1,209

利息の支払額 △24,471 △22,018

法人税等の支払額 △21,539 △59,732

営業活動によるキャッシュ・フロー 313,351 195,355

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △27,001 △19,503

定期預金の払戻による収入 63,022 12,625

貸付けによる支出 △300 －

貸付金の回収による収入 1,170 610

有形固定資産の取得による支出 △34,453 △87,998

無形固定資産の取得による支出 △2,896 △2,083

投資有価証券の取得による支出 △918 △659

投資有価証券の売却による収入 4,854 6,864

出資金の回収による収入 1,266 －

敷金の差入による支出 △28,296 △400

敷金の回収による収入 36,949 －

投資その他の資産の増減額（△は増加） △2,601 △3,400

投資活動によるキャッシュ・フロー 10,796 △93,946
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(単位：千円)

前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

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） △3,998 －

長期借入れによる収入 20,000 －

長期借入金の返済による支出 △104,380 △102,620

社債の償還による支出 △30,000 △30,000

設備関係割賦債務の返済による支出 △13,517 △230

リース債務の返済による支出 △13,311 △12,873

自己株式の売却による収入 9,387 37,787

自己株式の取得による支出 △47 △89

財務活動によるキャッシュ・フロー △135,867 △108,026

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,967 △5,096

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 184,313 △11,713

現金及び現金同等物の期首残高 462,672 906,612

現金及び現金同等物の四半期末残高 646,985 894,899
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該当事項はありません。 

  

  

【セグメント情報】 

Ⅰ 前第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) 

１．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 

 
(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸事業を含んでおります。 

  

２．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) 

 
(注)  全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない管理部門に係る費用であります。 

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

(単位：千円)

報告セグメント
その他 
(注)

合計
テクノ
製品事業

メディカル
製品事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 1,723,670 323,008 2,046,679 1,320 2,047,999

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

─ ─ ─ 14,580 14,580

計 1,723,670 323,008 2,046,679 15,900 2,062,579

セグメント利益又は損失（△） 473,113 △55,355 417,758 7,851 425,610

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 417,758

「その他」の区分の利益 7,851

全社費用(注) △139,661

四半期連結損益計算書の営業利益 285,949

オーベクス株式会社(3583)平成24年3月期　第2四半期決算短信

11



  
Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30日) 

１．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 

 
(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸事業を含んでおります。 

  

２．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) 

 
(注)  全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない管理部門に係る費用であります。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

(単位：千円)

報告セグメント
その他 
(注)

合計
テクノ
製品事業

メディカル
製品事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 1,577,144 398,826 1,975,970 1,621 1,977,591

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

─ ─ ─ 14,580 14,580

計 1,577,144 398,826 1,975,970 16,201 1,992,171

セグメント利益又は損失（△） 386,692 △27,394 359,298 8,291 367,589

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 359,298

「その他」の区分の利益 8,291

全社費用(注) △138,448

四半期連結損益計算書の営業利益 229,141

（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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