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1.  平成23年3月期の連結業績（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期 14,742 12.5 890 103.2 783 73.5 257 △33.8
22年3月期 13,101 △11.9 438 140.3 451 772.4 388 ―

（注）包括利益 23年3月期 134百万円 （△73.9％） 22年3月期 514百万円 （―％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

23年3月期 22.56 ― 3.0 5.5 6.0
22年3月期 34.07 ― 4.8 3.4 3.3

（参考） 持分法投資損益 23年3月期  ―百万円 22年3月期  ―百万円

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

23年3月期 14,161 8,493 60.0 745.37
22年3月期 14,423 8,428 58.3 738.14

（参考） 自己資本   23年3月期  8,493百万円 22年3月期  8,415百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

23年3月期 1,638 △116 △824 3,747
22年3月期 1,800 △319 605 3,140

2.  配当の状況 

（注）当社は定款において第２四半期末日および期末日を基準日と定めておりますが、現時点では当該基準日における配当予想額は未定であります。 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

22年3月期 ― 1.50 ― 3.00 4.50 51 13.2 0.6
23年3月期 ― 3.00 ― 3.00 6.00 68 26.6 0.8
24年3月期(予想) ― ― ― ― ― ―

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） 
（注）平成23年３月11日に発生した東日本大震災の影響により、本決算短信発表時点で平成24年３月期の業績予想を開示することが困難であります。当
該業績予想は開示が可能となった時点で開示する予定です。 
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4.  その他 
(1) 期中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) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）詳細は14ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、17ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

新規 ― 社 （社名） 、 除外 ― 社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う変更  ： 有
② ①以外の変更  ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期 11,659,500 株 22年3月期 11,659,500 株
② 期末自己株式数 23年3月期 264,800 株 22年3月期 258,667 株
③ 期中平均株式数 23年3月期 11,397,770 株 22年3月期 11,403,687 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成23年3月期の個別業績（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期 13,263 7.7 548 39.8 464 19.6 135 43.0
22年3月期 12,309 △12.1 391 ― 388 ― 94 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

23年3月期 11.89 ―
22年3月期 8.31 ―

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

23年3月期 12,769 7,304 57.2 641.04
22年3月期 13,188 7,318 55.5 641.89

（参考） 自己資本 23年3月期  7,304百万円 22年3月期  7,318百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
 この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続が実施中です。 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（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将来に関する記述は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、今後
様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。なお、上記業績予想に関する事項は、２ページ「１.経営成績（１）経営成績の分析」を
ご参照ください。 
（配当予想についてのご注意） 
 当社は、安定的な配当の継続を基本に、業績に応じて成果の配分を行うことを基本方針としております。しかしながら、次期の配当予想については、経営
環境の先行きが依然不透明であるため、現時点では未定とし、今後の業績動向等を勘案した上で配当予想額の開示が可能となり次第、速やかに開示い
たします。 
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(1）経営成績に関する分析 

(当期の経営成績)  

当期におけるわが国経済は、日本政府の各種政策などを背景に個人消費や設備投資に持ち直しの動きがみられ

緩やかな景気回復の兆しを見せていますが、長期化する円高の影響から先行きの不透明感が強いものになってい

ます。 

一方、海外では中国を中心としたアジア経済の高成長が牽引役となり堅調に推移しましたが、年度末の東日本

大震災が国内経済に及ぼす影響は計り知れず先行きが不透明な状況になっています。 

 このような経済情勢の中、当社グループの主要なお客様であります自動車業界も海外において、中国を中心

とした新興国向けの輸出増加や新車の国内販売台数の増加により好調に推移しました。また国内においてはエコ

カー減税の打ち切りによる反動はあったものの販売台数が前年同期に対し増加しています。 

 こうした状況のもと当社グループは、お客様からの信頼を高めるべく、新製品の開発や競争力のある高品質

の製品づくりに努め、売上高は 百万円で前年同期比 百万円（ ％）の増加となりました。 
  （生産、受注及び販売の状況）                              (単位：千円) 

 この売上高の増加に対し、原材料の調達コストの増加がありましたが、新製品の開発や新規取引先の開拓を

押し進めた結果、営業利益は 百万円と前期比 百万円( ％）、経常利益は 百万円と前期比 百万円

( ％）の増益となり当初の予測を上回りました。当期純利益につきましては、繰延税金資産取崩しによる法

人税等調整額を計上したことにより 百万円と前期比 百万円（△ ％）の減益になりました。 

(次期の見通し) 

