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1.  平成24年3月期の連結業績（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(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 ％

24年3月期 31,504 △3.3 1,532 △19.5 1,527 △19.5 708 △29.5
23年3月期 32,574 17.5 1,903 191.1 1,897 196.6 1,005 406.9

（注）包括利益 24年3月期 441百万円 （△13.2％） 23年3月期 509百万円 （12.9％）

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 ％ ％ ％

24年3月期 45.34 ― 5.2 5.8 4.9
23年3月期 64.32 ― 7.4 7.3 5.8

（参考） 持分法投資損益 24年3月期  ―百万円 23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

24年3月期 26,269 14,161 52.7 886.64
23年3月期 26,179 13,825 52.1 872.68

（参考） 自己資本   24年3月期  13,855百万円 23年3月期  13,637百万円

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

24年3月期 1,290 △694 △902 6,706
23年3月期 1,567 △530 △496 7,126

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 ％ ％

23年3月期 ― 7.00 ― 8.00 15.00 234 23.3 1.7
24年3月期 ― 7.00 ― 8.00 15.00 234 33.1 1.7
25年3月期(予想) ― 8.00 ― 10.00 18.00 26.8

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期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) 17,000 15.1 850 34.7 850 34.2 480 58.0 30.72
通期 35,000 11.1 1,800 17.4 1,800 17.8 1,050 48.2 67.19



※  注記事項 
(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  

（注）詳細は、添付資料Ｐ．13「３．連結財務諸表（6）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。 

(2) 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．13「３．連結財務諸表（7）会計方針の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 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 2,063,090 株 23年3月期 2,063,090 株
③ 期中平均株式数 24年3月期 15,626,950 株 23年3月期 15,626,968 株

（参考）個別業績の概要 

平成24年3月期の個別業績（平成23年4月1日～平成24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 ％

24年3月期 22,578 0.9 1,399 11.6 1,624 21.6 943 31.1
23年3月期 22,368 13.6 1,253 44.3 1,335 26.6 719 14.0

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

24年3月期 60.38 ―
23年3月期 46.05 ―

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 23,975 13,709 56.9 872.77
23年3月期 23,513 12,927 54.8 825.22

（参考） 自己資本 24年3月期  13,638百万円 23年3月期  12,895百万円

※ 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財務諸表の監査手続は終了しておりません。 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（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、当社
としてその実現を約束する趣旨のものではありません。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、添付資料Ｐ．２「１．経営成績（1)経営成績に関する分析」をご覧ください。 
 
（決算補足説明資料の入手方法について） 
 当社は、平成24年５月25日に証券アナリスト・機関投資家向け決算説明会を開催する予定であります。この説明会で使用する資料については、開催後速やか
に当社ホームページに掲載する予定であります。 
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(1）経営成績に関する分析 

