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１．2021年12月期第１四半期の連結業績（2021年１月１日～2021年３月31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
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年12月期第１四半期 9,265 10.0 500 275.5 636 403.7 523 847.2

2020年12月期第１四半期 8,421 △4.0 133 △35.9 126 △41.8 55 △53.1

(注)包括利益 2021年12月期第１四半期 1,155 百万円 ( －％) 2020年12月期第１四半期 △410 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

2021年12月期第１四半期 42.98 －

2020年12月期第１四半期 4.54 －
　
（２）連結財政状態

　

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2021年12月期第１四半期 29,213 17,161 56.3

2020年12月期 27,897 16,079 55.3

(参考) 自己資本 2021年12月期第１四半期 16,440 百万円 2020年12月期 15,428 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

2020年12月期 － 5.00 － 6.00 11.00

2021年12月期 －

2021年12月期(予想) 5.00 － 6.00 11.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

　

３．2021年12月期の連結業績予想（2021年１月１日～2021年12月31日）
(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

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) 19,000 24.2 700 211.4 750 147.6 550 794.0 45.13
通期 35,000 11.5 1,000 31.3 1,000 1.7 700 33.5 57.44

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有

　



※ 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)

（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 ： 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

（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) 2021年12月期１Ｑ 12,558,251株 2020年12月期 12,558,251株

② 期末自己株式数 2021年12月期１Ｑ 371,376株 2020年12月期 371,376株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年12月期１Ｑ 12,186,875株 2020年12月期１Ｑ 12,186,940株

　

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

　

※ 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。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、添付資料の３ページ「１．当四半期決算に関する

定性的情報（３）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。

　

　

　



オーナンバ株式会社(5816) 2021年12月期第１四半期決算短信

1

○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）財政状態に関する説明 ………………………………………………………………………………３

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 …………………………………………………３

２．四半期連結財務諸表及び主な注記 ……………………………………………………………………４

（１）四半期連結貸借対照表 ………………………………………………………………………………４

（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 …………………………………………６

　 四半期連結損益計算書

　 第１四半期連結累計期間 ……………………………………………………………………………６

　 四半期連結包括利益計算書

　 第１四半期連結累計期間 ……………………………………………………………………………７

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項 ……………………………………………………………８

（継続企業の前提に関する注記） ……………………………………………………………………８

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更） ………………………………………………………８

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） ……………………………………………８

（追加情報） ……………………………………………………………………………………………８

（セグメント情報） ……………………………………………………………………………………８

　

　



オーナンバ株式会社(5816) 2021年12月期第１四半期決算短信

2

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

１ 当第１四半期における業績全般の動向

当第１四半期連結累計期間（2021年１月１日～2021年３月31日）における当社グループの経営環境は、米中貿易

摩擦の長期化や新型コロナウィルス感染症の再拡大、世界的な半導体不足による影響などにより、依然として先行

き不透明で厳しい状況が続きました。一方で、日本や中国など一部の地域で需要が回復するなど明るい兆しも見ら

れました。

このような状況の下、当社グループでは本年を初年度とする中期経営計画「ＰＲＯＧＲＥＳＳ ２０２３」をスタ

ートさせ、目標達成に向けて各種施策に取り組んでおります。また、新型コロナウイルス感染症への対応につきま

しても、国内及び海外（中国、アメリカなど７ヶ国１３拠点）の各拠点において、引き続き従業員の感染リスクの

低減と安全確保を図りながら、お客様への供給責任を果たすべく事業活動を実施しております。

当第１四半期連結累計期間の業績は、自動車・産業機器用製品などの成長分野での需要が回復基調にあり、同分

野での製品開発・新規開拓の促進などに積極的に取り組んだ結果、ワイヤーハーネス部門、ハーネス加工用機械・

部品部門の売上高が増加し、売上高は前年を上回りました。

利益面では、売上高の増加に加え、販売品種構成の良化、積極的な原価低減、販管費の抑制などにより、営業利

益は前年を上回りました。また、為替差益の増加と関係会社清算益の増加により、経常利益、親会社株主に帰属す

る四半期純利益は前年を上回りました。

これらの結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は9,265百万円（前年同期比10.0％増）、営業利益は500百万

円（同275.5％増）となり、経常利益は636百万円（同403.7％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は523百万

