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１．経営成績等の概況

（１）当期の経営成績の概況

当連結会計年度における世界経済は、中国やその他新興国において成長率の減速が見られたものの、米国や欧州

などの先進国は年度後半にかけて持ち直しの動きが見られ、全体では緩やかな回復基調となりました。また、わが

国経済も公的需要の下支えがあったものの、為替の影響、個人消費の弱含み等により、緩やかな回復にとどまりま

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いては、アセアン市場の回復は依然遅く、米国市場の伸

び率はほぼ横ばいではありましたが、中国市場は減税効果で好調な推移が続き、欧州市場も回復基調が見られ、日

系自動車メーカーの海外生産全体は増加いたしました。日本市場では、軽自動車の販売不振の影響があり、国内生

産はほぼ横ばいで推移いたしました。

このような状況下、当社グループでは積極的な事業展開により業績の拡大に取り組んでまいりましたが、為替の

円高影響が大きく、連結売上高、各利益とも前期を下回る業績となりました。

当連結会計年度の売上高は375億１千３百万円(前連結会計年度比6.2％減)、営業利益は38億7百万円(同15.5％

減)、経常利益は38億８千８百万円(同15.0％減)、親会社株主に帰属する当期純利益は28億３千４百万円(同4.8％

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、当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199億７千４百万円(前連結会計年度比0.8％減)、セグメント利益は17億７千２百万円(同3.3％減)とな

りました。

　② 米州

売上高は90億７百万円(同14.0％減)、セグメント利益は11億３千９百万円(同16.7％減)となりました。

　③ 中国

売上高は39億１千８百万円(同1.4％減)、セグメント利益は５億２千７百万円(同8.5％減)となりました。

　④ アセアン

売上高は25億５千２百万円(同15.9％減)、セグメント利益は２億４千７百万円(同46.8％減)となりました。

　⑤ 欧州

売上高は20億６千万円(同12.9％減)、セグメント利益は２億４千５百万円(同24.4％減)となりました。

　⑥ 台湾

台灣大橋精密股份有限公司は、グループ間取引のみのため、外部顧客への売上高はありません。

なお、セグメント利益は３千８百万円（前年同期はセグメント損失１千３百万円）となりました。

（２）当期の財政状態の概況

当連結会計年度末における資産の残高は、たな卸資産の減少がありましたが、現金及び預金、固定資産の増加な

どにより、前連結会計年度末比20億６千２百万円増加し、373億５千７百万円となりました。

負債の残高は、仕入債務の増加などにより、前連結会計年度末比５億２千２百万円増加し、108億９千９百万円と

なりました。

純資産の残高は、為替換算調整勘定の減少がありましたが、利益剰余金やその他有価証券評価差額金の増加など

により、前連結会計年度末比15億４千万円増加し、264億５千７百万円となりました。

　

（３）当期のキャッシュ・フローの概況

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３億８千９

百万円増加し、157億４千１百万円となりました。

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、37億２千１百万円の資金の増加（前連結会計年度は42億２百万円の増加）となりました。

これは主に、法人税等の支払額が13億７百万円ありましたが、仕入債務が５億円増加し、税金等調整前当期純利

益を42億４百万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、23億３千８百万円の資金の減少（前連結会計年度は７百万円の増加）となりました。

これは主に、有形固定資産の取得26億３千１百万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、５億５千９百万円の資金の減少（前連結会計年度は10億６千３百万円の減少）となりました。
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これは主に、配当金の支払５億９千５百万円によるものであります。

　

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

第62期
平成26年３月期

第63期
平成27年３月期

第64期
平成28年３月期

第65期
平成29年３月期

自己資本比率（％） 63.6 66.9 69.7 70.0

時価ベースの自己資本比率（％） 42.7 64.8 50.1 54.9

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） 2.3 2.0 0.9 2.4

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 2,188.2 － － 8,202.2

※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。

５．第63期及び第64期のインタレスト・カバレッジ・レシオは、利払いがないため記載しておりません。

（４）今後の見通し

今後の世界経済は、緩やかな拡大基調が見込まれますが、米国新政権による保護主義的な政策や英国のＥＵ離脱

による影響等により、先行き不透明な状態が続くと予想されます。

このような状況下、次期連結業績につきましては、売上高は380億円（前連結会計年度比1.3％増）、営業利益は

38億５千万円（同1.1％増）、経常利益は39億５千万円（同1.6％増）、親会社株主に帰属する当期純利益は25億円

（同11.8％減）を予想しております。

なお、前提となる主要通貨の為替レートにつきましては、１米ドル＝108.00円、１中国元＝16.00円、１タイバー

ツ＝3.10円、１英ポンド＝138.00円で予測しております。

　

