
平成26年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成25年11月7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25年11月11日 配当支払開始予定日 平成25年12月5日
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 有
四半期決算説明会開催の有無 ： 無

1.  平成26年3月期第2四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年9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 ％

26年3月期第2四半期 19,444 10.3 1,709 64.3 1,739 71.6 1,101 74.9
25年3月期第2四半期 17,628 19.4 1,040 64.8 1,013 60.1 629 107.2

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 2,343百万円 （206.3％） 25年3月期第2四半期 764百万円 （218.0％）

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

26年3月期第2四半期 70.02 69.56
25年3月期第2四半期 40.29 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第2四半期 29,565 18,689 61.9
25年3月期 26,607 16,451 60.4
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  18,307百万円 25年3月期  16,065百万円

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  ：  有   

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

25年3月期 ― 8.00 ― 10.00 18.00
26年3月期 ― 10.00
26年3月期（予想） ― 12.00 22.00

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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有   

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 38,500 10.7 3,100 47.4 3,100 47.8 1,850 35.6 117.25



(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 

(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、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）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。 
 
（四半期決算補足説明資料の入手方法について） 
 四半期決算補足説明資料は、本日11月７日に当社ホームページに掲載いたします。 

※  注記事項

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年3月期2Q 16,990,040 株 25年3月期 16,990,040 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 1,216,670 株 25年3月期 1,340,090 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 15,726,026 株 25年3月期2Q 15,626,950 株



   

   

○添付資料の目次

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

（１）経営成績に関する説明 ……………………………………………………………………………………………  2

（２）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 ………………………………………………………………  2

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

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

（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………  3

（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 ………………………………………………………  5

四半期連結損益計算書    

第２四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………  5

四半期連結包括利益計算書    

第２四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………  6

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 …………………………………………………………………………  7

（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項 …………………………………………………………………………  9

（継続企業の前提に関する注記） …………………………………………………………………………………  9

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） …………………………………………………………  9

（セグメント情報等） ………………………………………………………………………………………………  9

（重要な後発事象） …………………………………………………………………………………………………  10



（１）経営成績に関する説明 

  当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府による経済政策や金融政策に対する期待感から、株価上

昇や円高是正の進行また個人消費の拡大等があり、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、国内生産は減少したものの、海外生産は北

米、アセアンの増加で概ね堅調に推移いたしました。 

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

の円安効果もあり、売上高並びに各利益とも前期を上回る実績となりました。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は194億４千４百万円（前年同期比10.3％増）、営業利益は17億

９百万円（前年同期比64.3％増）、経常利益は17億３千９百万円（前年同期比71.6％増）、四半期純利益は11億１

百万円（前年同期比74.9％増）となりました。 

 セグメントの業績は、次の通りであります。（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105億４千４百万円（前年同期比0.4％減）、セグメント利益は８億８千２百万円（同9.8％増）とな

りました。 

 ②米州 

  売上高は47億２千５百万円（前年同期比17.2％増）、セグメント利益は４億４千５百万円（同123.7％増）と

なりました。 

 ③アセアン 

  売上高は19億７千３百万円（前年同期比62.8％増）、セグメント利益は２億４千８百万円（前年同期はセグメ

ント損失１千７百万円）となりました。 

 ④中国 

  売上高は14億３千４百万円（前年同期比23.3％増）、セグメント利益は１億６百万円（同17.2％増）となりま

した。 

 ⑤欧州 

  売上高は７億６千６百万円（前年同期比20.9％増）、セグメント利益は４千４百万円（同118.5％増）となり

ました。 

    

     

（２）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

  通期連結業績予想につきましては、当第２四半期連結累計期間の実績、下期における需要動向や為替動向等を踏

まえ、平成25年５月16日に公表いたしました平成26年３月期の予想を修正いたします。 

 また、配当につきましては、安定的な配当の継続と、連結業績および連結配当性向等を総合的に勘案して、期末

の配当予想は１株当たり12円とさせていただきます。  

 なお、実際の業績等に影響を与える可能性のある重要な要因には、当社を取り巻く経済情勢・需要動向等の変

化、金融情勢の変化等があります。また、要因はこれらに限定されるものではありません。  

   

  

   

該当事項はありません。  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）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25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,896,870 8,519,208

