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

24年3月期第3四半期 23,235 △6.5 1,182 △24.8 1,170 △25.8 542 △40.6
23年3月期第3四半期 24,858 27.2 1,572 419.1 1,577 389.6 913 ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 164百万円 （△70.1％） 23年3月期第3四半期 548百万円 （―％）

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3四半期 34.74 ―
23年3月期第3四半期 58.49 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 26,320 13,874 51.6
23年3月期 26,179 13,825 52.1
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  13,568百万円 23年3月期  13,637百万円

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 ― 7.00 ― 8.00 15.00
24年3月期 ― 7.00 ―
24年3月期（予想） 8.00 15.00

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 31,000 △4.8 1,400 △26.4 1,400 △26.2 750 △25.4 47.99



(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）  ：  有  

（注）詳細は、添付資料Ｐ．２「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」をご覧ください。 

(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 

（注）詳細は、添付資料Ｐ．２「２．サマリー情報（その他）に関する事項（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(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おります。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（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．当四半期決算に関す
る定性的情報（２）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 1社 （社名） 広州大中精密件有限公司 、 除外 ― 社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有
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3Q 17,690,040 株 23年3月期 17,690,040 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q 2,063,090 株 23年3月期 2,063,090 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 15,626,950 株 23年3月期3Q 15,626,970 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響から徐々に脱しつつあるものの、円高の

進行や欧州の財政問題などから、低調に推移いたしました。 

当社の主力事業分野であります自動車業界におきましても、期初の震災の影響からは回復傾向にありますが、タ

イ国の洪水による減産などもあり、日系自動車メーカーの生産・販売台数は昨年同期の実績を下回りました。 

このような状況下、当社グループにおきましても体制のスリム化や業務の効率化による経費の圧縮に努めてまい

りました。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は、232億３千５百万円（前年同期比6.5％減）、営業利益11億８

千２百万円（同24.8％減）、経常利益11億７千万円（同25.8％減）、四半期純利益は５億４千２百万円（同40.6％

減）となりました。 

セグメントの業績は、次のとおりであります。（セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を

行っております。）  

①日本 

売上高は153億４千万円（同1.0％増）、セグメント利益は９億５千７百万円（同11.9％減）となりました。 

②北米 

売上高は40億６百万円（同22.8％減）、セグメント利益は６千２百万円（同67.8％減）となりました。 

③アジア 

売上高は20億５百万円（同8.4％減）、セグメント利益は２億１千５百万円（同7.0％減）となりました。  

④中国 

売上高は11億９千３百万円（同26.0％減）、２千５百万円のセグメント損失（前年同期は１億９千６百万円の

セグメント利益）となりました。 

⑤欧州 

売上高は６億８千９百万円（前年同期比2.0％増）、７百万円のセグメント損失（前年同期は２千２百万円の

セグメント損失）となりました。 

（２）連結業績予想に関する定性的情報 

平成24年３月期の連結業績予想につきましては、平成23年７月26日に公表いたしました「業績予想及び配当予想

の公表に関するお知らせ」に変更はありません。 

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

第２四半期連結会計期間より、広州大中精密件有限公司は新たに設立されたため、連結の範囲に含めておりま

す。 

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（１株当たり当期純利益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、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号 平成22年

６月30日）及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号 平成22

年６月30日）を適用しております。 

 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定にあたり、一定期間の勤務後に権利が確定するストック・

オプションについて、権利の行使により払い込まれると仮定した場合の入金額に、ストック・オプションの公正

な評価額のうち、将来企業が提供されるサービスに係る分を含める方法に変更しております。  

 なお、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため、これによる影響はありません。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（その他）に関する事項



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３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,126,578 6,502,974