（５）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

当社では、中長期的に企業価値を高め、株主の皆様に利益を還元していくことを重要な経営課題の一つと位置付

けております。

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、当期の業績、今後の業績動向、財務基盤等を

総合的に勘案し、１株につき20円とさせていただく予定です。その結果、年間では昨年12月の中間配当金20円と合

わせ、前期比２円増配の１株につき40円となります。

次期（平成30年３月期）の配当金につきましては、２円増配の１株につき年間配当金42円（中間配当金21円、期

末配当金21円）を予定しております。

２．会計基準の選択に関する基本的な考え方

当社グループは、連結財務諸表の期間比較可能性及び企業間の比較可能性を考慮し、当面は、日本基準で連結財務

諸表を作成する方針であります。なお、国際会計基準の適用につきましては、国内外の諸情勢を考慮の上、適切に対

応していく方針であります。
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３．連結財務諸表及び主な注記

（１）連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成28年３月31日)

当連結会計年度
(平成29年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 15,352,148 15,741,285

受取手形及び売掛金 7,587,349 7,590,509

商品及び製品 4,011,932 3,843,860

仕掛品 377,721 367,159

原材料及び貯蔵品 738,884 647,881

繰延税金資産 206,383 194,951

その他 215,105 401,068

貸倒引当金 △4,597 △8,212

流動資産合計 28,484,929 28,778,502

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 3,528,846 4,659,367

減価償却累計額 △1,722,165 △1,700,859

建物及び構築物（純額） 1,806,680 2,958,507

機械装置及び運搬具 7,346,456 7,118,636

減価償却累計額 △5,680,481 △5,852,707

機械装置及び運搬具（純額） 1,665,975 1,265,928

工具、器具及び備品 3,318,881 3,328,549

減価償却累計額 △2,970,206 △2,975,368

工具、器具及び備品（純額） 348,674 353,181

土地 697,560 1,371,766

建設仮勘定 41,680 164,145

有形固定資産合計 4,560,571 6,113,529

無形固定資産

のれん 84,710 －

ソフトウエア 225,575 265,251

その他 133,177 126,782

無形固定資産合計 443,463 392,033

投資その他の資産

投資有価証券 994,530 1,294,115

繰延税金資産 47,237 39,668

その他 766,464 742,528

貸倒引当金 △2,147 △2,647

投資その他の資産合計 1,806,083 2,073,664

固定資産合計 6,810,118 8,579,228

資産合計 35,295,048 37,357,730

決算短信（宝印刷） 2017年05月12日 14時18分 4ページ（Tess 1.50(64) 20160317_01）



株式会社オーハシテクニカ(7628) 平成29年３月期 決算短信

― 5 ―

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成28年３月31日)

当連結会計年度
(平成29年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,197,096 3,225,471

電子記録債務 4,938,492 5,187,370

短期借入金 － 72,200

未払法人税等 407,367 425,501

賞与引当金 215,917 198,921

役員賞与引当金 77,000 68,000

その他 716,499 775,121

流動負債合計 9,552,372 9,952,586

固定負債

繰延税金負債 114,284 242,467

退職給付に係る負債 613,888 615,542

その他 97,144 89,306

固定負債合計 825,317 947,317

負債合計 10,377,689 10,899,904

純資産の部

株主資本

資本金 1,825,671 1,825,671

資本剰余金 1,622,234 1,622,234

利益剰余金 20,256,949 22,496,591

自己株式 △1,327,449 △1,327,270

株主資本合計 22,377,405 24,617,226

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 438,375 633,118

為替換算調整勘定 1,779,167 885,498

退職給付に係る調整累計額 237 13,267

その他の包括利益累計額合計 2,217,779 1,531,884

非支配株主持分 322,173 308,715

純資産合計 24,917,359 26,457,826

負債純資産合計 35,295,048 37,357,730
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（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27年４月１日
　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成28年４月１日
　至 平成29年３月31日)

