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平成25年３月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
平成24年11月２日

上 場 会 社 名 オーベクス株式会社 上場取引所 東

コ ー ド 番 号 3583 URL http://www.aubex.co.jp
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四半期報告書提出予定日 平成24年11月９日 配当支払開始予定日 －

四半期決算補足説明資料作成の有無 ：無

四半期決算説明会開催の有無 ：無

(百万円未満切捨て)

１．平成25年３月期第２四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24年９月30日）

（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 ％

25年３月期第２四半期 1,770 △10.5 98 △56.9 68 △66.1 50 △71.8
24年３月期第２四半期 1,977 △3.4 229 △19.9 201 △18.0 179 △19.3

(注) 包括利益 25年３月期第２四半期 28百万円(△82.8％) 24年３月期第２四半期 168百万円(△19.8％)

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

25年３月期第２四半期 3.76 －
24年３月期第２四半期 13.38 －

（２）連結財政状態

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

25年３月期第２四半期 5,300 2,582 47.9 188.46

24年３月期 5,238 2,599 48.9 189.77

(参考) 自己資本 25年３月期第２四半期 2,540百万円 24年３月期 2,559百万円

２．配当の状況

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

24年３月期 － － － 3.00 3.00

25年３月期 － －

25年３月期(予想) － 3.00 3.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

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）

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 3,973 4.7 342 △0.4 304 △3.4 256 △36.2 18.98

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



  

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 
 

 
  

※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 －社（社名） 、除外 －社（社名）

（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

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 ： 有

④ 修正再表示 ： 無

（注）詳細は、添付資料４ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（３）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）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 25年３月期２Ｑ 15,463,116株 24年３月期 15,463,116株

② 期末自己株式数 25年３月期２Ｑ 1,985,290株 24年３月期 1,977,024株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期２Ｑ 13,482,342株 24年３月期２Ｑ 13,428,609株

※ 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連結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、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。



  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報 …………………………………………………２ 

（１）連結経営成績に関する定性的情報 ………………………………………………２ 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 ………………………………………………３ 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 ………………………………………………３ 

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項 ……………………………………………４ 

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 …………………………４ 

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 …………………………４ 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 ………………………４ 

３．四半期連結財務諸表 …………………………………………………………………５ 

（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………５ 

（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 ………………………７ 

      四半期連結損益計算書 

        第２四半期連結累計期間 ………………………………………………………７ 

      四半期連結包括利益計算書    

        第２四半期累計期間 ……………………………………………………………８ 

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 …………………………………………９ 

（４）継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………11 

（５）セグメント情報等 …………………………………………………………………11 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………12 

  

○添付資料の目次

オーベクス株式会社（3583）平成25年3月期　第2四半期決算短信

1



当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、海外ではヨーロッパ債務危機の影響による海外経

済の減速や円高の長期化などの不安定要因を抱え、また国内では東日本大震災の復興需要等により、一

部に回復基調がみられたものの雇用環境の悪化や個人消費の低迷は継続しており、景気の先行きは依然

として不透明な状況で推移しました。 

このような事業環境の中、当第２四半期連結累計期間の売上高は、1,770百万円(前年同四半期比

10.5%減)、営業利益は、98百万円(前年同四半期比56.9%減)、経常利益は、68百万円(前年同四半期比

66.1 %減)、四半期純利益は、50百万円(前年同四半期比71.8%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) 

輸出割合の高いテクノ製品事業は、海外経済の減速による生産および在庫調整の影響を受けて輸出売

上が減少し、売上高は、1,312百万円(前年同四半期比16.8%減)、営業利益は、227百万円(前年同四半期

比41.1%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継続しておりますが、積極的な営業活動を推進し売上拡大に努めた結果、売上高

は、456百万円(前年同四半期比14.5%増)、営業損失は、１百万円(前年同四半期  営業損失27百万円)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61百万円増加し、5,300百万円と

なりました。これは主に、商品及び製品90百万円の増加、受取手形及び売掛金25百万円の増加、その他

流動資産27百万円の減少、機械装置及び運搬具(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79百万円増加し、2,717百万円となりました。これは主に、支払手

