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(百万円未満切捨て)
１．平成27年12月期第１四半期の連結業績（平成27年１月１日～平成27年３月31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 ％

27年12月期第１四半期 10,300 ― 84 ― 113 ― 91 ―

26年12月期第１四半期 15,542 ― 673 ― 678 ― 399 ―

(注) 包括利益 27年12月期第１四半期 △21 百万円 (― ％) 26年12月期第１四半期 10 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

27年12月期第１四半期 7.31 ―

26年12月期第１四半期 31.84 ―
(注) 当社は、平成26年度より決算期を３月31日から12月31日に変更いたしました。これに伴い、前第１四半期連結累計期間につきましては、

当社ならびに３月決算であった子会社は、平成26年４月１日から平成26年６月30日の３ヶ月間、12月決算であった子会社は、平成26年

１月１日から平成26年６月30日の６ヶ月間を連結対象期間とした変則的な決算となっております。このため、対前年同四半期増減率に

ついては記載しておりません。

　

（２）連結財政状態
　

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

27年12月期第１四半期 34,149 16,294 46.2

26年12月期 34,313 16,414 46.3

(参考) 自己資本 27年12月期第１四半期 15,781百万円 26年12月期 15,902百万円
　
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

26年12月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00

27年12月期 ―

27年12月期(予想) 5.00 ― 5.00 10.00
(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27年12月期の連結業績予想（平成27年１月１日～平成27年12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) 20,000 ― 250 ― 250 ― 180 ― 14.36

通期 41,000 ― 800 ― 800 ― 550 ― 43.87
(注) １．直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無

２．平成26年12月期は、決算期の変更により、当社ならびに３月決算であった子会社は、平成26年４月１日から平成26年12月31日の９

ヶ月間を連結対象期間としております。このため、対前期及び対前年同四半期増減率については記載しておりません。
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※ 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(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) ： 有
　 新規１社 (社名)鈞星精密部件(恵州)有限公司

　 除外―社 (社名)―

（注）詳細は、添付資料３ページ「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」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
　

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

（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) 27年12月期１Ｑ 12,558,251株 26年12月期 12,558,251株

② 期末自己株式数 27年12月期１Ｑ 21,212株 26年12月期 21,212株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年12月期１Ｑ 12,537,039株 26年12月期１Ｑ 12,537,087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財務諸表のレビュー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

　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、添付資料の３ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧

ください。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

１ 当第１四半期における業績全般の動向

当社は、平成26年度より決算期を３月31日から12月31日に変更いたしました。従いまして、当第１四半期連結累

計期間につきましては、当社、国内子会社及び海外子会社ともに、平成27年１月１日から平成27年３月31日までの

期間について記載しております。

なお、平成26年12月期第１四半期連結累計期間は、当社ならびに３月決算であった子会社は、平成26年４月１日

から平成26年６月30日の３ヶ月間、12月決算であった子会社は、平成26年１月１日から平成26年６月30日の６ヶ月

間を連結対象期間とした変則的な決算となっておりますので、当連結対象期間と同一の期間に調整した数値を前年

同一期間（平成26年１月１日から平成26年３月31日）とし、増減については、「前年同一期間」との比較で記載して

おります。

　

売上高
(百万円)

営業利益
(百万円)

経常利益
(百万円)

四半期純利益
(百万円)

１株当たり
四半期純利益

（円）

平成27年12月期
第１四半期連結累計期間

10,300 84 113 91 7.31

前年同一期間 10,751 333 270 251 20.03

前年同一期間増減率（％） △ 4.2 △ 74.7 △ 57.9 △ 63.5 △63.5

（参考）
平成26年12月期
第１四半期連結累計期間

15,542 673 678 399 31.84

（注）前年同一期間増減率につきましては、表示単位未満を四捨五入しております。

当第１四半期連結累計期間（平成27年１月１日～平成27年３月31日）の当社グループの経営環境は、再生可能エ

ネルギー固定価格買取制度のうち、太陽光発電の固定買取価格の低下、円安による製品仕入コストの上昇、国内外

競合メーカーとの価格競争の激化など、厳しい状況が続きました。

このような状況の下、当社グループは、新エネルギー・車載などの分野での製品開発・新規開拓の促進、グロー

バルでの生産・販売体制の整備増強、コストダウンの徹底、円安対策などの施策を進め、企業体質の強化と、連結

業績の拡大を図り、企業価値の向上に努めてまいりました。

その結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は10,300百万円（前年同一期間増減率4.2％減）、営業利益は84百

万円（前年同一期間増減率74.7％減）、経常利益は113百万円（前年同一期間増減率57.9％減）、四半期純利益は91百

万円（前年同一期間増減率63.5％減）となりました。

　