売上高 39,982,791 37,513,677

売上原価 ※５ 29,840,403 ※５ 28,156,943

売上総利益 10,142,387 9,356,733

販売費及び一般管理費 ※１，※２ 5,634,575 ※１，※２ 5,548,895

営業利益 4,507,812 3,807,838

営業外収益

受取利息 44,721 47,253

受取配当金 26,652 25,810

持分法による投資利益 9,520 21,284

作業くず売却益 36,923 36,536

その他 32,459 45,583

営業外収益合計 150,278 176,468

営業外費用

支払利息 － 453

為替差損 56,321 85,006

開業費 24,325 －

その他 713 10,585

営業外費用合計 81,360 96,046

経常利益 4,576,729 3,888,260

特別利益

固定資産売却益 ※３ 1,388 ※３ 324,296

新株予約権戻入益 1,972 －

特別利益合計 3,360 324,296

特別損失

固定資産除却損 ※４ 32,649 ※４ 4,873

ゴルフ会員権評価損 1,300 2,840

本社移転関連費用 27,360 －

その他 2,625 －

特別損失合計 63,935 7,713

税金等調整前当期純利益 4,516,154 4,204,843

法人税、住民税及び事業税 1,453,208 1,288,989

法人税等調整額 77,766 69,049

法人税等合計 1,530,974 1,358,038

当期純利益 2,985,180 2,846,804

非支配株主に帰属する当期純利益 8,942 11,990

親会社株主に帰属する当期純利益 2,976,237 2,834,814
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連結包括利益計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 平成27年４月１日
　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成28年４月１日
　至 平成29年３月31日)

当期純利益 2,985,180 2,846,804

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △168,085 194,742

為替換算調整勘定 △566,723 △915,163

退職給付に係る調整額 5,781 13,030

その他の包括利益合計 ※ △729,028 ※ △707,390

包括利益 2,256,152 2,139,414

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 2,272,597 2,148,918

非支配株主に係る包括利益 △16,445 △9,504
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（３）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度(自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日)

(単位：千円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 1,825,671 1,627,365 17,859,584 △901,967 20,410,653

当期変動額

剰余金の配当 △578,873 △578,873

親会社株主に帰属

する当期純利益
2,976,237 2,976,237

自己株式の取得 △499,864 △499,864

自己株式の処分 △5,131 74,383 69,252

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 － △5,131 2,397,364 △425,481 1,966,751

当期末残高 1,825,671 1,622,234 20,256,949 △1,327,449 22,377,405

その他の包括利益累計額

新株予約権 非支配株主持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金

為替換算

調整勘定

退職給付に係る

調整累計額

その他の

包括利益

累計額合計

当期首残高 606,460 2,320,502 △5,544 2,921,419 13,804 399,640 23,745,518

当期変動額

剰余金の配当 △578,873

親会社株主に帰属

する当期純利益
2,976,237

自己株式の取得 △499,864

自己株式の処分 69,252

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△168,085 △541,335 5,781 △703,640 △13,804 △77,466 △794,910

当期変動額合計 △168,085 △541,335 5,781 △703,640 △13,804 △77,466 1,171,840

当期末残高 438,375 1,779,167 237 2,217,779 － 322,173 24,917,359
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当連結会計年度(自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日)

(単位：千円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 1,825,671 1,622,234 20,256,949 △1,327,449 22,377,405

当期変動額

剰余金の配当 △595,171 △595,171

親会社株主に帰属

する当期純利益
2,834,814 2,834,814

自己株式の取得 △287 △287

自己株式の処分 466 466

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 － － 2,239,642 178 2,239,821

当期末残高 1,825,671 1,622,234 22,496,591 △1,327,270 24,617,226

その他の包括利益累計額

非支配株主持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金

為替換算

調整勘定

退職給付に係る

調整累計額

その他の

包括利益

累計額合計

当期首残高 438,375 1,779,167 237 2,217,779 322,173 24,917,359

当期変動額

剰余金の配当 △595,171

親会社株主に帰属

する当期純利益
2,834,814

自己株式の取得 △287

自己株式の処分 466

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

194,742 △893,668 13,030 △685,895 △13,458 △699,354

当期変動額合計 194,742 △893,668 13,030 △685,895 △13,458 1,540,467

当期末残高 633,118 885,498 13,267 1,531,884 308,715 26,457,826
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（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27年４月１日
　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成28年４月１日
　至 平成29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 4,516,154 4,204,843