① 当期の経営成績 

  当連結会計年度の世界経済は、中国をはじめとする新興国の継続的な成長や米国経済において回復の兆しが見ら

れたものの、欧州における債務問題などから全体としては減速感が続きました。 

 わが国経済は、東日本大震災により落ち込んだ企業の生産活動の回復が見られましたが、欧州の金融不安や歴史

的な円高の長期化などから、先行き不透明な状況で推移いたしました。 

 当社グループの主力事業分野であります自動車業界におきましても、期初の東日本大震災から回復傾向にありま

すが、タイ国の洪水などによる減産もあり、年度を通じての主要日系自動車メーカーの生産台数は、前年度をわず

かに上回る実績にとどまりました。   

 このような状況下、当社グループでは業績の確保と経営基盤の強化に努めてまいりましたが、長期化する円高等

の影響を補うまでには至りませんでした。 

 この結果、当連結会計年度の売上高は、315億４百万円（前連結会計年度比3.3％減）、営業利益は15億３千２百

万円（同19.5％減）、経常利益は15億２千７百万円（同19.5％減）、当期純利益は７億８百万円（同29.5％減）と

なりました。 

 セグメントの概況は次のとおりであります。（セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っており

ます。） 

 (イ) 日本 

売上高は210億１千万円（前連結会計年度比5.6％増）、セグメント利益は13億４千万円（同2.1％増）となり

ました。 

 (ロ) 北米 

売上高は55億１千６百万円（同17.0％減）、セグメント利益は１億１千６百万円（同46.0％減）となりまし

た。 

 (ハ) アジア 

売上高は22億８千２百万円（同21.3％減）、セグメント利益は１億７千３百万円（同41.4％減）となりまし

た。 

 (ニ) 中国 

売上高は17億４千８百万円（同21.4％減）、セグメント損失は１千１百万円（前連結会計年度は２億４千５百

万円のセグメント利益）となりました。 

 (ホ) 欧州 

売上高は９億４千６百万円（前連結会計年度比4.0％増）、セグメント損失は１千７百万円（前連結会計年度

は４千１百万円のセグメント損失）となりました。 

② 次期の見通し 

次期の世界経済は、先進国経済は引続き低成長が見込まれるものの、新興国経済が堅調であることから緩やかな

成長が予想されます。わが国経済も、復興需要の顕在化に支えられて緩やかな景気拡大が見込まれるものの、円高

継続の懸念や欧州危機の深刻化リスクなどから、先行き不透明な状況は続くものと思われます。 

自動車業界におきましては、新興国市場が依然として堅調であることや米国の需要回復、国内でも補助金再開を

機として生産・販売ともに回復傾向にあることなどから、需要回復が続くものと期待されます。 

次期連結業績予想につきましては、売上高は350億円（前連結会計年度比11.1％増）、営業利益は18億円（同

17.4％増）、経常利益は18億円（同17.8％増）、当期純利益は10億５千万円（同48.2％増）を見込んでおります。

  

(2）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の残高は、社債の償還などによる現金及び預金の減少や減価償却などによる固定

資産の減少はあったものの、受取手形及び売掛金、たな卸資産等の増加により前連結会計年度末比９千万円増加し

262億６千９百万円となりました。 

負債の残高は、電子記録債務などの仕入債務が増加したものの、社債の償還等により、前連結会計年度末比２億

４千４百万円減少し121億８百万円となりました。 

純資産の残高は、為替換算調整勘定が減少したものの、利益剰余金の増加等により、前連結会計年度末比３億３

千５百万円増加し、141億６千１百万円となりました。 

１．経営成績



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、前連結会計年度末に比べ４億１千

９百万円減少し67億６百万円となりました。 

当連結会計年度における各キャッシュ・フロ－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－） 

営業活動の結果、12億９千万円の資金の増加となりました。 

これは主に、売上債権が９億３千７百万円増加し、法人税等の支払額が８億４千５百万円ありましたが、仕入債

務が６億２千５百万円増加し、税金等調整前当期純利益を14億９千６百万円計上したことなどによるものでありま

す。 

（投資活動によるキャッシュ・フロ－） 

投資活動の結果、６億９千４百万円の資金の減少となりました。 

これは主に、有形固定資産の取得７億１百万円によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロ－） 

財務活動の結果、９億２百万円の資金の減少となりました。 

これは主に、社債の償還７億４千万円及び配当金の支払い２億３千４百万円によるものであります。 

なお、当企業集団のキャッシュ・フロー関連指標の推移は下記のとおりであります。 

※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 

１．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

２．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おります。 

３．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。 

４．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。 

  

(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、株主の皆様への利益還元を経営上の 重要課題の１つと考えており、長期的な視野に立ち、キャッシュ・

フローと業績とを総合的に考慮しながら配当を行ってまいりました。 

当連結会計年度の期末配当金につきましては、上記の方針に則り、今後の業績動向、財務基盤等を総合的に勘案

し、前年同期と同じく１株当たり８円とさせていただきたいと存じます。その結果、年間では昨年12月の中間配当金

７円と合わせ、１株につき15円とさせていただく予定であります。 

次期（平成25年３月期）の配当金につきましては、年間配当金18円（中間配当金８円、期末配当金10円）を予定し

ております。  

  
第57期 

平成21年３月期 
第58期 

平成22年３月期 
第59期 

平成23年３月期 
第60期（当期） 
平成24年３月期 

自己資本比率（％）  57.9  51.9  52.1  52.7

時価ベースの自己資本比率（％）  48.6  36.3  36.4  35.9

キャッシュ・フロー対有利子負債比率

（％） 
 △135.5  67.5  131.2  110.4

インタレスト・カバレッジ・レシオ

（倍） 
 －  108.6  64.5  61.3



(1）会社の経営の基本方針 

   当社グループは、「新たな価値を創造し、世界のお客様に信頼される会社を実現する」ことを経営理念としてお 

 ります。この理念の下、以下を経営の基本方針としております。 

  ① グローバル企業として、さらなる発展をめざす。 

  ② ファブレス＆ファクトリー機能を強化し、卓越した強みを創造する。  

  ③ 企業の成長を通し、社員の幸福と社会貢献を実現する。  

  

