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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年12月31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3四半期 2,541 △34.4 △154 ― △206 ― 4 ―
23年3月期第3四半期 3,874 ― △25 ― 65 ― △19 ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 3百万円 （―％） 23年3月期第3四半期 △126百万円 （―％）

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3四半期 1.11 ―
23年3月期第3四半期 △4.96 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 6,137 2,075 33.8
23年3月期 7,005 2,072 29.6
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  2,075百万円 23年3月期  2,072百万円

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00
24年3月期 ― 0.00 ―
24年3月期（予想） 0.00 0.00

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、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  ：  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

通期 4,150 △13.3 △145 ― △210 ― 18 ― 4.63



(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、四半期連結財務諸表に対
する四半期レビュー手続が実施中です。 

※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。 

4.  その他

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） 24年3月期3Q 4,605,760 株 23年3月期 4,605,760 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q 741,086 株 23年3月期 740,126 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 3,865,058 株 23年3月期3Q 3,899,034 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災後の落ち込みから夏場にかけて持ち直したもの

の、欧州問題の再燃や歴史的な円高に加え、タイの洪水の影響もあり、全体として回復ペースが鈍化し、依然とし

て厳しい状況が続いております。 

 このような環境下、当社グループ（当社及び連結子会社）の主力製品であった薄型TV部品受注については、薄型

TVの 終小売価格の大幅な下落や円高等の要因による主要取引先の国内生産打ち切りの影響を大きく受けました。

  また、自動車部品受注についても、2011年３月の東日本大震災と2011年10月のタイの洪水によりサプライチェー

ンが寸断されたことから、春先と年末に大きな影響を受けました。 

  一方で、食品容器、医療機器等の部品もしくは完成品の受注については順調に推移しております。 

 これらの結果、当第３四半期連結累計期間といたしましては、売上高25億41百万円（前年同期比34.4％減）、営

業損失１億54百万円（前年同期は営業損失25百万円）、経常損失２億６百万円（前年同期は経常利益65百万円）と

なりました。 終損益は旧本社不動産の売却による固定資産売却益２億18百万円を特別利益に計上したこと等から

四半期純利益は４百万円（前年同期は四半期純損失19百万円）となりました。 

 なお、各セグメントの状況は次のとおりです。 

  

① 成形品セグメント 

 本セグメントは、家電、食品容器、自動車、医療機器等の部品もしくは完成品を受注生産・販売するセグメント

です。 

 当第３四半期連結累計期間においては、薄型TV部品、パソコン部品、携帯電話等デジタル家電部品の取引先の海

外生産へのシフトの影響を大きく受けたほか、東日本大震災やタイの洪水等の自然災害の影響で自動車部品の生産

が大きく落ち込んだ影響を受けました。 

 この結果、本セグメントの売上高は22億12百万円（前年同期比36.7％減）、セグメント利益１億27百万円（前年

同期比59.8％減）となりました。 

  

② 金型・技術セグメント 

 本セグメントは、当社独自技術を供与したライセンス収入や、顧客の要望により海外で生産委託した売上からの

コミッション収入、独自技術用の機械装置、金型売上など技術資源を源としたセグメントです。 

 当第３四半期連結累計期間においては、東日本大震災や主要な生産委託先国であるタイでの洪水による自動車生

産の落ち込み、コミッション収入の減少、薄型TV及びノートPC生産からのライセンス収入の減少がありましたが、

金型売上高が復調してくるなど、今後の金型・技術セグメントビジネスに好転の兆しが見られます。 

 この結果、本セグメントの売上高は３億28百万円（前年同期比13.6％減）、セグメント利益51百万円（前年同期

比3.4％減）となりました。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報  

① 資産、負債及び純資産の状況 

 当第３四半期連結累計期間末の資産合計は、61億37百万円となり、前連結会計年度末に比べ８億67百万円減少し

ました。この主な要因は、旧本社不動産売却等に伴う建物・土地等の有形固定資産の減少６億18百万円及び売上債

権の減少３億38百万円等によるものです。  

 負債合計は、40億62百万円となり、前連結会計年度末に比べ８億70百万円減少しました。この主な要因は、旧本

社不動産売却等による有利子負債の減少７億19百万円及び仕入債務の減少１億81百万円によるものです。 

 純資産合計は、20億75百万円となり、前連結会計年度末に比べ２百万円増加しました。この主な要因は、利益剰

余金の増加４百万円等によるものです。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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② キャッシュ・フローの状況   

 当第３四半期連結会計期間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３億17百万円増加し18億46百万円となりました。 

 当第３四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。 

（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７百万円、固定資産除売却損益２億15百万円等があったものの、売上債権の減少３億

38百万円、減価償却費１億68百万円等により、当第３四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は

２億28百万円（前年同期は１億69百万円の収入）となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 有形固定資産の売却による収入６億96百万円、投資有価証券の売却による収入１億45百万円等により、当第３四

半期連結累計期間において投資活動の結果得られた資金は８億８百万円（前年同期は６億30百万円の支出）となり

ました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 長期借入金の返済による支出８億19百万円等により、当第３四半期連結累計期間において財務活動の結果使用し