減価償却費 944,610 788,621

のれん償却額 84,709 84,710

賞与引当金の増減額（△は減少） △59,878 △16,346

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 6,500 △9,000

貸倒引当金の増減額（△は減少） △96 4,413

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 11,902 21,330

受取利息及び受取配当金 △71,374 △73,064

支払利息 － 453

持分法による投資損益（△は益） △9,520 △21,284

固定資産売却損益（△は益） △801 △324,296

固定資産除却損 32,649 4,873

売上債権の増減額（△は増加） 199,270 △215,703

たな卸資産の増減額（△は増加） 488,238 △28,270

仕入債務の増減額（△は減少） △375,679 500,330

その他投資の増減額(△は増加) △165,798 19,188

その他 57,478 17,579

小計 5,658,365 4,958,379

利息及び配当金の受取額 72,567 70,674

利息の支払額 － △453

法人税等の支払額 △1,528,259 △1,307,430

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,202,673 3,721,170

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 △542,219 △2,631,576

有形固定資産の売却による収入 1,723 388,101

無形固定資産の取得による支出 △42,640 △85,572

投資有価証券の取得による支出 △8,469 △8,668

長期預金の払戻による収入 600,000 －

貸付けによる支出 △4,465 △4,499

貸付金の回収による収入 3,535 3,315

投資活動によるキャッシュ・フロー 7,463 △2,338,900

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） － 67,400

リース債務の返済による支出 △28,457 △28,113

自己株式の取得による支出 △499,200 △53

ストックオプションの行使による収入 52,800 －

配当金の支払額 △578,873 △595,171

非支配株主への配当金の支払額 △9,556 △3,953

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,063,286 △559,892

現金及び現金同等物に係る換算差額 △305,147 △433,241

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,841,703 389,136

現金及び現金同等物の期首残高 12,510,445 15,352,148

現金及び現金同等物の期末残高 ※ 15,352,148 ※ 15,741,285
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（５）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。

　

(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

１．連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数 13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

OHASHI TECHNICA U.S.A.,INC.

OHASHI TECHNICA U.S.A. MANUFACTURING,INC.

OHASHI TECHNICA MEXICO,S.A.DE C.V.

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

大橋精密電子(上海)有限公司

OHASHI TECHNICA(THAILAND)CO.,LTD.

OHASHI SATO(THAILAND)CO.,LTD.

OHASHI TECHNICA UK, LTD.

台灣大橋精密股份有限公司

　

(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。

　

２．持分法の適用に関する事項

持分法適用の関連会社数

１社

持分法適用の関連会社の名称

　㈱テーケー

　

なお、上記以外は、最近の有価証券報告書（平成28年６月24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。

　

(会計方針の変更)

(平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用)

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対

応報告第32号 平成28年６月17日）を当連結会計年度に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附属設備

及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

なお、これによる当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益に与える影響は軽微であ

ります。

(表示方法の変更)

(連結損益計算書関係)

前連結会計年度において、「特別損失」の「その他」に含めて表示しておりました「ゴルフ会員権評価損」

は、特別損失の総額の100分の10を超えたため、当連結会計年度より独立掲記しております。この表示方法の変

更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「特別損失」の「その他」に表示していた3,925千円

は、「ゴルフ会員権評価損」1,300千円、「その他」2,625千円として組替えております。
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(追加情報)

（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日）を当連

結会計年度から適用しております。

　

（厚生年金基金の解散について）

当社が加入しております「東京金属事業厚生年金基金」は、平成29年１月27日に開催された代議員会の決議に

基づき解散認可を申請し、厚生労働省より平成29年３月22日付で基金解散が認可されました。

なお、現時点では基金の解散による追加負担額は発生しない見込みであります。

(連結損益計算書関係)

※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。

前連結会計年度
(自 平成27年４月１日
至 平成28年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成28年４月１日
至 平成29年３月31日)