受取手形及び売掛金 6,981,715 8,019,393

商品及び製品 3,708,872 3,584,934

仕掛品 340,460 390,686

原材料及び貯蔵品 822,621 863,290

繰延税金資産 338,436 354,725

その他 231,719 175,338

貸倒引当金 △11,838 △11,936

流動資産合計 19,308,858 21,895,640

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,597,913 2,877,862

減価償却累計額 △1,142,631 △1,272,295

建物及び構築物（純額） 1,455,282 1,605,567

機械装置及び運搬具 5,795,467 6,302,435

減価償却累計額 △3,617,174 △4,226,517

機械装置及び運搬具（純額） 2,178,292 2,075,918

工具、器具及び備品 3,062,527 3,141,508

減価償却累計額 △2,724,641 △2,792,116

工具、器具及び備品（純額） 337,885 349,391

土地 622,574 666,455

建設仮勘定 48,418 131,071

有形固定資産合計 4,642,453 4,828,403

無形固定資産   

のれん 338,840 296,485

ソフトウエア 46,477 44,561

その他 121,469 132,661

無形固定資産合計 506,786 473,708

投資その他の資産   

投資有価証券 879,982 1,113,878

繰延税金資産 82,592 44,753

長期預金 600,000 600,000

その他 588,337 610,699

貸倒引当金 △1,500 △1,250

投資その他の資産合計 2,149,411 2,368,081

固定資産合計 7,298,651 7,670,193

資産合計 26,607,509 29,565,833



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,180,459 3,651,903

電子記録債務 4,760,267 4,909,539

1年内償還予定の社債 240,000 120,000

未払法人税等 328,957 470,132

賞与引当金 188,116 238,991

役員賞与引当金 52,700 28,600

その他 606,774 625,432

流動負債合計 9,357,275 10,044,599

固定負債   

繰延税金負債 53,636 97,963

退職給付引当金 589,494 595,980

その他 155,662 137,391

固定負債合計 798,793 831,334

負債合計 10,156,069 10,875,934

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,825,671 1,825,671

資本剰余金 1,613,448 1,624,205

利益剰余金 14,138,083 15,082,732

自己株式 △949,982 △862,499

株主資本合計 16,627,220 17,670,109

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 376,184 525,365

為替換算調整勘定 △938,391 111,829

その他の包括利益累計額合計 △562,206 637,195

新株予約権 75,276 57,432

少数株主持分 311,150 325,161

純資産合計 16,451,440 18,689,898

負債純資産合計 26,607,509 29,565,833



（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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 17,628,390 19,444,716

売上原価 13,984,488 15,074,819

売上総利益 3,643,902 4,369,896

販売費及び一般管理費 2,603,642 2,660,361

営業利益 1,040,259 1,709,534

営業外収益   

受取利息 6,889 12,833

受取配当金 6,130 7,715

為替差益 － 6,581

作業くず売却益 17,078 21,660

その他 15,862 8,251

営業外収益合計 45,960 57,042

営業外費用   

支払利息 7,048 1,284

支払保証料 3,191 608

為替差損 16,221 －

開業費 44,844 23,018

その他 1,003 1,795

営業外費用合計 72,308 26,705

経常利益 1,013,911 1,739,871

特別利益   

固定資産売却益 766 739

新株予約権戻入益 544 1,047

保険差益 41,596 －

その他 － 320

特別利益合計 42,907 2,107

特別損失   

固定資産除却損 743 1,553

投資有価証券評価損 2,471 －

その他 700 －

特別損失合計 3,914 1,553

税金等調整前四半期純利益 1,052,904 1,740,424

法人税、住民税及び事業税 417,505 656,574

法人税等調整額 3,284 △15,592

法人税等合計 420,789 640,982

少数株主損益調整前四半期純利益 632,114 1,099,441

少数株主利益又は少数株主損失（△） 2,524 △1,706

四半期純利益 629,590 1,101,148



（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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 632,114 1,099,441

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 2,468 149,181

為替換算調整勘定 130,320 1,094,603

その他の包括利益合計 132,788 1,243,785

四半期包括利益 764,903 2,343,227

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 758,322 2,300,550

少数株主に係る四半期包括利益 6,580 42,676



（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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25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 1,052,904 1,740,424