(2）目標とする経営指標 

  当社グループは、経営資源の有効活用を図り、中長期的な会社の発展と企業価値の向上を目指すため、ＲＯＥ（自

 己資本当期純利益率）とＲＯＡ（総資本経常利益率）を重要な経営指標として位置付け、その向上に取り組んでおり

 ます。  

  

(3）中長期的な会社の経営戦略 

  世界の自動車市場では、中国をはじめとする新興国市場に牽引されて拡大が続く中で、国内では円高による生産・

 輸出構造の見直しや環境対応車需要の拡大など、業界を取り巻く環境が大きく変化しております。 

  当社グループといたしましては、こうした経営環境の変化に対応しグループの安定的な成長を果たすため、平成24

 年度から平成26年度までの３ヵ年中期経営計画「Challenge to Change」を策定いたしました。グローバルなマーケ 

 ットでのお客様に対応できる事業体制を構築し、事業の一段の成長を目指すため、以下の方針に沿って経営を進めて

 まいります。 

  ① 市場地位の向上を図る 

    グローバルサプライヤーとしての確固たる存在価値を構築  

  ② 戦略的な拡大投資を図る 

    ・新事業拠点展開 ・製造設備強化 ・商品技術開発 ・人材獲得育成  

  ③ 変革への挑戦を図る 

    自ら殻を破り、変革・進化の実現  

  

(4）会社の対処すべき課題 

 当社グループは、新たな中期経営計画「Challenge to Change」の目標達成に向けて、以下の項目を 優先に、課

題の解決を図ってまいります。 

 ① 販売拡大への取り組み  

(イ)グローバルサプライヤーとしての確固たる存在価値構築 

(ロ)新たな販売市場の開拓 

② 調達基盤強化への取り組み 

  (イ)グローバルパートナー体制の構築 

   (ロ)新たな調達基盤の開拓 

③ 製造機能強化への取り組み 

   (イ)グローバル生産体制の強化 

   (ロ)独自の加工技術の開発 

④ 開発力強化への取り組み 

  (イ)卓越した新技術、新商品の開発 

   (ロ)独自技術の浸透拡大 

⑤ 組織強化・人材育成への取り組み 

  (イ)将来を展望した組織体制の構築 

   (ロ)グローバルな事業展開に対応できる人材の獲得と育成 

⑥ ステークホルダーの信頼強化への取り組み 

   (イ)株主還元、ＩＲ活動の推進・充実 

   (ロ)社会的責任（コンプライアンス・企業倫理） 

  (ハ)リスク管理体制の徹底 

   (ニ)企業の成長を通し、社員の幸福と社会貢献を実現  

２．経営方針



３．連結財務諸表 
（１）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) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,126,578 6,706,729