荷造運賃 601,529千円 665,509千円

給与手当 2,008,693 1,944,929

賞与引当金繰入額 176,687 156,108

役員賞与引当金繰入額 77,000 68,000

退職給付費用 134,653 106,256

※２ 研究開発費の総額は次のとおりであります。

前連結会計年度
(自 平成27年４月１日
至 平成28年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成28年４月１日
至 平成29年３月31日)

一般管理費 51,971千円 50,236千円

※３ 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

前連結会計年度
(自 平成27年４月１日
至 平成28年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成28年４月１日
至 平成29年３月31日)

建物及び構築物 －千円 4,987千円

機械装置及び運搬具 1,387 546

工具、器具及び備品 0 257

土地 － 318,504

計 1,388 324,296

※４ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

前連結会計年度
(自 平成27年４月１日
至 平成28年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成28年４月１日
至 平成29年３月31日)

建物及び構築物 2,196千円 2,200千円

機械装置及び運搬具 4,194 693

工具、器具及び備品 1,519 1,979

ソフトウエア 24,738 －

計 32,649 4,873
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※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が売上原価に含まれており

ます。

前連結会計年度
(自 平成27年４月１日
至 平成28年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成28年４月１日
至 平成29年３月31日)

△2,553千円 11,248千円

(連結包括利益計算書関係)

※ 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27年４月１日
至 平成28年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成28年４月１日
至 平成29年３月31日)

その他有価証券評価差額金：

当期発生額 △259,110千円 270,242千円

組替調整額 ― ―

税効果調整前 △259,110 270,242

税効果額 91,024 △75,500

その他有価証券評価差額金 △168,085 194,742

為替換算調整勘定：

当期発生額 △566,723 △915,163

退職給付に係る調整額：

当期発生額 6,567 17,981

組替調整額 2,071 761

税効果調整前 8,639 18,743

税効果額 △2,857 △5,713

退職給付に係る調整額 5,781 13,030

その他の包括利益合計 △729,028 △707,390
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(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自 平成27年４月１日 至 平成28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

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 16,240,040 ― ― 16,240,040

合計 16,240,040 ― ― 16,240,040

自己株式

普通株式 1,052,088 400,463 87,000 1,365,551

合計 1,052,088 400,463 87,000 1,365,551

(注) １．普通株式の自己株式の株式数の増加400,463株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加400,000

株、持分法適用会社である株式会社テーケーの持分比率変動による同社が保有する自己株式（当社株式）の

当社帰属分の増加317株、同社が取得した自己株式（当社株式）の当社帰属分の増加146株であります。

２．普通株式の自己株式の株式数の減少87,000株は、ストック・オプションの行使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

該当事項はありません。

３．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

(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27年６月24日
定時株主総会

普通株式 303,845 20 平成27年３月31日 平成27年６月25日

平成27年11月５日
取締役会

普通株式 275,027 18 平成27年９月30日 平成27年12月４日

(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

(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28年６月24日
定時株主総会

普通株式 297,585 利益剰余金 20 平成28年３月31日 平成28年６月27日
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当連結会計年度(自 平成28年４月１日 至 平成29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

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 16,240,040 ― ― 16,240,040

合計 16,240,040 ― ― 16,240,040

自己株式

普通株式 1,365,551 217 329 1,365,439

合計 1,365,551 217 329 1,365,439

(注) １．普通株式の自己株式の株式数の増加217株は、持分法適用会社である株式会社テーケーが取得した自己株式

（当社株式）の当社帰属分の増加181株、単元未満株式の買取りによる増加36株であります。

２．普通株式の自己株式の株式数の減少329株は、持分法適用会社である株式会社テーケーの持分比率変動によ

る同社が保有する自己株式（当社株式）の当社帰属分の減少によるものであります。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

３．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

(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28年６月24日
定時株主総会

普通株式 297,585 20 平成28年３月31日 平成28年６月27日

平成28年11月７日
取締役会

普通株式 297,585 20 平成28年９月30日 平成28年12月５日

(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

(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29年６月22日
定時株主総会

普通株式 297,585 利益剰余金 20 平成29年３月31日 平成29年６月23日

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※ 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

