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1.  平成25年3月期の連結業績（平成24年4月1日～平成25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 ％

25年3月期 34,768 10.4 2,103 37.2 2,097 37.3 1,364 92.6
24年3月期 31,504 △3.3 1,532 △19.5 1,527 △19.5 708 △29.5

（注）包括利益 25年3月期 2,472百万円 （459.6％） 24年3月期 441百万円 （△13.2％）

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 ％ ％ ％

25年3月期 87.33 ― 9.1 7.9 6.0
24年3月期 45.34 ― 5.2 5.8 4.9

（参考） 持分法投資損益 25年3月期  ―百万円 24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

25年3月期 26,607 16,451 60.4 1,026.52
24年3月期 26,269 14,161 52.7 886.64

（参考） 自己資本   25年3月期  16,065百万円 24年3月期  13,855百万円

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

25年3月期 2,099 △933 △1,256 6,896
24年3月期 1,290 △694 △902 6,706

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 ％ ％

24年3月期 ― 7.00 ― 8.00 15.00 234 33.1 1.7
25年3月期 ― 8.00 ― 10.00 18.00 281 20.6 1.9
26年3月期(予想) ― 10.00 ― 10.00 20.00 20.9

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日）  
（％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
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 38,000 9.3 2,500 18.9 2,500 19.2 1,500 9.9 95.85



※  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） ： 無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第14条の７（会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合）に該当
するものであります。詳細は、添付資料Ｐ．12「３．連結財務諸表（５）連結財務諸表に関する注記事項（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） 

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期 16,990,040 株 24年3月期 17,690,040 株
② 期末自己株式数 25年3月期 1,340,090 株 24年3月期 2,063,090 株
③ 期中平均株式数 25年3月期 15,627,391 株 24年3月期 15,626,950 株

（参考）個別業績の概要 

平成25年3月期の個別業績（平成24年4月1日～平成25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 ％

25年3月期 23,437 3.8 1,477 5.6 1,529 △5.8 920 △2.5
24年3月期 22,578 0.9 1,399 11.6 1,624 21.6 943 31.1

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

25年3月期 58.90 ―
24年3月期 60.38 ―

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 22,666 14,638 64.2 930.54
24年3月期 23,975 13,709 56.9 872.77

（参考） 自己資本 25年3月期  14,562百万円 24年3月期  13,638百万円

※ 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・財政状態に関する分析（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25年５月24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、米国では景気回復の兆しが見られたものの、中国をはじめとする新興国の成長率

の低下、さらには欧州における実体経済の低迷などから、全体としては低成長が続きました。 

 わが国経済も、震災の復興需要などによる回復が見られたものの、国内設備投資の停滞や海外経済の減速などか

ら、先行き不透明な状態で推移いたしましたが、年度末にかけて経済政策の効果などもあり、景気は緩やかな回復

基調となりました。 

 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きましては、アセアン市場の成長、さらには米国市場の

回復などにより、年度を通じての日系自動車メーカーの生産台数は、前年度を上回る実績となりました。   

 このような状況下、当社グループでは総力を結集して業績の拡大と経営基盤の強化に努めてまいりました。 

 この結果、当連結会計年度の売上高は、347億６千８百万円（前連結会計年度比10.4％増）、営業利益は21億３百

万円（同37.2％増）、経常利益は20億９千７百万円（同37.3％増）、当期純利益は13億６千４百万円（同92.6％

増）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。） 

なお、当連結会計年度より、従来の「北米」及び「アジア」について、それぞれ「米州」及び「アセアン」へ名

称変更しております。 

 (イ) 日本 

売上高は207億４千３百万円（前連結会計年度比1.3％減）、セグメント利益は15億３千６百万円（同14.6％

増）となりました。 

 (ロ) 米州 

売上高は76億３千２百万円（同38.4％増）、セグメント利益は４億２百万円（同244.5％増）となりました。 

 (ハ) アセアン 

売上高は28億３千９百万円（同24.4％増）、セグメント利益は６千９百万円（同59.7％減）となりました。 

 (ニ) 中国 

売上高は22億４千７百万円（同28.6％増）、セグメント利益は１億６千万円（前連結会計年度は１千１百万円

のセグメント損失）となりました。 

 (ホ) 欧州 

売上高は13億５百万円（前連結会計年度比37.9％増）、セグメント利益は３千７百万円（前連結会計年度は１

千７百万円のセグメント損失）となりました。 

  