円（同847.2％増）となりました。

２ セグメントの業績
　

　 期別 売上高 営業利益

セグメント別

前第１四半期

連結累計期間

（百万円）

当第１四半期

連結累計期間

（百万円）

増減率

（％）

前第１四半期

連結累計期間

（百万円）

当第１四半期

連結累計期間

（百万円）

増減率

（％）

日本 4,796 5,336 11.3 60 342 461.4

欧米 2,283 2,125 △ 6.9 21 0 △ 95.5

アジア
(日本を除く)

1,341 1,803 34.5 39 168 324.4

消去 ― ― ― 11 △ 11 ―

合計 8,421 9,265 10.0 133 500 275.5

（注）増減率につきましては、表示単位未満を四捨五入しております。

①日本

当第１四半期連結累計期間は、自動車・産業機器用製品などの成長分野での需要が回復基調にあり、同分野での

製品開発・新規開拓の促進に積極的に取り組んだ結果、ワイヤーハーネス部門、ハーネス加工用機械・部品部門の

売上が増加し、売上高は5,336百万円（前年同期比11.3％増）となりました。

売上高の増加に加え、販売品種構成の良化、積極的な原価低減、販管費の抑制に努めた結果、営業利益は342百万

円（前年同期比461.4％増）となりました。

②欧米

当第１四半期連結累計期間は、半導体不足による自動車産業での生産調整の影響などにより、自動車用製品など

のワイヤーハーネス部門の売上が減少し、売上高は2,125百万円（前年同期比6.9％減）となりました。売上高の減

少、世界的なコンテナ不足による物流費の増加などにより、営業利益は0百万円（前年同期比95.5％減）となりまし

た。
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③アジア（日本を除く）

当第１四半期連結累計期間は、中国市場などアジアの地域で需要の回復が見られるなど、自動車・産業機器用製

品などのワイヤーハーネス部門の売上が堅調に推移し、売上高は1,803百万円（前年同期比34.5％増）となりまし

た。売上高の増加に加え、積極的な原価低減活動及び生産効率化による量産効果などにより、営業利益は168百万円

（前年同期比324.4％増）となりました。

（２）財政状態に関する説明

＜資産＞

資産合計は、29,213百万円（前期末比1,316百万円増）となりました。主に、受取手形及び売掛金756百万円、た

な卸資産321百万円、有形固定資産134百万円及び投資その他の資産172百万円が増加いたしました。

＜負債＞

負債合計は、12,051百万円（前期末比233百万円増）となりました。主に、支払手形及び買掛金549百万円及び長

期借入金178百万円が増加し、短期借入金507百万円が減少いたしました。

＜純資産＞

純資産合計は、17,161百万円（前期末比1,082百万円増）となりました。主に、利益剰余金450百万円及び為替換

算調整勘定424百万円が増加いたしました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

第２四半期連結累計期間、通期の業績予想につきましては、本日公表しております「業績予想の修正に関するお

知らせ」をご参照下さい。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2021年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,381,948 5,398,810

受取手形及び売掛金 8,434,238 9,191,226

商品及び製品 1,904,472 1,874,488

仕掛品 923,052 859,929

原材料及び貯蔵品 3,035,917 3,450,958

その他 622,275 513,997

貸倒引当金 △4,242 △4,332

流動資産合計 20,297,662 21,285,078

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,333,451 1,354,582

機械装置及び運搬具（純額） 1,273,059 1,363,146

土地 1,882,910 1,891,993

建設仮勘定 300,853 370,049

その他（純額） 598,198 543,230

有形固定資産合計 5,388,474 5,523,000

無形固定資産 482,101 503,685

投資その他の資産

投資その他の資産 1,793,554 1,966,260

貸倒引当金 △64,230 △64,230

投資その他の資産合計 1,729,324 1,902,030

固定資産合計 7,599,900 7,928,716

資産合計 27,897,563 29,213,795
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2021年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,350,016 5,899,360