次期の業績予想につきましては、平成23年３月11日に発生した東日本大震災が当社グループの業績に与える影

響について、現段階では合理的に算出することが困難であるため、未定としております。今後、予想が可能とな

った段階で改めて公表いたします。  

  
(2）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

当連結会計年度末の総資産は現金及び預金が増加したものの、有形固定資産および投資有価証券が減少したこと

により、 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 百万円減少しました。 
負債合計は仕入債務、未払法人税等が増加したものの、借入金が減少したことにより、前連結会計年度末に比べ

百万円減少し、 百万円となりました。 

 純資産合計は、前連結会計年度末に比べ 百万円増加し、 百万円となりました。 

②キャッシュ・フローの状況 

キャッシュ・フローの状況について、現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、 百万円と期首に比べ

百万円増加いたしました。 

営業活動の結果得られた資金は前期に比べ 百万円減少し、 百万円となりました。主な内訳は、税金等調

整前当期純利益 百万円、減価償却費 百万円、仕入債務の増加 百万円および売上債権の減少 百万円によ
るものであります。 

投資活動の結果使用した資金は前期に比べ 百万円減少し、 百万円となりました。これは主に生産設備更新

による有形固定資産取得による支出 百万円によるものであります。 

財務活動の結果使用した資金は 百万円となりました(前期 百万円資金の獲得)。これは、主に長期借入金返

済による支出 百万円および配当金の支払額 百万円によるものであります。 

   
(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は株主の皆様に対する配当額の決定は最重要政策として位置づけており、安定的な配当の継続を基本に業績

に応じて成果の配分を行うことを基本方針としております。また、内部留保資金につきましては、企業体質の一層

の強化ならびに将来の事業展開に備え新製品・新技術の開発、生産の合理化・品質の向上を図るための投資に充当

いたします。 

以上の方針に基づき、当期の配当につきましては、昨年12月に中間配当金を1株につき３円とさせていただき、期

末配当金につきましても１株につき３円とし、年間６円の配当を予定しております。 

尚、次期の配当は現時点においては未定とし、今後の業績動向を勘案し、配当予想の開示が可能となり次第、速

やかに開示させて頂きます。 

１．経営成績

14,742 1,640 12.5

  地域別   生  産  高  受 注 高  受注残高 
     売    上    高   

当連結会計年度 前連結会計年度 

 日本 13,460,722 91.08% 13,118,605 1,900,607 12,967,766 87.95% 11,945,529 91.18% 

 アメリカ 212,385 1.44  512,872 46,235 503,504 3.42  501,383 3.83 

 インド 166,699 1.13  166,699 16,592 167,425 1.14  115,288 0.88 

 タイ 938,183 6.35  1,110,539 97,883 1,103,631 7.49  539,375 4.11 

  合 計 14,777,989 100.00  14,908,715 2,061,317 14,742,327 100.00  13,101,577 100.00 

890 452 103.2 783 331

73.5

257 131 33.8

14,161 262

327 5,667

65 8,493

3,747

607

162 1,638

722 636 153 250

202 116

169

824 605

729 68
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当社グループは、尾張精機㈱（当社）及び子会社６社（㈱守山製作所・㈱江南螺子製作所・㈱旭鉄工所・

OSR,INC.・OWARI PRECISION PRODUCTS(INDIA)PVT.LTD.・OYT CO.,LTD.）で構成され、事業は精密鍛造品、ねじ類

（主要ユーザーは自動車関連企業）及び航空機部品の生産・販売を営んでおります。 

事業の系統図は次のとおりであります。 

 
  

関係会社の状況  

（連結子会社） 

（注）1. 有価証券報告書又は有価証券届出書を提出している会社はありません。 

2. 0SR,INC.、OWARI PRECISION PRODUCTS(INDIA)PVT.LTD.及びOYT CO.,LTD.は、特定子会社に該当しておりま

す。 

3. OWARI PRECISION PRODUCTS(INDIA)PVT.LTD.の議決権の所有割合は、子会社が保有する議決権を含んでおり

ます。  

２．企業集団の状況

名 称  住 所  資本金 
主 要 な 

事 業 内 容 

議 決 権 の

所有割合%
関 係 内 容  

株式会社 

守山製作所 
名古屋市守山区 百万円 24

ナット等の製造

販 売 
 100.00

当社は、商品の購入と土地の賃貸を行

っております。 

役員の兼任 

  