② 次期の見通し 

次期の経営環境は、内外経済は緩やかな成長が見込まれるものの、国内自動車市場の縮小、海外生産シフトの加

速等により一層の競争激化が予想されます。 

こうした状況下、次期連結業績予想につきましては、売上高は380億円（前連結会計年度比9.3％増）、営業利益

は25億円（同18.9％増）、経常利益は25億円（同19.2％増）、当期純利益は15億円（同9.9％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、売上債権は減少しましたが、現金及び預金や固定資産の増加及び投資

有価証券の評価益の増加などにより、前連結会計年度末比３億３千７百万円増加し、266億７百万円となりました。

負債の残高は、仕入債務の減少及び社債の償還などにより、前連結会計年度末比19億５千２百万円減少し、101億

５千６百万円となりました。 

純資産の残高は、当期純利益の計上や、円安、株高による為替換算調整勘定、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22億９千万円増加し、164億５千１百万円となりました。 

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１億９千

万円増加し、68億９千６百万円となりました。 

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。 

１．経営成績・財政状態に関する分析



（営業活動によるキャッシュ・フロ－） 

営業活動の結果、20億９千９百万円の資金の増加（前連結会計年度は12億９千万円の増加）となりました。 

これは主に、仕入債務が10億８千８百万円減少し、法人税等の支払額が９億３千万円ありましたが、税金等調整

前当期純利益を22億５千４百万円計上し、売上債権が６億４千３百万円減少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、９億３千３百万円の資金の減少（前連結会計年度は６億９千４百万円の減少）となりました。 

これは主に、有形固定資産の取得９億７千８百万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、12億５千６百万円の資金の減少（前連結会計年度は９億２百万円の減少）となりました。 

これは主に、社債の償還10億４千万円及び配当金の支払い２億５千万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、当事業年度の業績、今後の業績動向、財務基盤

等を総合的に勘案し、１株当たり10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

８円と合わせ、１株につき18円とさせていただく予定であります。 

次期（平成26年３月期）の配当金につきましては、年間配当金20円（中間配当金10円、期末配当金10円）を予定し

ております。  

  
第58期 

平成22年３月期 
第59期 

平成23年３月期 
第60期 

平成24年３月期 
第61期（当期） 
平成25年３月期 

自己資本比率（％）  51.9  52.1  52.7  60.4

時価ベースの自己資本比率（％）  36.3  36.4  35.9  50.9

キャッシュ・フロー対有利子負債比率

（％） 
 67.5  131.2  110.4  17.3

インタレスト・カバレッジ・レシオ

（倍） 
 108.6  64.5  61.3  156.6



(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）さらにはＤＯＥ（自己資本配当率）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、米国や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、国内では市場縮小を

背景とした生産・輸出構造の見直しや環境対応車の需要拡大など、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、2012年

5月に３ヵ年の中期経営計画「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、変化を続ける経営環境に対応し、グループの安定的かつ継続的な成長をめざし、中期経営計画

「Challenge to Change」の方針に沿い、以下の課題に取り組んで参ります。 

 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 企業価値向上への取り組み 

(イ)ＲＯＥ、ＲＯＡ目標の達成 

(ロ)ＤＯＥ目標の達成 

⑥ 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 

⑦ 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 

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24年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,706,729 6,896,870