短期借入金 2,084,924 1,577,755

未払法人税等 87,015 94,767

賞与引当金 218,135 281,859

役員賞与引当金 - 6,000

製品改修引当金 10,372 10,372

その他 1,369,567 1,280,626

流動負債合計 9,120,032 9,150,741

固定負債

長期借入金 1,546,224 1,724,892

繰延税金負債 296,104 342,438

退職給付に係る負債 504,914 533,042

その他 351,061 300,837

固定負債合計 2,698,304 2,901,210

負債合計 11,818,336 12,051,951

純資産の部

株主資本

資本金 2,323,059 2,323,059

資本剰余金 2,011,437 2,011,437

利益剰余金 10,938,180 11,388,893

自己株式 △160,402 △160,402

株主資本合計 15,112,274 15,562,988

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 295,748 423,923

為替換算調整勘定 51,323 475,679

退職給付に係る調整累計額 △30,592 △21,923

その他の包括利益累計額合計 316,478 877,679

非支配株主持分 650,473 721,174

純資産合計 16,079,226 17,161,843

負債純資産合計 27,897,563 29,213,795
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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 2020年１月１日
　至 2020年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
　至 2021年３月31日)

売上高 8,421,464 9,265,557

売上原価 7,040,839 7,502,212

売上総利益 1,380,624 1,763,345

販売費及び一般管理費 1,247,210 1,262,368

営業利益 133,414 500,977

営業外収益

受取利息 5,689 6,932

受取配当金 2,625 2,625

持分法による投資利益 - 1,930

為替差益 5,108 41,973

補助金収入 970 16,812

助成金収入 661 25,253

関係会社清算益 - 31,701

その他 8,608 23,482

営業外収益合計 23,662 150,712

営業外費用

支払利息 13,810 9,522

持分法による投資損失 5,372 -

その他 11,532 5,740

営業外費用合計 30,715 15,263

経常利益 126,361 636,427

特別利益

固定資産売却益 342 2,146

特別利益合計 342 2,146

特別損失

固定資産処分損 2,086 1,172

特別損失合計 2,086 1,172

税金等調整前四半期純利益 124,617 637,400

法人税、住民税及び事業税 56,067 114,130

法人税等調整額 3,149 △27,652

法人税等合計 59,217 86,478

四半期純利益 65,400 550,922

非支配株主に帰属する四半期純利益 10,098 27,087

親会社株主に帰属する四半期純利益 55,302 523,835
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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 2020年１月１日
　至 2020年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
　至 2021年３月31日)

四半期純利益 65,400 550,922

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △221,094 128,174

繰延ヘッジ損益 △66,941 -

為替換算調整勘定 △160,500 467,970

退職給付に係る調整額 △27,688 8,669

その他の包括利益合計 △476,225 604,814

四半期包括利益 △410,824 1,155,737

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △392,354 1,085,036

非支配株主に係る四半期包括利益 △18,470 70,701
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（３）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）

該当事項はありません。

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

　 連結の範囲の重要な変更

　ASLE ELECTRONICS (CAMBODIA) CO.,LTD.は、2021年３月５日に清算結了したことから、当第１四半期連結会計

期間より連結の範囲から除外しております。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。

（追加情報）

（新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積り）

前連結会計年度の有価証券報告書の（追加情報）に記載した、新型コロナウイルス感染症の影響に関する仮定

及び会計上の見積りについて、重要な変更はありません。

　 （連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱いの適用）

　当社及び国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和２年法律第８号)において創設された

グループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につ

いては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報

告第39号 2020年３月31日）第３項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第28号 2018年２月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改

正前の税法の規定に基づいております。

（セグメント情報）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自 2020年１月１日 至 2020年３月31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

(単位：千円)

報告セグメント

合計
日本 欧米

アジア
(日本を除く)

売上高

外部顧客への売上高 4,796,358 2,283,988 1,341,117 8,421,464

セグメント間の内部
売上高又は振替高

918,623 28,388 1,285,107 2,232,119

合計 5,714,982 2,312,376 2,626,224 10,653,583

セグメント利益 60,997 21,017 39,805 121,821

　

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)

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 121,821

セグメント間取引消去 11,593

四半期連結損益計算書の営業利益 133,414
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Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 2021年１月１日 至 2021年３月31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

(単位：千円)

報告セグメント

合計
日本 欧米

アジア
(日本を除く)

売上高

外部顧客への売上高 5,336,282 2,125,430 1,803,844 9,265,557

セグメント間の内部
売上高又は振替高

1,195,468 27,375 1,322,489 2,545,333

合計 6,531,751 2,152,805 3,126,333 11,810,891

セグメント利益 342,425 952 168,942 512,320

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)

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 512,320

セグメント間取引消去 △ 11,343

四半期連結損益計算書の営業利益 500,977

　