２ セグメントの業績

売上高 営業利益（△損失）

（参考）
前年同一期間
（百万円）

当第１四半期
連結累計期間
（百万円）

前年同一期間
増減率
（％）

（参考）
前年同一期間
（百万円）

当第１四半期
連結累計期間
（百万円）

前年同一期間
増減額

（百万円）

日本 6,556 6,060 △ 7.6 △ 37 71 108

ヨーロッパ 623 393 △ 36.9 68 △ 14 △ 82

北米 1,363 1,753 28.5 50 41 △ 9

アジア
(日本を除く)

2,207 2,092 △ 5.2 242 △ 20 △ 263

消去 ― ― ― 8 6 △ 2

合計 10,751 10,300 △ 4.2 333 84 △ 249

（注）前年同一期間増減率につきましては、表示単位未満を四捨五入しております。
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①日本

当第１四半期連結累計期間は、ワイヤーハーネス及びハーネス加工用機械・部品の売上が増加しましたが、太陽

光発電関連製品の売上が減少したことにより、売上高は6,060百万円（前年同一期間増減率7.6％減）となりました。

円安による製品仕入コストの上昇がありましたが、コストダウンの徹底に努めたことにより、営業利益は71百万円

（前年同一期間は37百万円の営業損失）となりました。

②ヨーロッパ

当第１四半期連結累計期間は、太陽光発電関連製品の売上減少により、売上高は393百万円（前年同一期間増減率

36.9％減）となりました。売上減少の影響により、営業損失は14百万円（前年同一期間は68百万円の営業利益）と

なりました。

③北米

当第１四半期連結累計期間は、車載用及び照明用ワイヤーハーネスの売上増加により、売上高は1,753百万円（前

年同一期間増減率28.5％増）となりました。人件費などの製造原価が増加したことなどにより、営業利益は41百万

円（前年同一期間比9百万円減）となりました。

④アジア（日本を除く）

当第１四半期連結累計期間は、太陽光発電関連製品の売上減少により、売上高は2,092百万円（前年同一期間増減

率5.2％減）となりました。売上減少の影響により、営業損失は20百万円（前年同一期間は242百万円の営業利益）

となりました。

（２）財政状態に関する説明

＜資産＞

資産合計は、34,149百万円（前連結会計年度末比164百万円減）となりました。主に、たな卸資産が247百万円、

有形固定資産が534百万円それぞれ増加し、受取手形及び売掛金が404百万円、投資その他の資産が416百万円それぞ

れ減少いたしました。

＜負債＞

負債合計は、17,855百万円（前連結会計年度末比43百万円減）となりました。主に、有利子負債が666百万円増加

し、支払手形及び買掛金が693百万円減少いたしました。

＜純資産＞

純資産合計は、16,294百万円（前連結会計年度末比120百万円減）となりました。主に、為替換算調整勘定が112

百万円減少いたしました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

第２四半期連結累計期間、通期の業績予想につきましては、平成27年２月６日公表の業績予想から変更はありま

せん。

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

当社グループにおける重要性が増した非連結子会社の鈞星精密部件(恵州)有限公司は、当第１四半期連結会計期

間より、連結の範囲に含めております。

なお、鈞星精密部件(恵州)有限公司の資本金の額は、当社の資本金の額の100分の10以上に相当するため、特定子

会社に該当しております。

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

該当事項はありません。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

該当事項はありません。
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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26年12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成27年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,315,343 5,236,111

受取手形及び売掛金 12,870,571 12,466,226

商品及び製品 2,380,668 2,500,732

仕掛品 914,944 832,361

原材料及び貯蔵品 3,090,174 3,299,694

繰延税金資産 248,643 246,717

その他 656,663 641,955

貸倒引当金 △108,034 △106,070

流動資産合計 25,368,974 25,117,727

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,078,254 2,020,045

機械装置及び運搬具（純額） 1,485,842 1,690,607

土地 2,054,861 2,054,593

建設仮勘定 14,539 298,777

その他（純額） 369,518 473,193

有形固定資産合計 6,003,016 6,537,217

無形固定資産

のれん 232,181 206,383

その他 488,584 483,194

無形固定資産合計 720,766 689,577

投資その他の資産

投資その他の資産 2,329,610 1,913,507

貸倒引当金 △108,752 △108,556

投資その他の資産合計 2,220,857 1,804,951

固定資産合計 8,944,640 9,031,746

資産合計 34,313,615 34,149,473
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成26年12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成27年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 7,896,465 7,203,423

