
 

 
 
 
 

 
 
 
   

 

 

 
   

   

   

 
   

   

   

 
   

   

   

 
 (％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率) 
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四半期報告書提出予定日 平成24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

(百万円未満切捨て)

１．平成25年３月期第１四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24年６月30日）

（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 ％

25年３月期第１四半期 827 △21.1 23 △82.7 6 △95.1 △6 －
24年３月期第１四半期 1,048 △1.9 133 △8.8 127 3.1 117 △1.6

(注) 包括利益 25年３月期第１四半期 △28百万円( －％) 24年３月期第１四半期 114百万円( 4.3％)

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

25年３月期第１四半期 △0.48 －
24年３月期第１四半期 8.80 －

（２）連結財政状態

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月期第１四半期 5,316 2,525 46.8 184.30

24年３月期 5,238 2,599 48.9 189.77

(参考) 自己資本 25年３月期第１四半期 2,485百万円 24年３月期 2,559百万円

２．配当の状況

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

24年３月期 － － － 3.00 3.00
25年３月期 －

25年３月期(予想) － － 3.00 3.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

３．平成25年３月期の連結業績予想（平成24年４月１日～平成25年３月31日）

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) 1,942 △1.8 152 △33.4 131 △34.8 107 △40.3 7.95
通期 3,973 4.7 342 △0.4 304 △3.4 256 △36.2 18.98

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



  

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 
 

※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 －社（社名） 、除外 －社（社名）

（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

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

（注）詳細は、添付資料３ページ「２.サマリー情報（注記事項）に関する事項（３）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）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 25年３月期１Ｑ 15,463,116株 24年３月期 15,463,116株

② 期末自己株式数 25年３月期１Ｑ 1,977,164株 24年３月期 1,977,024株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期１Ｑ 13,485,952株 24年３月期１Ｑ 13,350,908株

※ 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、金融商品取引法に基づく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あります。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
本資料に記載されている業績予想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
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２ページ「連結業績予想に関
する定性的情報」をご覧ください。
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災からの復興需要等により緩やかな回

復基調がみられたものの、雇用環境の悪化や個人消費の低迷は継続しており、ヨーロッパの債務問題の

影響による海外経済の減速や円高の進行により、景気の先行きは依然として不透明な状況で推移しまし

た。 

このような事業環境の中、当第１四半期連結累計期間の売上高は、827百万円(前年同四半期比21.1%

減)、営業利益は、23百万円(前年同四半期比82.7%減)となりました。 

経常損益では、経常利益６百万円(前年同四半期比95.1%減)となりました。 

四半期純損益は、法人税等調整額10百万円を計上したことにより、６百万円の四半期純損失(前年同

四半期  四半期純利益117百万円)となりました。 

  

セグメント別の概況は以下のとおりであります。 

(テクノ製品事業) 

輸出割合の高いテクノ製品事業は、海外経済の減速による在庫調整の影響を受けて海外からの受注が

落ち込み、売上高606百万円(前年同四半期比29.0%減)、営業利益は、85百万円(前年同四半期比60.9%

減)となりました。 

(メディカル製品事業) 

メディカル製品事業は、医療費抑制策の影響や公定償還価格の引き下げにより、市場環境および経営

環境は厳しい状況が続いておりますが、積極的な営業活動による売上拡大に努めた結果、売上高220百

万円(前年同四半期比13.8%増)、営業損失は、５百万円(前年同四半期  営業損失17百万円)となりまし

た。 

  

  

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ77百万円増加し、5,316百万円と

なりました。これは主に、現金及び預金215百万円の増加、商品及び製品65百万円の増加、受取手形及

び売掛金130百万円の減少、その他流動資産43百万円の減少などによるものです。 

負債では前連結会計年度末に比べ151百万円増加し、2,790百万円となりました。これは主に、支払手

形及び買掛金67百万円の増加、短期借入金70百万円の増加、その他流動負債79百万円の増加、賞与引当

金18百万円の減少、長期借入金21百万円の減少などによるものです。 

純資産は前連結会計年度末に比べ74百万円減少し、2,525百万円となりました。これは主に、利益剰

余金51百万円の減少、為替換算調整勘定12百万円の減少などによるものです。 

  

  

第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想につきましては、平成24年５月11日に公表いたしま

した業績予想に変更はありません。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（３）連結業績予想に関する定性的情報

オーベクス株式会社(3583)平成25年3月期　第1四半期決算短信

2



該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

(会計上の見積りの変更と区分することが困難な会計方針の変更) 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、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は、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更してお

ります。 

なお、この変更による当第１四半期連結累計期間の損益に与える影響は、軽微であります。 

  