受取手形及び売掛金 ※  7,408,713 ※  6,981,715

商品及び製品 3,767,123 3,708,872

仕掛品 307,420 340,460

原材料及び貯蔵品 668,345 822,621

繰延税金資産 374,806 338,436

その他 191,471 231,719

貸倒引当金 △14,009 △11,838

流動資産合計 19,410,599 19,308,858

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,389,535 2,597,913

減価償却累計額 △973,766 △1,142,631

建物及び構築物（純額） 1,415,769 1,455,282

機械装置及び運搬具 5,000,645 5,795,467

減価償却累計額 △3,046,344 △3,617,174

機械装置及び運搬具（純額） 1,954,301 2,178,292

工具、器具及び備品 2,913,280 3,062,527

減価償却累計額 △2,623,367 △2,724,641

工具、器具及び備品（純額） 289,912 337,885

土地 576,796 622,574

建設仮勘定 9,212 48,418

有形固定資産合計 4,245,992 4,642,453

無形固定資産   

のれん 423,550 338,840

ソフトウエア 53,005 46,477

その他 120,101 121,469

無形固定資産合計 596,657 506,786

投資その他の資産   

投資有価証券 585,238 879,982

繰延税金資産 136,920 82,592

長期預金 600,000 600,000

その他 704,619 588,337

貸倒引当金 △10,117 △1,500

投資その他の資産合計 2,016,660 2,149,411

固定資産合計 6,859,310 7,298,651

資産合計 26,269,910 26,607,509



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 ※  5,997,831 ※  3,180,459

電子記録債務 2,785,502 4,760,267

1年内償還予定の社債 1,040,000 240,000

未払法人税等 411,201 328,957

賞与引当金 209,605 188,116

役員賞与引当金 50,400 52,700

その他 575,019 606,774

流動負債合計 11,069,560 9,357,275

固定負債   

社債 240,000 －

繰延税金負債 34,557 53,636

退職給付引当金 591,342 589,494

その他 173,067 155,662

固定負債合計 1,038,968 798,793

負債合計 12,108,528 10,156,069

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 1,613,448

利益剰余金 13,519,542 14,138,083

自己株式 △1,462,513 △949,982

株主資本合計 15,494,145 16,627,220

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 140,810 376,184

為替換算調整勘定 △1,779,551 △938,391

その他の包括利益累計額合計 △1,638,740 △562,206

新株予約権 70,448 75,276

少数株主持分 235,528 311,150

純資産合計 14,161,381 16,451,440

負債純資産合計 26,269,910 26,607,509



（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23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

売上高 31,504,787 34,768,834

売上原価 ※5  24,891,086 ※5  27,588,826

売上総利益 6,613,700 7,180,008

販売費及び一般管理費 ※1,※2  5,080,758 ※1,※2  5,076,719

営業利益 1,532,941 2,103,288

営業外収益   

受取利息 17,272 15,644

受取配当金 14,675 16,036

為替差益 － 7,434

作業くず売却益 34,235 32,502

貸倒引当金戻入額 － 10,856

その他 21,969 19,576

営業外収益合計 88,153 102,050

営業外費用   

支払利息 21,063 13,404

支払保証料 9,050 6,083

為替差損 40,148 －

開業費 13,984 76,313

その他 9,110 12,052

営業外費用合計 93,358 107,854

経常利益 1,527,736 2,097,484

特別利益   

固定資産売却益 ※3  1,830 ※3  3,579

保険差益 － ※6  154,297

その他 － 1,564

特別利益合計 1,830 159,440

特別損失   

固定資産除却損 ※4  3,909 ※4  2,336

投資有価証券評価損 1,071 －

ゴルフ会員権評価損 3,754 300

災害による損失 21,938 －

その他 2,131 5

特別損失合計 32,805 2,641

税金等調整前当期純利益 1,496,761 2,254,284

法人税、住民税及び事業税 814,469 835,571

法人税等調整額 △28,239 59,998

法人税等合計 786,230 895,570

少数株主損益調整前当期純利益 710,530 1,358,713

少数株主利益又は少数株主損失（△） 2,001 △6,085

当期純利益 708,529 1,364,798



（連結包括利益計算書） 

（単位：千円）

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

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 710,530 1,358,713

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 33,989 235,373

為替換算調整勘定 △302,622 878,723

その他の包括利益合計 ※  △268,633 ※  1,114,096

包括利益 441,896 2,472,810

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 452,474 2,441,332

少数株主に係る包括利益 △10,577 31,477



（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23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25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   