短期借入金 4,138,662 4,448,984

未払法人税等 40,686 69,531

賞与引当金 215,320 283,751

役員賞与引当金 20,000 6,000

製品改修引当金 221,309 183,533

その他 1,075,061 1,104,570

流動負債合計 13,607,505 13,299,794

固定負債

長期借入金 3,290,397 3,484,360

繰延税金負債 139,648 120,691

退職給付に係る負債 429,200 436,816

資産除去債務 15,442 15,474

その他 416,786 498,019

固定負債合計 4,291,475 4,555,361

負債合計 17,898,981 17,855,156

純資産の部

株主資本

資本金 2,323,059 2,323,059

資本剰余金 2,046,895 2,046,895

利益剰余金 9,897,219 9,903,714

自己株式 △5,641 △5,641

株主資本合計 14,261,534 14,268,028

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 314,696 296,673

繰延ヘッジ損益 △7,160 △1,848

為替換算調整勘定 1,402,228 1,289,502

退職給付に係る調整累計額 △69,032 △70,912

その他の包括利益累計額合計 1,640,730 1,513,414

少数株主持分 512,368 512,874

純資産合計 16,414,633 16,294,317

負債純資産合計 34,313,615 34,149,473

決算短信 （宝印刷）  2015年04月30日 14時53分 7ページ （Tess 1.40 20131220_01）



オーナンバ株式会社(5816) 平成27年12月期 第１四半期決算短信

－ 6 －

（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１四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成27年１月１日
　至 平成27年３月31日)

売上高 15,542,239 10,300,392

売上原価 12,879,691 8,744,252

売上総利益 2,662,548 1,556,140

販売費及び一般管理費 1,989,221 1,471,780

営業利益 673,326 84,359

営業外収益

受取利息 11,538 12,936

受取配当金 8,081 1,350

有価証券売却益 ― 65,449

持分法による投資利益 433 ―

スクラップ売却益 20,370 7,473

その他 50,913 28,949

営業外収益合計 91,338 116,158

営業外費用

支払利息 37,318 27,607

持分法による投資損失 ― 3,873

為替差損 40,560 50,475

その他 8,194 4,812

営業外費用合計 86,074 86,768

経常利益 678,590 113,749

特別利益

固定資産売却益 2,504 1,132

関係会社清算配当 ― 65,428

特別利益合計 2,504 66,561

特別損失

固定資産処分損 2,800 1,301

特別損失合計 2,800 1,301

税金等調整前四半期純利益 678,295 179,009

法人税、住民税及び事業税 226,916 74,580

法人税等調整額 44,656 △1,379

法人税等合計 271,572 73,200

少数株主損益調整前四半期純利益 406,723 105,808

少数株主利益 7,589 14,117

四半期純利益 399,133 91,691
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四半期連結包括利益計算書

第１四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成27年１月１日
　至 平成27年３月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 406,723 105,808

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 13,313 △19,015

繰延ヘッジ損益 2,623 7,588

為替換算調整勘定 △412,786 △113,597

退職給付に係る調整額 983 △1,879

その他の包括利益合計 △395,866 △126,903

四半期包括利益 10,856 △21,094

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 20,277 △35,625

少数株主に係る四半期包括利益 △9,421 14,530
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（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

当社グループにおける重要性が増した非連結子会社の鈞星精密部件有限公司、鈞星精密部件(恵州)有限公司及び

恵州市鈞星工貿有限公司を、当第１四半期連結会計期間より、連結の範囲に含めております。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自 平成26年４月１日 至 平成26年６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

(単位：千円)

報告セグメント

合計
日本 ヨーロッパ 北米

アジア
(日本を除く)

売上高

外部顧客への売上高 7,143,907 1,068,109 2,858,311 4,471,910 15,542,239

セグメント間の内部
売上高又は振替高

1,510,975 629 14,316 4,332,329 5,858,250

合計 8,654,883 1,068,739 2,872,627 8,804,239 21,400,490

セグメント利益 13,388 69,788 75,358 425,960 584,495

　

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)

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 584,495

セグメント間取引消去 88,830

四半期連結損益計算書の営業利益 673,326

　

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 平成27年１月１日 至 平成27年３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

(単位：千円)

報告セグメント

合計
日本 ヨーロッパ 北米

アジア
(日本を除く)

売上高

外部顧客への売上高 6,060,987 393,754 1,753,125 2,092,526 10,300,392

セグメント間の内部
売上高又は振替高

972,863 29,340 9,247 2,256,718 3,268,170

合計 7,033,851 423,095 1,762,372 4,349,244 13,568,563

セグメント利益又は
損失(△)

71,058 △ 14,164 41,613 △ 20,549 77,957
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２．報告セグメントごとの資産に関する情報

当社グループにおける重要性が増した非連結子会社の鈞星精密部件有限公司、鈞星精密部件(恵州)有限公司及び

恵州市鈞星工貿有限公司を、当第１四半期連結会計期間より、連結の範囲に含めております。

これにより、前連結会計年度の末日に比べ、当第１四半期連結会計期間末における報告セグメントの資産の金額

は、「アジア(日本を除く)」セグメントにおいて、1,355,149千円増加しております。

３．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)

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 77,957

セグメント間取引消去 6,402

四半期連結損益計算書の営業利益 84,359
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