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 836,177 1,052,094

受取手形及び売掛金 966,793 836,630

商品及び製品 54,140 119,324

仕掛品 752,006 753,595

原材料及び貯蔵品 181,038 193,983

繰延税金資産 119,644 108,757

その他 145,121 101,779

貸倒引当金 △100 △88

流動資産合計 3,054,822 3,166,077

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,921,684 1,913,871

減価償却累計額 △1,239,235 △1,244,045

建物及び構築物（純額） 682,448 669,825

機械装置及び運搬具 2,100,561 2,096,241

減価償却累計額 △1,704,219 △1,713,904

機械装置及び運搬具（純額） 396,341 382,336

土地 722,523 722,523

リース資産 117,913 114,281

減価償却累計額 △92,745 △93,245

リース資産（純額） 25,167 21,036

建設仮勘定 4,625 11,048

その他 315,170 323,516

減価償却累計額 △241,959 △245,898

その他（純額） 73,211 77,618

有形固定資産合計 1,904,318 1,884,388

無形固定資産   

特許権 12,959 11,864

その他 8,934 8,512

無形固定資産合計 21,894 20,377

投資その他の資産   

投資有価証券 150,464 141,665

長期貸付金 100 －

出資金 210 210

その他 134,054 133,987

貸倒引当金 △35,650 △35,650

投資その他の資産合計 249,178 240,212

固定資産合計 2,175,391 2,144,978

繰延資産   

開業費 6,403 3,493

社債発行費 1,810 1,485

繰延資産合計 8,214 4,979

資産合計 5,238,429 5,316,035
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 293,822 361,245

短期借入金 30,000 100,000

1年内返済予定の長期借入金 1,285,240 1,285,240

1年内償還予定の社債 30,000 30,000

リース債務 14,099 12,313

未払法人税等 11,201 3,784

賞与引当金 45,194 27,051

その他 145,215 224,439

流動負債合計 1,854,772 2,044,074

固定負債   

社債 115,000 115,000

長期借入金 308,110 286,800

リース債務 11,723 9,314

繰延税金負債 3,192 2,765

再評価に係る繰延税金負債 36,799 36,799

退職給付引当金 281,920 273,058

負ののれん 26,020 21,683

その他 975 975

固定負債合計 783,741 746,395

負債合計 2,638,514 2,790,470

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,939,834 1,939,834

資本剰余金 495,097 495,097

利益剰余金 467,180 415,421

自己株式 △223,645 △223,662

株主資本合計 2,678,466 2,626,691

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △112 △9,284

土地再評価差額金 △82,312 △82,312

為替換算調整勘定 △36,732 △49,580

その他の包括利益累計額合計 △119,156 △141,177

少数株主持分 40,604 40,050

純資産合計 2,599,914 2,525,565

負債純資産合計 5,238,429 5,316,035
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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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 1,048,817 827,732

売上原価 684,334 576,076

売上総利益 364,483 251,656

販売費及び一般管理費 230,558 228,551

営業利益 133,925 23,104

営業外収益   

受取利息 148 173

受取配当金 509 1,668

貸倒引当金戻入額 7,040 11

負ののれん償却額 4,336 4,336

その他 974 1,349

営業外収益合計 13,009 7,540

営業外費用   

支払利息 11,146 10,186

為替差損 4,008 9,722

その他 4,037 4,439

営業外費用合計 19,191 24,348

経常利益 127,743 6,296

特別利益   

投資有価証券売却益 528 －

特別利益合計 528 －

特別損失   

固定資産除却損 4,521 1,294

特別損失合計 4,521 1,294

税金等調整前四半期純利益 123,751 5,002

法人税、住民税及び事業税 5,030 1,504

法人税等調整額 △495 10,459

法人税等合計 4,535 11,963

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（△）

119,216 △6,961

少数株主利益又は少数株主損失（△） 1,785 △553

四半期純利益又は四半期純損失（△） 117,431 △6,408
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 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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30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（△）

119,216 △6,961

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △154 △9,172

為替換算調整勘定 △4,326 △12,848

その他の包括利益合計 △4,481 △22,021

四半期包括利益 114,734 △28,982

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 112,949 △28,429

少数株主に係る四半期包括利益 1,785 △553
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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) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸事業を含んでおります。 

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当

該差額の主な内容(差異調整に関する事項) 

 
(注)  全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない管理部門に係る費用であります。 

  

（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
その他 
(注)

合計
テクノ
製品事業

メディカル
製品事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 853,946 194,122 1,048,069 748 1,048,817

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

─ ─ ─ 7,290 7,290

計 853,946 194,122 1,048,069 8,038 1,056,107

セグメント利益又は損失（△） 219,726 △17,910 201,816 4,057 205,873

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 201,816

「その他」の区分の利益 4,057

全社費用(注) △71,948

四半期連結損益計算書の営業利益 133,925
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Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24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) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸事業を含んでおります。 

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当

該差額の主な内容(差異調整に関する事項) 

 
(注)  全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない管理部門に係る費用であります。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

(単位：千円)

報告セグメント
その他 
(注)

合計
テクノ
製品事業

メディカル
製品事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 606,289 220,848 827,138 594 827,732

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

─ ─ ─ 7,290 7,290

計 606,289 220,848 827,138 7,884 835,022

セグメント利益又は損失（△） 85,860 △5,056 80,803 4,362 85,165

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 80,803

「その他」の区分の利益 4,362

全社費用(注) △62,060

四半期連結損益計算書の営業利益 23,104

（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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