前連結会計年度
(自 平成27年４月１日
至 平成28年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成28年４月１日
至 平成29年３月31日)

現金及び預金勘定 15,352,148千円 15,741,285千円

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 15,352,148 15,741,285
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

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

内においては当社と子会社並びに関連会社が、海外においては米州(米国、メキシコ)、中国、アセアン(タイ)、欧州

(英国)、台湾の各現地法人が、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」、

「米州」、「中国」、「アセアン」、「欧州」、「台湾」の６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の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表を作成するために採用される会計処理の原則及

び手続に準拠した方法であります。

報告セグメントの利益は、営業利益(のれん償却前)ベースの数値であります。

セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。

３．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27年４月１日 至 平成28年３月31日)

(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 米州 中国 アセアン 欧州 台湾 計

売上高

外部顧客への

売上高
20,129,560 10,478,077 3,975,002 3,034,085 2,366,065 － 39,982,791 － 39,982,791

セグメント間

の内部売上高

又は振替高

3,027,952 8,510 423,973 99,520 17,267 34,239 3,611,464 △3,611,464 －

計 23,157,512 10,486,588 4,398,976 3,133,606 2,383,333 34,239 43,594,256 △3,611,464 39,982,791

セグメント利益又は

損失（△）
1,833,289 1,368,006 576,451 465,030 324,080 △13,395 4,553,463 △45,651 4,507,812

セグメント資産 27,828,310 7,194,270 5,149,496 3,284,516 1,306,213 100,254 44,863,061 △9,568,012 35,295,048

その他の項目

減価償却費 432,545 191,371 163,226 154,223 3,659 127 945,153 △542 944,610

持分法適用

会社への

投資額

28,209 － － － － － 28,209 － 28,209

有形固定資産

及び無形固定

資産の増加額

459,665 66,813 138,617 34,983 729 1,838 702,649 － 702,649

(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損失（△）の調整額△45,651千円には、セグメント間取引消去660千円、のれんの償

却額△84,709千円及びたな卸資産の調整額38,398千円が含まれております。

(2) セグメント資産の調整額△9,568,012千円には、セグメント間取引消去△9,192,240千円、たな卸資産の調

整額△420,522千円及びその他の調整額44,750千円が含まれております。

２．セグメント利益又は損失（△）は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。
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当連結会計年度(自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日)

(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 米州 中国 アセアン 欧州 台湾 計

売上高

外部顧客への

売上高
19,974,903 9,007,317 3,918,595 2,552,587 2,060,273 － 37,513,677 － 37,513,677

セグメント間

の内部売上高

又は振替高

3,306,669 9,650 440,491 61,950 2,315 1,061,399 4,882,477 △4,882,477 －

計 23,281,572 9,016,967 4,359,087 2,614,538 2,062,589 1,061,399 42,396,154 △4,882,477 37,513,677

セグメント利益 1,772,406 1,139,381 527,297 247,485 245,071 38,151 3,969,794 △161,955 3,807,838

セグメント資産 29,960,720 7,416,819 5,174,983 3,092,868 1,228,266 411,360 47,285,018 △9,927,288 37,357,730

その他の項目

減価償却費 385,246 153,533 123,778 123,316 2,294 1,533 789,703 △1,082 788,621

持分法適用

会社への

投資額

48,883 － － － － － 48,883 － 48,883

有形固定資産

及び無形固定

資産の増加額

2,652,007 27,279 51,394 15,012 962 － 2,746,656 － 2,746,656

(注) １．調整額は以下のとおりであります。

(1) セグメント利益の調整額△161,955千円には、セグメント間取引消去△4,221千円、のれんの償却額△

84,710千円及びたな卸資産の調整額△73,023千円が含まれております。

(2) セグメント資産の調整額△9,927,288千円には、セグメント間取引消去△9,480,764千円、たな卸資産の調

整額△495,280千円及びその他の調整額48,756千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。
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【関連情報】

前連結会計年度(自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日)

１．製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略し

ております。

２．地域ごとの情報

(1) 売上高

(単位：千円)

日本 米国 中国 タイ その他 合計

20,048,319 8,666,526 3,867,048 3,020,672 4,380,225 39,982,791

(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)