形及び買掛金88百万円の増加、短期借入金33百万円の増加、長期借入金42百万円の減少などによるもの

です。 

純資産は前連結会計年度末に比べ17百万円減少し、2,582百万円となりました。これは主に、為替換

算調整勘定13百万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55百万円増加し、851百万円となりました。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、146百万円の資金の増加(前年同四半期  195百万円の資金の

増加)となりました。これは主に、たな卸資産の増加97百万円はありましたが、減価償却費91百万円、

仕入債務の増加89百万円、税金等調整前四半期純利益67百万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、９百万円の資金の減少(前年同四半期  93百万円の資金の減

少)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入48百万円はありましたが、有形固定資産の

取得による支出44百万円、定期預金の預入による支出12百万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、77百万円の資金の減少(前年同四半期  108百万円の資金の減

少)となりました。これは主に、短期借入金の増加33百万円はありましたが、配当金の支払額44百万

円、長期借入金の返済による支出42百万円、社債の償還による支出15百万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24年５月11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
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該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

(会計上の見積りの変更と区分することが困難な会計方針の変更) 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１

日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しており

ます。 

なお、この変更による当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響は、軽微であります。 

  

  

２．サマリー情報(注記事項)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
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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24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 836,177 855,782

受取手形及び売掛金 966,793 991,917

商品及び製品 54,140 144,308

仕掛品 752,006 754,337

原材料及び貯蔵品 181,038 183,519

繰延税金資産 119,644 121,733

その他 145,121 117,899

貸倒引当金 △100 △104

流動資産合計 3,054,822 3,169,392

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,921,684 1,912,615

減価償却累計額 △1,239,235 △1,256,124

建物及び構築物（純額） 682,448 656,491

機械装置及び運搬具 2,100,561 2,103,636

減価償却累計額 △1,704,219 △1,734,489

機械装置及び運搬具（純額） 396,341 369,146

土地 722,523 722,523

リース資産 117,913 114,281

減価償却累計額 △92,745 △97,187

リース資産（純額） 25,167 17,094

建設仮勘定 4,625 13,086

その他 315,170 323,586

減価償却累計額 △241,959 △250,759

その他（純額） 73,211 72,827

有形固定資産合計 1,904,318 1,851,169

無形固定資産   

特許権 12,959 11,761

その他 8,934 8,469

無形固定資産合計 21,894 20,231

投資その他の資産   

投資有価証券 150,464 141,367

長期貸付金 100 －

出資金 210 210

その他 134,054 151,548

貸倒引当金 △35,650 △35,650

投資その他の資産合計 249,178 257,475

固定資産合計 2,175,391 2,128,876

繰延資産   

開業費 6,403 864

社債発行費 1,810 1,160

繰延資産合計 8,214 2,025

資産合計 5,238,429 5,300,293
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 293,822 381,940

短期借入金 30,000 63,500

1年内返済予定の長期借入金 1,285,240 1,289,010

1年内償還予定の社債 30,000 130,000

リース債務 14,099 10,440

未払法人税等 11,201 21,829

賞与引当金 45,194 55,213

その他 145,215 156,673

流動負債合計 1,854,772 2,108,607

固定負債   

社債 115,000 －

長期借入金 308,110 261,720

リース債務 11,723 7,181

繰延税金負債 3,192 2,337

再評価に係る繰延税金負債 36,799 36,799

退職給付引当金 281,920 279,313

負ののれん 26,020 17,346

その他 975 4,283

固定負債合計 783,741 608,982

負債合計 2,638,514 2,717,589

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,939,834 1,939,834

資本剰余金 495,097 495,097

利益剰余金 467,180 472,565

自己株式 △223,645 △224,496

株主資本合計 2,678,466 2,683,001

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △112 △9,952

土地再評価差額金 △82,312 △82,312

為替換算調整勘定 △36,732 △50,672

その他の包括利益累計額合計 △119,156 △142,937

少数株主持分 40,604 42,640

純資産合計 2,599,914 2,582,704

負債純資産合計 5,238,429 5,300,293
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 1,977,591 1,770,163