受取手形及び売掛金 6,527,866 7,850,783

商品及び製品 3,705,728 3,724,110

仕掛品 223,230 273,409

原材料及び貯蔵品 649,922 684,251

繰延税金資産 349,532 285,863

その他 301,461 173,704

貸倒引当金 △11,668 △14,394

流動資産合計 18,872,653 19,480,702

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,401,496 2,343,059

減価償却累計額 △907,304 △945,817

建物及び構築物（純額） 1,494,192 1,397,242

機械装置及び運搬具 4,741,277 4,840,160

減価償却累計額 △2,756,229 △2,925,358

機械装置及び運搬具（純額） 1,985,048 1,914,801

工具、器具及び備品 2,850,011 2,919,904

減価償却累計額 △2,565,203 △2,634,454

工具、器具及び備品（純額） 284,808 285,449

土地 606,658 577,512

建設仮勘定 117,532 100,493

有形固定資産合計 4,488,239 4,275,499

無形固定資産   

のれん 512,648 444,727

ソフトウエア 71,994 54,857

その他 118,880 118,271

無形固定資産合計 703,523 617,856

投資その他の資産   

投資有価証券 540,016 476,724

繰延税金資産 167,122 178,494

長期預金 600,000 600,000

その他 809,243 701,407

貸倒引当金 △1,668 △9,909

投資その他の資産合計 2,114,714 1,946,717

固定資産合計 7,306,478 6,840,073

資産合計 26,179,131 26,320,776



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 8,288,247 8,819,142

1年内償還予定の社債 740,000 740,000

未払法人税等 463,415 144,463

賞与引当金 220,925 143,109

役員賞与引当金 49,280 37,900

その他 584,403 563,063

流動負債合計 10,346,270 10,447,678

固定負債   

社債 1,280,000 1,160,000

繰延税金負債 62,531 51,247

退職給付引当金 556,432 585,273

その他 107,897 202,335

固定負債合計 2,006,861 1,998,856

負債合計 12,353,132 12,446,535

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,825,671 1,825,671

資本剰余金 1,611,444 1,611,444

利益剰余金 13,045,417 13,353,832

自己株式 △1,462,513 △1,462,513

株主資本合計 15,020,019 15,328,434

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 106,821 76,171

為替換算調整勘定 △1,489,507 △1,835,632

その他の包括利益累計額合計 △1,382,685 △1,759,460

新株予約権 31,671 61,098

少数株主持分 156,993 244,168

純資産合計 13,825,998 13,874,241

負債純資産合計 26,179,131 26,320,776



（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22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 24,858,142 23,235,779

売上原価 19,244,352 18,240,470

売上総利益 5,613,789 4,995,309

販売費及び一般管理費 4,041,538 3,812,772

営業利益 1,572,251 1,182,537

営業外収益   

受取利息 6,083 11,362

受取配当金 6,693 10,446

作業くず売却益 28,454 24,173

その他 14,468 18,276

営業外収益合計 55,700 64,259

営業外費用   

支払利息 18,567 15,962

支払保証料 7,770 6,869

為替差損 21,852 44,149

その他 1,845 9,583

営業外費用合計 50,036 76,564

経常利益 1,577,915 1,170,231

特別利益   

固定資産売却益 458 1,842

貸倒引当金戻入額 541 －

新株予約権戻入益 3,360 －

特別利益合計 4,359 1,842

特別損失   

固定資産除却損 7,975 3,302

投資有価証券評価損 － 7,313

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 22,964 －

その他 70 3,387

特別損失合計 31,010 14,003

税金等調整前四半期純利益 1,551,264 1,158,070

法人税、住民税及び事業税 631,036 530,001

法人税等調整額 △3,543 72,940

法人税等合計 627,493 602,941

少数株主損益調整前四半期純利益 923,771 555,129

少数株主利益 9,779 12,310

四半期純利益 913,991 542,819



（四半期連結包括利益計算書） 
（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22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 923,771 555,129