受取手形及び売掛金 6,527,866 ※  7,408,713

商品及び製品 3,705,728 3,767,123

仕掛品 223,230 307,420

原材料及び貯蔵品 649,922 668,345

繰延税金資産 349,532 374,806

その他 301,461 191,471

貸倒引当金 △11,668 △14,009

流動資産合計 18,872,653 19,410,599

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,401,496 2,389,535

減価償却累計額 △907,304 △973,766

建物及び構築物（純額） 1,494,192 1,415,769

機械装置及び運搬具 4,741,277 5,000,645

減価償却累計額 △2,756,229 △3,046,344

機械装置及び運搬具（純額） 1,985,048 1,954,301

工具、器具及び備品 2,850,011 2,913,280

減価償却累計額 △2,565,203 △2,623,367

工具、器具及び備品（純額） 284,808 289,912

土地 606,658 576,796

建設仮勘定 117,532 9,212

有形固定資産合計 4,488,239 4,245,992

無形固定資産   

のれん 512,648 423,550

ソフトウエア 71,994 53,005

その他 118,880 120,101

無形固定資産合計 703,523 596,657

投資その他の資産   

投資有価証券 540,016 585,238

繰延税金資産 167,122 136,920

長期預金 600,000 600,000

その他 809,243 704,619

貸倒引当金 △1,668 △10,117

投資その他の資産合計 2,114,714 2,016,660

固定資産合計 7,306,478 6,859,310

資産合計 26,179,131 26,269,910



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 8,288,247 ※  5,997,831

電子記録債務 － 2,785,502

1年内償還予定の社債 740,000 1,040,000

未払法人税等 463,415 411,201

賞与引当金 220,925 209,605

役員賞与引当金 49,280 50,400

その他 584,403 575,019

流動負債合計 10,346,270 11,069,560

固定負債   

社債 1,280,000 240,000

繰延税金負債 62,531 34,557

退職給付引当金 556,432 591,342

その他 107,897 173,067

固定負債合計 2,006,861 1,038,968

負債合計 12,353,132 12,108,528

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 13,519,542

自己株式 △1,462,513 △1,462,513

株主資本合計 15,020,019 15,494,145

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 106,821 140,810

為替換算調整勘定 △1,489,507 △1,779,551

その他の包括利益累計額合計 △1,382,685 △1,638,740

新株予約権 31,671 70,448

少数株主持分 156,993 235,528

純資産合計 13,825,998 14,161,381

負債純資産合計 26,179,131 26,269,910



（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）

前連結会計年度 
(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 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

売上高 32,574,059 31,504,787

売上原価 ※5  25,281,922 ※5  24,891,086

売上総利益 7,292,136 6,613,700

販売費及び一般管理費 ※1, ※2  5,388,901 ※1, ※2  5,080,758

営業利益 1,903,235 1,532,941

営業外収益   

受取利息 9,257 17,272

受取配当金 10,493 14,675

作業くず売却益 37,288 34,235

その他 20,691 21,969

営業外収益合計 77,730 88,153

営業外費用   

支払利息 24,300 21,063

支払保証料 10,250 9,050

為替差損 47,176 40,148

開業費 － 13,984

その他 2,029 9,110

営業外費用合計 83,757 93,358

経常利益 1,897,208 1,527,736

特別利益   

固定資産売却益 ※3  661 ※3  1,830

貸倒引当金戻入額 554 －

新株予約権戻入益 3,360 －

特別利益合計 4,576 1,830

特別損失   

固定資産除却損 ※4  14,498 ※4  3,909

投資有価証券評価損 51,560 1,071

ゴルフ会員権評価損 － 3,754

災害による損失 － ※6  21,938

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 22,964 －

その他 8,111 2,131

特別損失合計 97,134 32,805

税金等調整前当期純利益 1,804,650 1,496,761

法人税、住民税及び事業税 776,650 814,469

法人税等調整額 10,216 △28,239

法人税等合計 786,867 786,230

少数株主損益調整前当期純利益 1,017,782 710,530

少数株主利益 12,710 2,001

当期純利益 1,005,072 708,529



（連結包括利益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(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 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 1,017,782 710,530

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 51,248 33,989

為替換算調整勘定 △560,024 △302,622

その他の包括利益合計 △508,775 ※  △268,633

包括利益 509,007 441,896

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 499,831 452,474

少数株主に係る包括利益 9,175 △10,577



（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(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 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 1,825,671 1,825,671

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,825,671 1,825,671

資本剰余金   

当期首残高 1,611,444 1,611,444

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,611,444 1,611,444

利益剰余金   

当期首残高 12,755,349 13,045,417

当期変動額   

剰余金の配当 △218,777 △234,404

当期純利益 1,005,072 708,529

自己株式の消却 △496,226 －

当期変動額合計 290,068 474,125

当期末残高 13,045,417 13,519,542

自己株式   

当期首残高 △1,958,727 △1,462,513

当期変動額   

自己株式の取得 △12 －

自己株式の消却 496,226 －

当期変動額合計 496,213 －

当期末残高 △1,462,513 △1,462,513

株主資本合計   

当期首残高 14,233,737 15,020,019

当期変動額   

剰余金の配当 △218,777 △234,404

当期純利益 1,005,072 708,529

自己株式の取得 △12 －

当期変動額合計 786,282 474,125

当期末残高 15,020,019 15,494,145



（単位：千円）

前連結会計年度 
(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 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成24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   

当期首残高 55,573 106,821

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 51,248 33,989

当期変動額合計 51,248 33,989

当期末残高 106,821 140,810

為替換算調整勘定   

当期首残高 △933,017 △1,489,507

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △556,489 △290,043

当期変動額合計 △556,489 △290,043

当期末残高 △1,489,507 △1,779,551

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 △877,444 △1,382,685

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △505,241 △256,054

当期変動額合計 △505,241 △256,054

当期末残高 △1,382,685 △1,638,740

新株予約権   

当期首残高 3,360 31,671

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 28,311 38,777

当期変動額合計 28,311 38,777

当期末残高 31,671 70,448

少数株主持分   

当期首残高 147,817 156,993

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 9,175 78,535

当期変動額合計 9,175 78,535

当期末残高 156,993 235,528

純資産合計   

当期首残高 13,507,470 13,825,998

当期変動額   

剰余金の配当 △218,777 △234,404

当期純利益 1,005,072 708,529

自己株式の取得 △12 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △467,754 △138,742