た資金は７億19百万円（前年同期は３億43百万円の支出）となりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  2012年３月期の連結業績予想につきましては、2011年11月10日に公表しました「業績予想の修正に関するお知ら

せ」から変更しておりません。 

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。   

   

（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。   

  

   

 当社グループは、前連結会計年度において営業損失を計上しています。また、当第３四半期連結累計期間においても

引き続き営業損失を計上しており、業績の回復には至っていないため、前連結会計年度に引き続き、継続企業の前提に

関する重要な疑義を生じさせるような状況が存在しています。 

 なお、 継続企業の前提に関する事項及びその改善策につきましては、後記「４．四半期連結財務諸表 （４）継続

企業の前提に関する注記」をご覧ください。 

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(2011年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(2011年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,529,446 1,846,744

受取手形及び売掛金 1,421,457 1,082,958

商品及び製品 123,479 92,445

仕掛品 45,192 40,626

原材料及び貯蔵品 75,498 57,431

その他 33,554 49,999

貸倒引当金 △3,810 △937

流動資産合計 3,224,818 3,169,269

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,351,061 1,044,243

機械装置及び運搬具（純額） 472,592 379,230

土地 458,296 249,509

その他（純額） 33,546 23,877

有形固定資産合計 2,315,497 1,696,860

無形固定資産 12,859 8,651

投資その他の資産   

投資有価証券 201,859 38,161

関係会社株式 716,431 695,936

投資不動産（純額） 239,144 238,732

保険積立金 249,893 249,206

その他 45,211 40,949

投資その他の資産合計 1,452,541 1,262,987

固定資産合計 3,780,898 2,968,499

資産合計 7,005,716 6,137,768
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(2011年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(2011年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 822,335 640,432

短期借入金 850,000 900,000

1年内返済予定の長期借入金 1,201,826 947,080

その他 102,300 123,234

流動負債合計 2,976,461 2,610,746

固定負債   

長期借入金 1,770,604 1,255,662

退職給付引当金 119,081 135,596

役員退職慰労引当金 39,604 43,841

その他 27,623 16,651

固定負債合計 1,956,912 1,451,751

負債合計 4,933,374 4,062,498

純資産の部   

株主資本   

資本金 595,916 595,916

資本剰余金 744,503 744,503

利益剰余金 1,069,416 1,073,721

自己株式 △297,649 △297,808

株主資本合計 2,112,185 2,116,332

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 16,039 6,519

為替換算調整勘定 △55,882 △47,581

その他の包括利益累計額合計 △39,842 △41,061

純資産合計 2,072,342 2,075,270

負債純資産合計 7,005,716 6,137,768
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（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３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 2010年４月１日 
 至 2010年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 2011年４月１日 
 至 2011年12月31日) 

売上高 3,874,527 2,541,289

売上原価 3,504,284 2,362,526

売上総利益 370,242 178,762

販売費及び一般管理費 395,860 333,564

営業損失（△） △25,618 △154,801

営業外収益   

受取利息及び配当金 12,975 1,935

受取賃貸料 13,307 12,406

持分法による投資利益 140,820 －

その他 16,210 25,815

営業外収益合計 183,312 40,156

営業外費用   

支払利息 74,153 60,375

持分法による投資損失 － 28,801

その他 17,785 3,128

営業外費用合計 91,938 92,305

経常利益又は経常損失（△） 65,755 △206,950

特別利益   

固定資産売却益 2,529 218,760

貸倒引当金戻入額 2,664 －

賞与引当金戻入額 37,595 －

その他 4,823 －

特別利益合計 47,612 218,760

特別損失   

固定資産売却損 － 1,881

固定資産除却損 1,936 1,709

投資有価証券売却損 － 1,192

役員特別退職慰労金 3,877 －

早期割増退職金 131,150 －

特別損失合計 136,964 4,783

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△23,596 7,025

法人税、住民税及び事業税 3,726 2,720

過年度法人税等 △7,344 －

法人税等調整額 △651 －

法人税等合計 △4,270 2,720

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△19,326 4,305

少数株主利益 － －

四半期純利益又は四半期純損失（△） △19,326 4,305
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 2010年４月１日 
 至 2010年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 2011年４月１日 
 至 2011年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△19,326 4,305

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △58,477 △9,519

為替換算調整勘定 △2,891 △5

持分法適用会社に対する持分相当額 △45,920 8,305

その他の包括利益合計 △107,288 △1,219

四半期包括利益 △126,614 3,086

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △126,614 3,086

少数株主に係る四半期包括利益 － －

小野産業㈱（7858）　平成24年3月期　第３四半期決算短信

7



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 2010年４月１日 
 至 2010年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 2011年４月１日 
 至 2011年12月31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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△23,596 7,025