減価償却費 365,183 446,189

のれん償却額 42,354 42,354

退職給付引当金の増減額（△は減少） △8,098 5,095

賞与引当金の増減額（△は減少） 25,104 51,058

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △23,400 △24,100

貸倒引当金の増減額（△は減少） △7,348 △685

受取利息及び受取配当金 △13,020 △20,549

支払利息 7,048 1,284

保険差益 △41,596 －

投資有価証券評価損益（△は益） 2,471 －

投資有価証券売却損益（△は益） － △320

固定資産売却損益（△は益） △766 △739

固定資産除却損 743 1,553

売上債権の増減額（△は増加） △19,672 △747,044

たな卸資産の増減額（△は増加） 92,002 442,958

仕入債務の増減額（△は減少） △58,484 316,208

その他投資の増減額（△は増加） 6,826 △19,549

その他 38,002 73,868

小計 1,460,253 2,308,006

利息及び配当金の受取額 11,864 20,360

利息の支払額 △7,048 △1,284

保険金の受取額 118,672 －

法人税等の支払額 △502,857 △512,252

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,080,884 1,814,831

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 △548,109 △295,537

有形固定資産の売却による収入 1,924 3,012

無形固定資産の取得による支出 △14,505 △1,412

投資有価証券の取得による支出 △4,103 △4,235

投資有価証券の売却による収入 － 2,320

貸付けによる支出 △4,760 －

貸付金の回収による収入 64,854 3,898

投資活動によるキャッシュ・フロー △504,697 △291,954



（単位：千円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

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 △120,000 △120,000

リース債務の返済による支出 △14,228 △14,228

自己株式の取得による支出 － △66

ストックオプションの行使による収入 － 81,180

配当金の支払額 △125,015 △156,499

少数株主への配当金の支払額 △3,009 △28,665

財務活動によるキャッシュ・フロー △262,254 △238,279

現金及び現金同等物に係る換算差額 48,394 337,741

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 362,326 1,622,338

現金及び現金同等物の期首残高 6,706,729 6,896,870

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,069,056 8,519,208



該当事項はありません。   

   

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）１．セグメント利益又はセグメント損失の調整額△56,976千円は、セグメント間取引消去△14,621千円、のれ

ん償却額△42,354千円が含まれております。  

   ２．セグメント利益又はセグメント損失は、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。  

  

  

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自平成25年４月１日 至平成25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）１．セグメント利益の調整額△18,385千円は、セグメント間取引消去23,969千円、のれん償却額△42,354千円

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。  

   

（４）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）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（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 米州  アセアン 中国 欧州   計  

売上高          

外部顧客への売

上高 
10,587,564  4,030,935 1,212,020 1,163,706 634,163 17,628,390  － 17,628,390

セグメント間の
内部売上高又は
振替高 

2,427,386  2,379 55,688 239,983 1,740  2,727,178  △2,727,178 －

計 13,014,950  4,033,314 1,267,709 1,403,690 635,903 20,355,569  △2,727,178 17,628,390

セグメント利益又

はセグメント損失

（△） 

803,986  199,174 △17,271 91,047 20,299  1,097,236  △56,976 1,040,259

（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 米州  アセアン 中国 欧州   計  

売上高          

外部顧客への売

上高 
10,544,729  4,725,139 1,973,266 1,434,902 766,677 19,444,716  － 19,444,716

セグメント間の
内部売上高又は
振替高 

1,844,012  1,010 88,334 278,948 2,681  2,214,988  △2,214,988 －

計 12,388,741  4,726,150 2,061,600 1,713,851 769,359 21,659,704  △2,214,988 19,444,716

セグメント利益 882,674  445,605 248,554 106,731 44,354  1,727,920  △18,385 1,709,534



   

（自己株式の消却） 

  当社は、平成25年９月26日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づき自己株式を消却することを

決議し、平成25年10月10日に消却いたしました。 

(1）消却の理由              発行株式数の減少を通じた一層の株主利益の増進を図るため 

(2）消却した株式の種類      当社普通株式 

(3）消却した株式の数       750,000株（発行済株式総数の4.41％） 

(4）消却日                平成25年10月10日   

（重要な後発事象）
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