当期変動額合計 318,527 335,382

当期末残高 13,825,998 14,161,381



（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(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 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成24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 1,804,650 1,496,761

減価償却費 826,887 789,604

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 22,964 －

のれん償却額 90,561 89,098

退職給付引当金の増減額（△は減少） 35,542 35,690

賞与引当金の増減額（△は減少） 61,096 △11,180

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 6,280 1,120

貸倒引当金の増減額（△は減少） △148 10,953

受取利息及び受取配当金 △19,751 △31,948

支払利息 24,300 21,063

投資有価証券評価損益（△は益） 51,560 1,071

固定資産売却損益（△は益） 193 301

固定資産除却損 14,498 3,909

売上債権の増減額（△は増加） 398,353 △937,383

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,141,321 △297,183

仕入債務の増減額（△は減少） 128,910 625,769

その他投資の増減額(△は増加) 21,571 105,116

その他 △30,958 221,100

小計 2,295,192 2,123,865

利息及び配当金の受取額 20,007 33,065

利息の支払額 △24,300 △21,063

法人税等の支払額 △723,684 △845,505

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,567,215 1,290,361

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 △483,696 △701,025

有形固定資産の売却による収入 2,915 9,357

無形固定資産の取得による支出 △9,517 △12,063

投資有価証券の取得による支出 △106,850 △7,615

貸付けによる支出 △3,800 △1,680

貸付金の回収による収入 21,238 18,473

敷金の回収による収入 48,721 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △530,988 △694,553



（単位：千円）

前連結会計年度 
(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 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

社債の償還による支出 △240,000 △740,000

リース債務の返済による支出 △38,200 △17,623

自己株式の取得による支出 △12 －

少数株主からの払込みによる収入 － 92,100

配当金の支払額 △218,777 △234,404

少数株主への配当金の支払額 － △2,987

財務活動によるキャッシュ・フロー △496,990 △902,914

現金及び現金同等物に係る換算差額 △19,357 △112,742

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 519,878 △419,849

現金及び現金同等物の期首残高 6,606,700 7,126,578

現金及び現金同等物の期末残高 ※  7,126,578 ※  6,706,729



 該当事項はありません。  

 １．連結の範囲に関する事項 

（1）連結子会社数 12社 

連結子会社の名称  

オーハシ技研工業㈱  

㈱オーハシロジスティクス（㈱オーティーシーロジスティクスより商号変更）  

OHASHI TECHNICA U.S.A.,INC．  

OHASHI TECHNICA U.S.A.MANUFACTURING INC. 

OHASHI TECHNICA(THAILAND)CO.,LTD. 

OHASHI SATO(THAILAND)CO.,LTD. 

OHASHI S.I.(THAILAND)CO.,LTD. 

OHASHI TECHNICA UK, LTD. 

大橋精密電子(上海)有限公司  

大橋精密件(上海)有限公司  

大橋精密件制造(広州)有限公司  

広州大中精密件有限公司 

上記のうち、広州大中精密件有限公司については、当連結会計年度において新たに設立された

ため、連結範囲に含めております。  

（2）主要な非連結子会社の名称等 

非連結子会社はありません。 

  

なお、上記以外は、 近の有価証券報告書（平成23年６月21日提出）における記載から重要な変更がないため開

示を省略しております。  

（１株当たり当期純利益に関する会計基準等の適用） 

当連結会計年度より、「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日公

表分）を適用しております。 

潜在株式調整後１株当たり当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。  

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

当連結会計年度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。  

(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

(7) 会計方針の変更

(8) 追加情報



※ 連結会計年度末日満期手形 

 連結会計年度末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当連結

会計年度の末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形が連結会計年度末残高に含まれて

おります。 

※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あります。 

 ※２ 一般管理費に含まれる研究開発費の総額 

※３ 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。 

 ※４ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 

(9) 連結財務諸表に関する注記事項

（連結貸借対照表関係）

  
前連結会計年度 

（平成23年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成24年３月31日） 

受取手形  － 千円 34,203

支払手形  －  95,803

（連結損益計算書関係）

  
前連結会計年度 

（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 
（自 平成23年４月１日 

至 平成24年３月31日） 

荷造運賃 千円705,397 千円 610,771

給与手当  1,948,665  1,913,185

賞与引当金繰入額  178,769  174,599

役員賞与引当金繰入額  49,280  50,400

退職給付引当金繰入額  40,671  45,113

貸倒引当金繰入額  388  2,317

  
  