自己株式の処分 － 2,003

当期変動額合計 － 2,003

当期末残高 1,611,444 1,613,448

利益剰余金   

当期首残高 13,045,417 13,519,542

当期変動額   

剰余金の配当 △234,404 △250,031

当期純利益 708,529 1,364,798

自己株式の消却 － △496,226

当期変動額合計 474,125 618,540

当期末残高 13,519,542 14,138,083

自己株式   

当期首残高 △1,462,513 △1,462,513

当期変動額   

自己株式の処分 － 16,304

自己株式の消却 － 496,226

当期変動額合計 － 512,530

当期末残高 △1,462,513 △949,982

株主資本合計   

当期首残高 15,020,019 15,494,145

当期変動額   

剰余金の配当 △234,404 △250,031

当期純利益 708,529 1,364,798

自己株式の処分 － 18,308

当期変動額合計 474,125 1,133,075

当期末残高 15,494,145 16,627,220



（単位：千円）

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

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25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 106,821 140,810

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 33,989 235,373

当期変動額合計 33,989 235,373

当期末残高 140,810 376,184

為替換算調整勘定   

当期首残高 △1,489,507 △1,779,551

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △290,043 841,160

当期変動額合計 △290,043 841,160

当期末残高 △1,779,551 △938,391

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 △1,382,685 △1,638,740

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △256,054 1,076,533

当期変動額合計 △256,054 1,076,533

当期末残高 △1,638,740 △562,206

新株予約権   

当期首残高 31,671 70,448

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 38,777 4,828

当期変動額合計 38,777 4,828

当期末残高 70,448 75,276

少数株主持分   

当期首残高 156,993 235,528

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 78,535 75,622

当期変動額合計 78,535 75,622

当期末残高 235,528 311,150

純資産合計   

当期首残高 13,825,998 14,161,381

当期変動額   

剰余金の配当 △234,404 △250,031

当期純利益 708,529 1,364,798

自己株式の処分 － 18,308

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △138,742 1,156,983

当期変動額合計 335,382 2,290,058

当期末残高 14,161,381 16,451,440



（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23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25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 1,496,761 2,254,284

