
平成24年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成23年8月8日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 オーハシテクニカ 上場取引所 東 
コード番号 7628 URL http://www.ohashi.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 前川 富義
問合せ先責任者 （役職名） 執行役員経理部長 （氏名） 穂満 敏朗         TEL 03-5404-4418
四半期報告書提出予定日 平成23年8月10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

1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 ％

24年3月期第1四半期 7,249 △12.6 303 △35.9 309 △35.5 166 △20.4
23年3月期第1四半期 8,295 60.2 473 ― 480 ― 209 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 337百万円 （9.0％） 23年3月期第1四半期 309百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 10.65 ―
23年3月期第1四半期 13.39 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 24,925 14,047 55.5
23年3月期 26,179 13,825 52.1
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  13,842百万円 23年3月期  13,637百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無   

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

23年3月期 ― 7.00 ― 8.00 15.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 7.00 ― 8.00 15.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無   

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) 14,000 △15.8 430 △58.9 430 △60.3 220 △60.9 14.08
通期 31,000 △4.8 1,400 △26.4 1,400 △26.2 750 △25.4 47.99



(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）  ：  無  

(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 

（注）詳細は、添付資料P．２「２．サマリー情報（その他）に関する事項 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） 

※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す。 

※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、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。業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、添付資料P．２「１．当四半期決算に関す
る定性的情報（２）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他

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1Q 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1Q 2,063,090 株 23年3月期 2,063,090 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 15,626,950 株 23年3月期1Q 15,626,970 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、３月の東日本大震災により急激に落ち込んだものの、生産回

復や個人消費の持ち直しなどから、回復の兆しを見せてまいりました。 

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、震災の影響によるサプライチェーンの寸断

による部品不足や電力供給問題などにより、日系自動車メーカーは大幅な減産を余儀なくされましたが、徐々に正

常化に向かいつつあります。  

このような状況下、当社グループでは業務の効率化と経費削減策を継続する一方で、積極的な営業展開により、

業績の拡大に努めてまいりました。 

この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は72億４千９百万円（前年同期比12.6％減）、営業利益は３億３

百万円（同35.9％減）、経常利益は３億９百万円（同35.5％減）、四半期純利益は１億６千６百万円（同20.4％

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、四半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40億４千８百万円（同18.7％減）、セグメント利益は１億３千４百万円（同63.8％減）となりまし

た。 

②北米 

売上高は17億６百万円（同6.5％減）、セグメント利益は４千２百万円（同35.9％減）となりました。 

③アジア 

売上高は７億６千８百万円（同6.1％増）、セグメント利益は８千８百万円（同0.0％減）となりました。 

④中国 

売上高は４億５千９百万円（同11.7％減）、５百万円のセグメント損失（前年同期は、セグメント利益５千７

百万円）となりました。   

⑤欧州 

売上高は２億６千６百万円（前年同期比8.9％増）、セグメント利益は０百万円（前年同期は、セグメント損

失５百万円）となりました。 

（２）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成24年３月期の連結業績予想につきましては、平成23年７月26日に公表いたしました「業績予想及び配当予想

の公表に関するお知らせ」に変更はありません。 

  

  

会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（１株当たり当期純利益に関する会計基準等の適用） 

当第１四半期連結会計期間より、「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）を適用しております。  

潜在株式調整後１株当たり四半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。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（その他）に関する事項



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23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,126,578 6,372,142