  

前連結会計年度 
（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 
（自 平成23年４月１日 

至 平成24年３月31日） 

  千円 123,317 千円 67,979

  
前連結会計年度 

（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 
（自 平成23年４月１日 

至 平成24年３月31日） 

機械装置及び運搬具 千円 659 千円 1,829

工具、器具及び備品  2  0

計  661  1,830

  
前連結会計年度 

（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 
（自 平成23年４月１日 

至 平成24年３月31日） 

建物及び構築物 千円 1,290 千円 1,007

機械装置及び運搬具  7,903  1,442

工具、器具及び備品  5,264  1,459

ソフトウエア  39  0

計  14,498  3,909



※５ 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次のたな卸資産評価損（△は戻入額）が売上原価

に含まれております。 

※６ 災害による損失は、平成23年10月タイ国において発生した洪水による損失額であります。  

当連結会計年度（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日）  

※  その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額 

  
  

  

前連結会計年度 
（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 
（自 平成23年４月１日 

至 平成24年３月31日） 

  千円 △3,244 千円 28,763

（連結包括利益計算書関係）

その他有価証券評価差額金：   

当期発生額 千円37,607

組替調整額  1,071

税効果調整前  38,678

税効果額  △4,689

その他有価証券評価差額金  33,989

為替換算調整勘定：   

当期発生額  △302,622

その他の包括利益合計  △268,633



前連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）１．普通株式の発行済株式総数の減少700,000株は、自己株式の消却による減少であります。 

    ２．普通株式の自己株式の株式数の増加20株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

   ３．普通株式の自己株式の株式数の減少700,000株は、自己株式の消却による減少であります。 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

（注）第１回乃至第８回新株予約権の当連結会計年度減少は、新株予約権の消却による減少であります。     

 ３．配当に関する事項 

(1） 配当金支払額 

(2） 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの    

  

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
当連結会計年度期首

株式数 
（株） 

当連結会計年度 
増加株式数 

（株） 

当連結会計年度 
減少株式数 

（株） 

当連結会計年度末 
株式数 
（株） 

発行済株式         

普通株式（注）1  18,390,040  －  700,000  17,690,040

合計  18,390,040  －  700,000  17,690,040

自己株式         

普通株式（注）2,3   2,763,070  20  700,000  2,063,090

合計  2,763,070  20  700,000  2,063,090

区分 新株予約権の内訳 

新株予約権
の目的とな
る株式の種

類 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  
当連結会計
年度末残高
（千円） 

当連結会計
年度期首 

当連結会計
年度増加  

当連結会計
年度減少  

当連結会計
年度末  

 提出会社 

 第１回乃至第８回新株予約権 

（注） 
普通株式 1,764,040 －    1,764,040  －  －

ストック・オプションとして

の新株予約権  
－ － － －  －  31,671

 合計 － － － － －  31,671

（決  議） 株式の種類 
配当金の総額 

（千円） 

１株当たり 
配当額 
（円） 

基準日 効力発生日 

平成22年６月23日 

定時株主総会 
普通株式  109,388  7 平成22年３月31日 平成22年６月24日 

平成22年11月４日 

取締役会 
普通株式  109,388  7 平成22年９月30日 平成22年12月６日 

（決  議） 株式の種類 
配当金の総額

（千円） 
配当の原資 

１株当たり 
配当額 
（円） 

基準日 効力発生日 

平成23年６月21日 

定時株主総会 
普通株式  125,015 利益剰余金   8 平成23年３月31日 平成23年６月22日



当連結会計年度（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

  