減価償却費 244,532 168,389

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,664 △2,873

賞与引当金の増減額（△は減少） △37,595 －

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △10,837 4,237

退職給付引当金の増減額（△は減少） 10,045 16,515

受取利息及び受取配当金 △12,975 △1,935

支払利息 74,153 60,375

持分法による投資損益（△は益） △140,820 28,801

固定資産除売却損益（△は益） △593 △215,168

売上債権の増減額（△は増加） △16,444 338,499

たな卸資産の増減額（△は増加） △13,179 53,666

仕入債務の増減額（△は減少） 132,506 △181,903

その他 31,501 8,658

小計 234,034 284,289

利息及び配当金の受取額 13,017 1,937

利息の支払額 △74,995 △57,122

法人税等の支払額 △12,409 △9,645

法人税等の還付額 9,742 8,854

営業活動によるキャッシュ・フロー 169,390 228,313

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 △60,352 △31,957

有形固定資産の売却による収入 17,930 696,331

投資有価証券の取得による支出 △2,004 △2,072

投資有価証券の売却による収入 － 145,207

関係会社株式の取得による支出 △580,687 －

その他 △5,473 815

投資活動によるキャッシュ・フロー △630,588 808,324

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） 200,000 50,000

長期借入れによる収入 600,000 50,000

長期借入金の返済による支出 △1,118,328 △819,688

自己株式の取得による支出 △25,433 △158

配当金の支払額 △31 △103

財務活動によるキャッシュ・フロー △343,792 △719,949

現金及び現金同等物に係る換算差額 △873 610

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △805,863 317,298

現金及び現金同等物の期首残高 2,763,703 1,529,446

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 729 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,958,569 1,846,744
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  当社グループは、前連結会計年度において営業損失を計上しています。また、当第３四半期連結累計期間においても

引き続き営業損失を計上しており、業績の回復には至っていないため、前連結会計年度に引き続き、継続企業の前提に

関する重要な疑義を生じさせるような状況が存在しています。 

 当社グループは、当該状況を解消するため、以下の対応策を講じ、実施しています。 

(1) 2011年５月に策定した中期３ヵ年経営計画（第70期～第72期）によって変革と成長の推進を図っています。 

(2) 2011年１月から実施の新生「栃木工場」への組織再編（旧西方工場と旧栃木ＣＲ工場の統合）により、製造原価領

域の競争力を更に向上させています。 

(3) 旧本社不動産（埼玉県草加市）を売却し、本社機能の栃木工場（栃木県栃木市）への移転集約を完了させること

で、販売管理費領域の競争力を改善いたしました。具体的には、2011年６月29日に705百万円で旧本社不動産を売

却し、2011年９月29日をもって不動産の引渡及び売却代金の受取が完了いたしました。 

(4) 本社の栃木工場への移転集約により、製造・技術・品質・物流・販売・管理全ての機能を一拠点に統合させること

で、経営効率の更なる迅速化を図っています。上記(3)のとおり2011年９月29日に旧本社不動産を引き渡すことに

より2011年９月26日より本社機能を栃木工場へ集約いたしました。今後はより迅速・効率的な経営環境を構築して

いきます。 

(5) 自動車、医療・食品・その他セグメントの新旧顧客に対する、営業・技術組織体制を強化・拡充しています。特に

医療分野においては、現在取引中の得意先との間で大型の新規案件に対する試作・開発が進行中であり、2013年３

月期以降から2014年３月期における営業損益の改善が見込まれます。 

(6) 資金繰りについて 

① 当面の厳しい事業環境を乗り越えるべく、メインバンクを中心に既存取引銀行と緊密な関係を維持しており、継

続的な支援を前提とした資金計画を構築し、必要資金の確保について綿密に連携中です。また、2011年４月に新

規金融機関から新たに50百万円の借入を行い、2011年８月に投資有価証券を145百万円で売却いたしました。 

② 旧本社不動産（埼玉県草加市）の売却代金705百万円により不動産担保に見合う長期借入金600百万円を返済いた

しました。 

  

  以上のとおり、上記の対応策を進めている途上ですが、今後の受注動向や経済環境に左右されることから、現時点で

は継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。 

 なお、当社グループの四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不

確実性の影響を四半期連結財務諸表に反映していません。 

  

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自2010年４月１日 至2010年12月31日） 
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）セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の売上総利益と一致しています。 

  
Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自2011年４月１日 至2011年12月31日） 
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）セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の売上総利益と一致しています。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

  （単位：千円）

  成形品 金型・技術 調整額 
四半期連結損益
計算書上計上額 

（注） 

売上高         

外部顧客への売上高  3,493,877  380,649  －  3,874,527

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －  －

計  3,493,877  380,649  －  3,874,527

セグメント利益  317,317  52,924  －  370,242

  （単位：千円）

  成形品 金型・技術 調整額 
四半期連結損益
計算書上計上額 

（注） 

売上高         

外部顧客への売上高  2,212,525  328,763  －  2,541,289

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －  －

計  2,212,525  328,763  －  2,541,289

セグメント利益  127,638  51,123  －  178,762
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該当事項はありません。   

   

   

該当事項はありません。   

   

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）重要な後発事象
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