受取手形及び売掛金 6,527,866 6,392,351

商品及び製品 3,705,728 3,509,770

仕掛品 223,230 260,851

原材料及び貯蔵品 649,922 654,579

繰延税金資産 349,532 282,441

その他 301,461 195,594

貸倒引当金 △11,668 △11,201

流動資産合計 18,872,653 17,656,528

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,401,496 2,463,097

減価償却累計額 △907,304 △944,931

建物及び構築物（純額） 1,494,192 1,518,166

機械装置及び運搬具 4,741,277 4,942,792

減価償却累計額 △2,756,229 △2,910,149

機械装置及び運搬具（純額） 1,985,048 2,032,642

工具、器具及び備品 2,850,011 2,898,301

減価償却累計額 △2,565,203 △2,607,489

工具、器具及び備品（純額） 284,808 290,811

土地 606,658 613,058

建設仮勘定 117,532 9,866

有形固定資産合計 4,488,239 4,464,545

無形固定資産   

のれん 512,648 490,008

ソフトウエア 71,994 65,883

その他 118,880 119,614

無形固定資産合計 703,523 675,505

投資その他の資産   

投資有価証券 540,016 557,311

繰延税金資産 167,122 165,383

長期預金 600,000 600,000

その他 809,243 807,028

貸倒引当金 △1,668 △1,178

投資その他の資産合計 2,114,714 2,128,545

固定資産合計 7,306,478 7,268,596

資産合計 26,179,131 24,925,125



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 8,288,247 7,249,576

1年内償還予定の社債 740,000 740,000

未払法人税等 463,415 93,182

賞与引当金 220,925 130,497

役員賞与引当金 49,280 12,625

その他 584,403 633,030

流動負債合計 10,346,270 8,858,911

固定負債   

社債 1,280,000 1,280,000

繰延税金負債 62,531 56,518

退職給付引当金 556,432 571,422

その他 107,897 110,396

固定負債合計 2,006,861 2,018,337

負債合計 12,353,132 10,877,248

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 13,086,846

自己株式 △1,462,513 △1,462,513

株主資本合計 15,020,019 15,061,449

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 106,821 116,645

為替換算調整勘定 △1,489,507 △1,335,242

その他の包括利益累計額合計 △1,382,685 △1,218,597

新株予約権 31,671 41,548

少数株主持分 156,993 163,476

純資産合計 13,825,998 14,047,876

負債純資産合計 26,179,131 24,925,125



（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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 8,295,394 7,249,818

売上原価 6,463,053 5,685,933

売上総利益 1,832,341 1,563,884

販売費及び一般管理費 1,359,047 1,260,561

営業利益 473,293 303,323

営業外収益   

受取利息 2,085 2,635

受取配当金 2,730 4,752

作業くず売却益 9,120 8,880

その他 4,288 4,874

営業外収益合計 18,224 21,143

営業外費用   

支払利息 6,516 5,397

支払保証料 2,644 2,343

為替差損 464 6,516

その他 1,030 283

営業外費用合計 10,656 14,541

経常利益 480,862 309,926

特別利益   

固定資産売却益 181 1,126

その他 8 －

特別利益合計 189 1,126

特別損失   

固定資産除却損 156 537

投資有価証券評価損 51,430 980

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 22,964 －

特別損失合計 74,551 1,517

税金等調整前四半期純利益 406,500 309,535

法人税、住民税及び事業税 189,601 76,462

法人税等調整額 3,051 63,130

法人税等合計 192,652 139,592

少数株主損益調整前四半期純利益 213,847 169,942

少数株主利益 4,643 3,497

四半期純利益 209,204 166,445



（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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 213,847 169,942

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △7,482 9,823

為替換算調整勘定 102,831 157,250

その他の包括利益合計 95,348 167,073

四半期包括利益 309,196 337,016

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 298,476 330,533

少数株主に係る四半期包括利益 10,720 6,483



 該当事項はありません。 

  

  

（セグメント情報） 

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22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 

（注）１．セグメント利益の調整額△102,916千円は、セグメント間取引消去△80,276千円、のれん償却額△22,640千

円が含まれております。  

   ２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。  

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 

  

［関連情報］ 

事業の種類別の情報 

売上高 

                                                                （単位：千円） 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

  （単位：千円）

  

報告セグメント
調整額 
（注）1  

四半期連結
損益計算書 
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 
 4,979,978  1,826,357 724,002 520,654 244,401  8,295,394  － 8,295,394

セグメント間の
内部売上高又は
振替高 

 1,247,361  － 16,672 146,072 543  1,410,650  △1,410,650 －

計  6,227,340  1,826,357 740,674 666,727 244,945  9,706,045  △1,410,650 8,295,394

セグメント利益又

はセグメント損失

（△） 

 370,198  66,628 88,267 57,036 △5,921  576,210  △102,916 473,293

自動車関連部品事業 情報通信関連部品事業 その他関連部品事業 合計 

  7,700,045   349,723   245,625   8,295,394



Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23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 

（注）１．セグメント利益の調整額43,168千円は、セグメント間取引消去65,809千円、のれん償却額△22,640千円が

含まれております。  

   ２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。  

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 

  

［関連情報］  

事業の種類別の情報 

売上高 

                                                                （単位：千円） 

  

  

該当事項はありません。  

  

  

  （単位：千円）

  

報告セグメント
調整額 
（注）1  

四半期連結
損益計算書 
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 
 4,048,845  1,706,974 768,008 459,737 266,251  7,249,818  － 7,249,818

セグメント間の
内部売上高又は
振替高 

 876,374  352 18,663 124,583 537  1,020,510  △1,020,510 －

計  4,925,219  1,707,327 786,672 584,320 266,788  8,270,329  △1,020,510 7,249,818

セグメント利益又

はセグメント損失

（△） 

 134,170  42,677 88,248 △5,291 349  260,155  43,168 303,323

自動車関連部品事業 情報通信関連部品事業 その他関連部品事業 合計 

  6,863,744   160,118   225,955   7,249,818

（５）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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