 ３．配当に関する事項 

(1） 配当金支払額 

(2） 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

次のとおり決議を予定しております。   

  
当連結会計年度期首

株式数 
（株） 

当連結会計年度 
増加株式数 

（株） 

当連結会計年度 
減少株式数 

（株） 

当連結会計年度末 
株式数 
（株） 

発行済株式         

普通株式  17,690,040  －  －  17,690,040

合計  17,690,040  －  －  17,690,040

自己株式         

普通株式  2,063,090  －  －  2,063,090

合計  2,063,090  －  －  2,063,090

区分 新株予約権の内訳 

新株予約権
の目的とな
る株式の種

類 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  
当連結会計
年度末残高
（千円） 

当連結会計
年度期首 

当連結会計
年度増加  

当連結会計
年度減少  

当連結会計
年度末  

 提出会社 
ストック・オプションとして

の新株予約権  
－ － － －  －  70,448

 合計 － － － － －  70,448

（決  議） 株式の種類 
配当金の総額 

（千円） 

１株当たり 
配当額 
（円） 

基準日 効力発生日 

平成23年６月21日 

定時株主総会 
普通株式  125,015  8 平成23年３月31日 平成23年６月22日 

平成23年11月４日 

取締役会 
普通株式  109,388  7 平成23年９月30日 平成23年12月５日 

（決  議） 株式の種類 
配当金の総額

（千円） 
配当の原資 

１株当たり 
配当額 
（円） 

基準日 効力発生日 

平成24年６月21日 

定時株主総会 
普通株式  125,015 利益剰余金   8 平成24年３月31日 平成24年６月22日



※  現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

１．報告セグメントの概要 

当社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ありま

す。 

当社グループは、グローバルサプライヤーとして主に自動車部品等の開発、製造並びに販売を行っておりま

す。国内においては当社及び国内子会社が、海外においては北米（米国）、アジア（タイ）、中国、欧州（英

国）の各現地法人が、各々の地域毎に事業活動を展開しております。 

したがって、当社グループは製造・販売体制を基礎とした地域別のセグメントから構成されており、「日

本」、「北米」、「アジア」、「中国」、「欧州」の５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に関する情報 

前連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

（注）１．調整額は以下のとおりであります。 

（1）セグメント利益又はセグメント損失の調整額△126,599千円には、セグメント間取引消去27,899千円、のれん

の償却額△90,561千円及び棚卸資産の調整額△63,937千円が含まれております。  

（2）セグメント資産の調整額△8,820,544千円には、セグメント間取引消去△8,521,459千円、棚卸資産の調整額

△469,383千円及びその他の調整額170,298千円が含まれております。 

２．セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。 

  

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

  
  

  

前連結会計年度 
（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 
（自  平成23年４月１日 

至  平成24年３月31日） 

現金及び預金勘定 千円 7,126,578 千円 6,706,729

預入期間が３か月を超える定期預金  －  －

現金及び現金同等物  7,126,578  6,706,729

（セグメント情報等）

ａ．セグメント情報

（単位：千円）

  

報告セグメント 
調整額 
（注）1  

連結 
 財務諸表 
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 

19,893,473  6,644,129 2,900,823 2,225,907 909,726 32,574,059  － 32,574,059

セグメント間の
内部売上高又は
振替高 

4,737,636  － 71,689 519,764 1,541 5,330,631  △5,330,631 －

計 24,631,110  6,644,129 2,972,512 2,745,671 911,268 37,904,691  △5,330,631 32,574,059

セグメント利益又
はセグメント損失
（△） 

1,313,180  216,293 296,253 245,455 △41,348 2,029,834  △126,599 1,903,235

セグメント資産 26,060,983  3,583,508 2,711,118 2,170,053 474,012 34,999,676  △8,820,544 26,179,131

その他の項目    

減価償却費  449,846  151,338 130,613 94,974 2,249 829,023  △2,135 826,887

有形固定資産及
び無形固定資産
の増加額  

500,276  30,044 88,389 25,899 14,683 659,293  － 659,293



当連結会計年度（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日） 

（注）１．調整額は以下のとおりであります。 

（1）セグメント利益又はセグメント損失の調整額△68,760千円には、セグメント間取引消去18,199千円、のれん

の償却額△89,098千円及び棚卸資産の調整額2,139千円が含まれております。  

（2）セグメント資産の調整額△9,328,583千円には、セグメント間取引消去△9,052,014千円、棚卸資産の調整額

△467,244千円及びその他の調整額190,675千円が含まれております。 

２．セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。 

前連結会計年度（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 

 ２．地域ごとの情報 

(1）売上高 

（注）売上高は顧客の所在地を基礎とし、国別に分類しております。   

(2）有形固定資産 

（単位：千円）

  

報告セグメント 
調整額 
（注）1  

連結 
 財務諸表 
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 

21,010,150  5,516,750 2,282,848 1,748,578 946,459 31,504,787  － 31,504,787

セグメント間の
内部売上高又は
振替高 

3,839,496  2,256 78,079 424,030 1,466 4,345,329  △4,345,329 －

計 24,849,646  5,519,006 2,360,928 2,172,608 947,926 35,850,116  △4,345,329 31,504,787