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 32,015 △30,650

為替換算調整勘定 △407,271 △360,281

その他の包括利益合計 △375,255 △390,931

四半期包括利益 548,515 164,197

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 538,771 166,044

少数株主に係る四半期包括利益 9,743 △1,846



該当事項はありません。 

（セグメント情報） 

Ⅰ 前第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） 

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）１．セグメント利益又はセグメント損失の調整額△113,953千円は、セグメント間取引消去△46,032千円、のれ

ん償却額△67,921千円が含まれております。  

   ２．セグメント利益又はセグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

２．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 

該当事項はありません。 

  

［関連情報］ 

事業の種類別の情報 

売上高 

                                                                （単位：千円） 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

（単位：千円）

  

報告セグメント 
調整額 
（注）1  

  四半期連結 
  損益計算書 
    計上額 

（注）2  
日本 北米  アジア 中国 欧州   計  

売上高          

外部顧客への売

上高 
15,190,777  5,187,392 2,190,398 1,613,851 675,721  24,858,142  － 24,858,142

セグメント間の
内部売上高又は
振替高 

3,594,516  － 53,950 439,547 1,284  4,089,299  △4,089,299 －

計 18,785,294  5,187,392 2,244,349 2,053,398 677,006  28,947,441  △4,089,299 24,858,142

セグメント利益又

はセグメント損失

（△） 

1,087,548  192,540 231,591 196,955 △22,431  1,686,204  △113,953 1,572,251

自動車関連部品事業 情報通信関連部品事業 その他関連部品事業 合計 

  22,972,809   1,107,793   777,538   24,858,142



Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31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）１．セグメント利益又はセグメント損失の調整額△19,516千円は、セグメント間取引消去48,404千円、のれん

償却額△67,921千円が含まれております。  

   ２．セグメント利益又はセグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

２．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 

該当事項はありません。 

  

［関連情報］  

事業の種類別の情報 

売上高 

                                     （単位：千円）  

該当事項はありません。 

  （単位：千円）

  

報告セグメント 
調整額 
（注）1  

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
（注）2  

日本 北米  アジア 中国 欧州   計  

売上高          

外部顧客への売

上高 
15,340,482  4,006,401 2,005,803 1,193,756 689,335  23,235,779  － 23,235,779

セグメント間の
内部売上高又は
振替高 

2,752,895  1,033 60,642 341,009 786  3,156,368  △3,156,368 －

計 18,093,377  4,007,435 2,066,446 1,534,765 690,122  26,392,148  △3,156,368 23,235,779

セグメント利益又

はセグメント損失

（△） 

957,805  62,050 215,432 △25,811 △7,422  1,202,053  △19,516 1,182,537

自動車関連部品事業 情報通信関連部品事業 その他関連部品事業 合計 

  22,059,346   459,418   717,014   23,235,779

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



当社は、平成24年１月26日開催の取締役会におきまして、連結対象子会社であるOHASHI S.I.（THAILAND）

CO.,LTD.（以下、同社）を解散することを決定いたしました。 

１．解散の理由 

アセアン地域における事業の効率化を目的として、同社を解散するものであります。 

２．当該子会社の概要 

(1) 商号        OHASHI S.I.（THAILAND）CO.,LTD. 

(2) 事業内容    自動車関連部品の製造 

(3) 設立年月日  平成18年10月１日 

(4) 所在地      タイ国アユタヤ 

(5) 代表者      須藤 弘 

(6) 資本金      44百万タイバーツ 

３．解散の時期 

清算結了の具体的な時期は、現時点では未定です。 

４．子会社等の状況 

同社は、平成23年10月14日より、タイ国において発生した洪水のため、工場の操業を停止しております。

５．当該解散による損失見込額 

洪水で被災した資産につきましては、損害保険を付しており、現在、申請手続中です。このため、解散

による損失は軽微な見込みであります。 

６．当該解散が営業活動等に及ぼす重要な影響 

同社の主要取扱製品については、OHASHI TECHNICA (THAILAND)CO.,LTD.などで代替生産を行ってまいり

ます。  

（６）重要な後発事象
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