減価償却費 789,604 795,658

のれん償却額 89,098 84,709

退職給付引当金の増減額（△は減少） 35,690 △3,288

賞与引当金の増減額（△は減少） △11,180 △21,628

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 1,120 2,300

貸倒引当金の増減額（△は減少） 10,953 △11,142

受取利息及び受取配当金 △31,948 △31,680

支払利息 21,063 13,404

保険差益 － △154,297

投資有価証券評価損益（△は益） 1,071 －

固定資産売却損益（△は益） 301 △3,574

固定資産除却損 3,909 2,336

売上債権の増減額（△は増加） △937,383 643,071

たな卸資産の増減額（△は増加） △297,183 209,594

仕入債務の増減額（△は減少） 625,769 △1,088,372

その他投資の増減額(△は増加) 105,116 60,333

その他 221,100 22,068

小計 2,123,865 2,773,778

利息及び配当金の受取額 33,065 31,303

利息の支払額 △21,063 △13,404

保険金の受取額 － 237,693

法人税等の支払額 △845,505 △930,056

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,290,361 2,099,313

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 △701,025 △978,279

有形固定資産の売却による収入 9,357 7,122

無形固定資産の取得による支出 △12,063 △19,425

投資有価証券の取得による支出 △7,615 △7,973

貸付けによる支出 △1,680 △7,390

貸付金の回収による収入 18,473 72,635

投資活動によるキャッシュ・フロー △694,553 △933,311

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 △740,000 △1,040,000

リース債務の返済による支出 △17,623 △28,457

少数株主からの払込みによる収入 92,100 47,154

ストックオプションの行使による収入 － 17,490

配当金の支払額 △234,404 △250,031

少数株主への配当金の支払額 △2,987 △3,009

財務活動によるキャッシュ・フロー △902,914 △1,256,854

現金及び現金同等物に係る換算差額 △112,742 280,993

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △419,849 190,141

現金及び現金同等物の期首残高 7,126,578 6,706,729

現金及び現金同等物の期末残高 ※  6,706,729 ※  6,896,870



 該当事項はありません。  

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. 

OHASHI TECHNICA(THAILAND)CO.,LTD. 

OHASHI SATO(THAILAND)CO.,LTD. 

OHASHI S.I.(THAILAND)CO.,LTD. 

OHASHI TECHNICA UK, LTD. 

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  

上記のうち、OHASHI TECHNICA MEXICO,S.A. DE C.V.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、連結の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24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。  

（減価償却方法の変更） 

当社及び一部の国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、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、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 なお、この変更による当連結会計年度の損益に与える影響は軽微であります。  

※ 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。 

(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）

（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）

（会計方針の変更）

（連結貸借対照表関係）

  
前連結会計年度 

（平成24年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成25年３月31日） 

受取手形 千円 34,203 千円 32,897

支払手形  95,803  74,523



※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 研究開発費の総額は次のとおりであります。 

※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。 

※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。 

※６ 保険差益は、平成23年10月タイ国において発生した洪水によるものであります。 

（連結損益計算書関係）

  
前連結会計年度 

（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日） 

荷造運賃 千円 610,771 千円 653,279

給与手当  1,913,185  1,898,737

賞与引当金繰入額  174,599  153,947

役員賞与引当金繰入額  50,400  52,700

退職給付費用  151,164  143,534

貸倒引当金繰入額  2,317  －

  
  
  

前連結会計年度 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日） 

一般管理費 千円 67,979 千円 99,654

  
前連結会計年度 

（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日） 

機械装置及び運搬具 千円 1,829 千円 3,180

工具、器具及び備品  0  399

計  1,830  3,579

  
前連結会計年度 

（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日） 

建物及び構築物 千円 1,007 千円 366

機械装置及び運搬具  1,442  45

工具、器具及び備品  1,459  613

ソフトウエア  0  1,310

計  3,909  2,336

  
  
  

前連結会計年度 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日） 

  千円 28,763 千円 14,353



※  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 

（連結包括利益計算書関係）

  
前連結会計年度 

（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日） 

その他有価証券評価差額金： 

当期発生額 千円 37,607 千円 286,769

組替調整額  1,071  －

税効果調整前  38,678  286,769

税効果額  △4,689  △51,396

その他有価証券評価差額金  33,989  235,373

為替換算調整勘定：     

当期発生額  △302,622  878,723

その他の包括利益合計  △268,633  1,114,096

（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  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 



(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  

当連結会計年度（自 平成24年４月１日 至 平成25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、取締役会決議による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減少723,000株は、取締役会決議による自己株式の消却による減少700,000

株、ストック・オプションの行使による減少23,000株であります。  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

  

 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。  

（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

  
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  17,690,040  －  700,000  16,990,040

合計  17,690,040  －  700,000  16,990,040

自己株式         

普通株式 （注）2  2,063,090  －  723,000  1,340,090

合計  2,063,090  －  723,000  1,340,090

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  
－  －  －  －  －  75,276

 合計 －  －  －  －  －  75,276

（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24年６月21日 

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

平成24年11月５日 

取締役会 
普通株式  125,015  8 平成24年９月30日 平成24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25年６月20日 

定時株主総会 
普通株式  156,499 利益剰余金   10 平成25年３月31日 平成25年６月21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、海外においては米州（米国、メキシコ）、アセアン（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」、「米州」、「アセアン」、「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。  