日本 米国 中国 タイ その他 合計

1,399,398 1,450,999 851,295 842,616 16,261 4,560,571

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28年４月１日 至 平成29年３月31日)

１．製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略し

ております。

２．地域ごとの情報

(1) 売上高

(単位：千円)

日本 米国 中国 タイ その他 合計

19,906,900 7,381,844 3,836,173 2,543,226 3,845,532 37,513,677

(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)

日本 米国 中国 タイ その他 合計

3,434,746 1,267,451 696,857 701,132 13,342 6,113,529

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。
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【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】

前連結会計年度(自 平成27年４月１日 至 平成28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28年４月１日 至 平成29年３月31日)

該当事項はありません。

【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】

前連結会計年度(自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日)

(単位：千円)

日本 米州 中国 アセアン 欧州 台湾 合計

当期償却額 84,709 ― ― ― ― ― 84,709

当期末残高 84,710 ― ― ― ― ― 84,710

当連結会計年度(自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日)

(単位：千円)

日本 米州 中国 アセアン 欧州 台湾 合計

当期償却額 84,710 ― ― ― ― ― 84,710

当期末残高 ― ― ― ― ― ― ―

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前連結会計年度(自 平成27年４月１日 至 平成28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28年４月１日 至 平成29年３月31日)

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成27年４月１日
至 平成28年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成28年４月１日
至 平成29年３月31日)

１株当たり純資産額 1,653円51銭 1,757円97銭

１株当たり当期純利益金額 195円53銭 190円58銭

(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、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。

前連結会計年度
(自 平成27年４月１日
至 平成28年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成28年４月１日
至 平成29年３月31日)

１株当たり当期純利益金額

親会社株主に帰属する当期純利益金額(千円) 2,976,237 2,834,814

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益金額
(千円)

2,976,237 2,834,814

期中平均株式数(株) 15,221,696 14,874,385

(重要な後発事象)

　（株式会社ナカヒョウグループとの資本提携協議について）

当社は、平成29年１月30日開催の取締役会において、ナカヒョウグループへ資本参加することを決議し、持ち

株会社である株式会社ナカヒョウホールディングス及び中核事業会社である株式会社ナカヒョウとの間で、平成

29年４月５日に基本合意書を締結いたしました。

（１）資本提携の理由

今後の事業戦略における重要なパートナーとして、より強固な関係を構築するためです。

（２）資本提携予定先の概要

①名称 株式会社ナカヒョウホールディングス

（事業会社である株式会社ナカヒョウの持ち株会社）

②所在地 岐阜県各務原市鵜沼羽場町７丁目363 番地

③代表者 代表取締役社長 中谷 陽介

④資本金 2,400 万円

（３）事業会社の概要

①名称 株式会社ナカヒョウ

②所在地 岐阜県各務原市鵜沼羽場町７丁目363 番地

③代表者 代表取締役社長 中谷 陽介

④事業内容 自動車関連部品（プレス品等）の製造・販売

⑤資本金 2,400 万円

（４）出資比率

株式会社ナカヒョウホールディングスの発行済株式総数（新規発行を含む）の20％を目途に取得する予定

です。
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４．その他

（１）役員の異動

①代表取締役の異動

　・退任代表取締役

　 代表取締役会長 前川 富義（取締役相談役 就任予定）

②その他の役員の異動

　・退任取締役

　 取締役 豊田 孝二（顧問 就任予定）

③就任予定日

　 平成29年６月22日

（２）その他

　（海外（米国）子会社の設立手続き完了について）

当社が、平成29年２月７日に開示いたしました「海外（米国）子会社の設立について」に関し、正式名称を

OHASHI NAKAHYO U.S.A.,INC．とし、平成29年４月17日に資本金の払込みを行い、設立手続きが完了いたしまし

た。
　

子会社の概要

①名称 OHASHI NAKAHYO U.S.A.,INC．

②所在地 105 Burrer Drive, Sunbury, Ohio, 43074, U.S.A.

③代表者 取締役社長 立岩 光（OHASHI TECHNICA U.S.A.,INC.社長）

④事業内容 自動車関連部品（プレス品等）の製造

⑤資本金 600万ドル

⑥出資比率 OHASHI TECHNICA U.S.A.,INC. 90％

株式会社ナカヒョウ 10％
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