セグメント利益又
はセグメント損失
（△） 

1,340,688  116,727 173,711 △11,948 △17,477 1,601,701  △68,760 1,532,941

セグメント資産 27,036,014  3,543,318 2,104,635 2,478,218 436,307 35,598,494  △9,328,583 26,269,910

その他の項目    

減価償却費  466,910  130,665 104,650 91,886 2,997 797,110  △7,505 789,604

有形固定資産及
び無形固定資産
の増加額  

413,927  21,500 95,774 201,076 2,096 734,375  － 734,375

ｂ．関連情報

  （単位：千円）

  自動車関連部品 情報通信関連部品 その他関連部品 合計 

外部顧客への売上高  30,185,210  1,383,725  1,005,122  32,574,059

  （単位：千円）

日本 米国 タイ 中国 その他 合計 

 19,623,350  5,783,502  2,877,585  2,069,958  2,219,662  32,574,059

  （単位：千円）

日本 米国 タイ 中国 その他 合計 

 2,045,794  908,192  849,583  681,052  3,616  4,488,239



  ３．主要な顧客ごとの情報 

主要な顧客への売上高は、連結損益計算書の売上高の10％未満であるため、記載しておりません。   

  

当連結会計年度（自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日） 

１．製品及びサービスごとの情報 

 ２．地域ごとの情報 

(1）売上高 

（注）売上高は顧客の所在地を基礎とし、国別に分類しております。   

(2）有形固定資産 

  ３．主要な顧客ごとの情報 

主要な顧客への売上高は、連結損益計算書の売上高の10％未満であるため、記載しておりません。   

前連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

 該当事項はありません。   

  

当連結会計年度（自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日） 

 該当事項はありません。  

前連結会計年度（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（自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日） 

  （単位：千円）

  自動車関連部品 情報通信関連部品 その他関連部品 合計 

外部顧客への売上高  29,984,159  605,496  915,131  31,504,787

  （単位：千円）

日本 米国 タイ 中国 その他 合計 

 20,822,959  4,740,626  2,222,645  1,736,910  1,981,645  31,504,787

  （単位：千円）

日本 米国 タイ 中国 その他 合計 

 1,928,629  760,718  763,835  788,553  4,256  4,245,992

ｃ．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

ｄ．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

（単位：千円）

  日本 北米 アジア 中国 欧州 合計 

当期償却額  84,709  －  5,851  －  －  90,561

当期末残高  508,260  －  4,388  －  －  512,648

（単位：千円）

  日本 北米 アジア 中国 欧州 合計 

当期償却額  84,709  －  4,388  －  －  89,098

当期末残高  423,550  －  －  －  －  423,550



前連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

 該当事項はありません。 

  

当連結会計年度（自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日） 

 該当事項はありません。 

（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため

記載しておりません。  

２．１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。 

ｅ．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）

  
前連結会計年度 

（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 
（自 平成23年４月１日 

至 平成24年３月31日） 

１株当たり純資産額 円 銭872 68 円 銭886 64

１株当たり当期純利益金額 円 銭64 32 円 銭45 34

  
前連結会計年度 

(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 
(自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日) 

当期純利益金額（千円）  1,005,072  708,529

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金額（千円）  1,005,072  708,529

期中平均株式数（株）  15,626,968  15,626,950

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益金額の算定に含め

なかった潜在株式の概要 

１．第１回乃至第８回新株予約権

（新株予約権の数40個、目的とな

る株式の数1,764千株）  

２．平成22年６月23日定時株主総会

決議によるストックオプション

（株式の数614,500株） 

平成22年６月23日定時株主総会決議

によるストックオプション（株式の

数592,000株） 

（重要な後発事象）



(1）役員の異動 

 ①代表取締役の異動  

 該当事項はありません。  

②その他の役員の異動 

 ・新任取締役候補 

   取締役      豊田 孝二 （現 上席執行役員オーハシ技研工業株式会社社長） 

 ・退任予定取締役 

   常務取締役     久保田 忠 （顧問 就任予定）  

 ・新任監査役候補 

   常勤監査役    瀬口 悦雄 （現 監査役付参与）  

 ・退任予定監査役 

   常勤監査役    青山 清治 （顧問 就任予定） 

③就任予定日 

 平成24年６月21日  

  

４．その他
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