（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23年４月１日 
至  平成24年３月31日） 

当連結会計年度 
（自  平成24年４月１日 
至  平成25年３月31日） 

現金及び預金勘定 千円 6,706,729 千円 6,896,870

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  6,706,729  6,896,870

（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 米州  アセアン 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



当連結会計年度（自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日） 

（注）１．調整額は以下のとおりであります。 

（1）セグメント利益の調整額△102,034千円には、セグメント間取引消去3,358千円、のれんの償却額△84,709千

円及び棚卸資産の調整額△20,682千円が含まれております。   

（2）セグメント資産の調整額△9,411,257千円には、セグメント間取引消去△9,083,900千円、棚卸資産の調整額

△487,926千円及びその他の調整額160,569千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。 

３．当連結会計年度より、従来の「北米」及び「アジア」について、それぞれ「米州」及び「アセアン」へ名称変

更しております。これに伴い、前連結会計年度についても、変更後の名称で表示しております。なお、当該変

更によるセグメント情報に与える影響は軽微であります。 

前連結会計年度（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 

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 

（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。   

（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  アセアン 中国 欧州   計  

売上高          

外部顧客への売
上高 

20,743,872  7,632,540 2,839,161 2,247,871 1,305,389 34,768,834  － 34,768,834

セグメント間の
内部売上高又は
振替高 

4,432,860  5,985 118,228 450,783 2,012  5,009,870  △5,009,870 －

計 25,176,733  7,638,525 2,957,389 2,698,654 1,307,401 39,778,705  △5,009,870 34,768,834

セグメント利益 1,536,243  402,082 69,940 160,034 37,021  2,205,322  △102,034 2,103,288

セグメント資産 25,653,002  3,840,733 3,063,457 2,835,113 626,459 36,018,767  △9,411,257 26,607,509

その他の項目     

減価償却費  442,859  133,619 98,574 116,577 5,480  797,111  △1,452 795,658

有形固定資産及
び無形固定資産
の増加額  

508,577  128,449 242,003 105,575 5,319  989,925  － 989,925

ｂ．関連情報

  （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



当連結会計年度（自  平成24年４月１日  至  平成25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 

（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。  

  

当連結会計年度（自  平成24年４月１日  至  平成25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23年４月１日  至  平成24年３月31日） 

  

当連結会計年度（自  平成24年４月１日  至  平成25年３月31日） 

前連結会計年度（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。  

  

当連結会計年度（自  平成24年４月１日  至  平成25年３月31日） 

 該当事項はありません。  

  （単位：千円）

日本 米国 タイ 中国 その他 合計 

 20,594,440  6,450,282  2,768,269  2,092,786  2,863,055  34,768,834

  （単位：千円）

日本 米国 タイ 中国 その他 合計 

 1,957,380  843,186  952,128  882,161  7,595  4,642,453

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 米州 アセアン 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

（単位：千円）

  日本 米州 アセアン 中国 欧州 合計 

当期償却額  84,709  －  －  －  －  84,709

当期末残高  338,840  －  －  －  －  338,840

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



（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。 

  

  

（１株当たり情報）

  
前連結会計年度 

（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日） 

１株当たり純資産額 円 銭886 64 円 銭1,026 52

１株当たり当期純利益金額 円 銭45 34 円 銭87 33

  
前連結会計年度 

(自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日) 

当期純利益金額（千円）  708,529  1,364,798

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）  708,529  1,364,798

期中平均株式数（株）  15,626,950  15,627,391

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 

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） 

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 株） 553,500

（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        田口 武尚 （現 非常勤監査役） 

     （注）田口 武尚は、社外取締役の候補者であります。  

 ・新任監査役候補 

   （非常勤）監査役   新妻 幹夫 

     （注）新妻 幹夫は、社外監査役の候補者であります。 

 ・退任予定監査役 

   （非常勤）監査役   田口 武尚 （取締役 就任予定） 

③就任予定日 

 平成25年６月20日  

  

４．その他
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