売上原価 1,290,964 1,215,382

売上総利益 686,626 554,781

販売費及び一般管理費 457,485 455,963

営業利益 229,141 98,817

営業外収益   

受取利息 600 312

受取配当金 655 1,906

貸倒引当金戻入額 10,917 －

負ののれん償却額 8,673 8,673

その他 1,775 3,165

営業外収益合計 22,622 14,058

営業外費用   

支払利息 22,206 20,548

為替差損 19,599 14,598

その他 8,217 9,317

営業外費用合計 50,024 44,464

経常利益 201,739 68,411

特別利益   

投資有価証券売却益 612 －

特別利益合計 612 －

特別損失   

固定資産除却損 4,798 1,294

特別損失合計 4,798 1,294

税金等調整前四半期純利益 197,553 67,116

法人税、住民税及び事業税 17,812 17,288

法人税等調整額 △990 △2,942

法人税等合計 16,821 14,345

少数株主損益調整前四半期純利益 180,732 52,771

少数株主利益 1,110 2,035

四半期純利益 179,621 50,735
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 180,732 52,771

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 639 △9,840

為替換算調整勘定 △12,887 △13,940

その他の包括利益合計 △12,248 △23,781

四半期包括利益 168,483 28,990

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 167,373 26,954

少数株主に係る四半期包括利益 1,110 2,035
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24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 197,553 67,116

減価償却費 102,239 91,911

のれん償却額 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） 11,879 △2,607

賞与引当金の増減額（△は減少） 2,921 10,019

貸倒引当金の増減額（△は減少） △11,698 4

繰延資産償却額 5,807 5,895

受取利息及び受取配当金 △1,256 △2,219

支払利息 22,206 20,548

為替差損益（△は益） 7,736 7,169

有形固定資産除却損 4,798 1,294

投資有価証券売却損益（△は益） △612 －

売上債権の増減額（△は増加） 86,793 △26,172

たな卸資産の増減額（△は増加） △176,165 △97,865

仕入債務の増減額（△は減少） 1,143 89,063

未払消費税等の増減額（△は減少） 21,314 39,844

その他の流動資産の増減額（△は増加） △2,384 △21,784

その他の流動負債の増減額（△は減少） △1,659 6,031

その他の固定資産の増減額（△は増加） 8,021 △25,489

その他の固定負債の増減額（△は減少） 261 5,108

小計 275,896 159,195

利息及び配当金の受取額 1,209 2,276

利息の支払額 △22,018 △20,716

法人税等の支払額 △59,732 △6,314

法人税等の還付額 － 11,730

営業活動によるキャッシュ・フロー 195,355 146,172

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 △19,503 △12,010

定期預金の払戻による収入 12,625 48,013

貸付けによる支出 － △4,900

貸付金の回収による収入 610 1,100

有形固定資産の取得による支出 △87,998 △44,494

無形固定資産の取得による支出 △2,083 △1,125

投資有価証券の取得による支出 △659 △743

投資有価証券の売却による収入 6,864 －

敷金の差入による支出 △400 －

投資その他の資産の増減額（△は増加） △3,400 4,262

投資活動によるキャッシュ・フロー △93,946 △9,897
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(単位：千円)

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24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） － 33,500

長期借入金の返済による支出 △102,620 △42,620

社債の償還による支出 △30,000 △15,000

設備関係割賦債務の返済による支出 △230 －

リース債務の返済による支出 △12,873 △8,119

配当金の支払額 － △44,584

自己株式の売却による収入 37,787 －

自己株式の取得による支出 △89 △850

財務活動によるキャッシュ・フロー △108,026 △77,673

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5,096 △2,993

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △11,713 55,607

現金及び現金同等物の期首残高 906,612 796,174

現金及び現金同等物の四半期末残高 894,899 851,782
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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。 

  

（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 1,577,144 398,826 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
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Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24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 1,312,078 456,620 1,768,699 1,464 1,770,163

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

─ ─ ─ 14,580 14,580

計 1,312,078 456,620 1,768,699 16,044 1,784,743

セグメント利益又は損失（△） 227,940 △1,222 226,717 8,962 235,680

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 226,717

「その他」の区分の利益 8,962

全社費用(注) △136,862

四半期連結損益計算書の営業利益 98,817

（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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