当社役員 

当社従業員 
名 

名 

1

3

株式会社 

江南螺子製作所 
愛知 県 江南市 百万円 10 小ねじの製造販売  100.00

当社は、部品の購入を行っておりま

す。 

役員の兼任 当社役員 

当社従業員 
名 

名 

1

3

株式会社 

旭 鉄 工 所 
愛知県尾張旭市 百万円 92

ねじの製造、加工 

および販売 
 82.15

当社は、部品の加工依頼と購入を行っ

ております。 

役員の兼任 当社役員 

当社従業員 
名 

名 

1

2

O S R,  I N C.
アメリカ合衆国

インディアナ州
百万米ドル 4.5 小ねじの製造販売  93.33

当社は、製品の販売を行っておりま

す。 

役員の兼任 

  

当社役員 

当社従業員 
名 

名  

1

1

OWARI PRECISION 

PRODUCTS(INDIA) 

PVT.LTD. 

インド 

バンガロール 
百万ルピー 140

シンクロナイザー

リングの製造販売 
 100.00

当社は、金型の供給を行っておりま

す。 

役員の兼任 当社従業員 名 3

OYT CO.,LTD. 
タイ国 

ラヨン県 
億バーツ 1

シフトフォーク・ 

シンクロナイザー

リングの製造販売 
 89.99

当社は、製品の販売を行っておりま

す。 

役員の兼任 当社従業員 名 5
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(1）会社の経営の基本方針 

経営方針 

① お客様あっての企業に徹します。 

② 明るく働き甲斐のある職場を作ります。 

③ 環境の変化に対応します。  

行動指針 

① お客様の満足度の向上に努めます。 

② 挨拶を良くし感謝の気持ちを大事にします。 

③ 現地・現物で創意工夫をして実践します。 

  
(2）目標とする経営指標 

当社グループは、ステークホルダーの皆様に喜んで頂ける経営を基本方針としております。 

当社グループは、安定的かつ効率的な経営を行うことにより、業績予想に掲げる利益数値の達成を目指して

まいります。  

  
(3）中長期的な会社の経営戦略 

当社グループは、安全を基本とし品質を第一とする「お客様あっての企業」に徹するために活動を進めま

す。 

お客様のニーズ、環境の変化に対応し、常にお客様に満足していただける製品、サービスの提供を目指しま

す。 

また、引き続き経費削減とムダの徹底排除に取り組み、経営体質改善を行い、利益が確実に出せる企業体質

を作り上げてまいります。 

  
(4）会社の対処すべき課題 

今後の経済見通しにつきましては、東日本大震災の影響と円高が継続しているため先行きが不透明なものに

なっており、景気の低迷が続くと予想されます。 

このように企業を取り巻く経営環境が、引続き厳しいなか、当社グループは、お客様の満足度の向上に努

め、品質の向上、販売の拡大、新製品開発、生産体制の効率化をすすめ、健全で安定した企業体質づくりを行

ってまいります。 

   

３．経営方針
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,023,584 4,635,285 

受取手形及び売掛金 2,754,527 2,495,265 

商品及び製品 644,639 757,813 

仕掛品 438,365 449,514 

原材料及び貯蔵品 757,157 810,120 

繰延税金資産 207,629 10,238 

その他 128,859 133,127 

貸倒引当金 △141 △124 

流動資産合計 8,954,621 9,291,240 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,282,680 1,183,304 

機械装置及び運搬具（純額） 1,803,963 1,406,760 

土地 729,840 729,119 

リース資産（純額） 84,273 42,235 

その他（純額） 53,538 60,173 

有形固定資産合計 3,954,295 3,421,593 

無形固定資産 3,530 11,297 

投資その他の資産   

投資有価証券 752,107 584,024 

繰延税金資産 10,761 19,582 

前払年金費用 595,509 651,680 

その他 161,971 191,145 

貸倒引当金 △8,850 △9,550 

投資その他の資産合計 1,511,500 1,436,882 

固定資産合計 5,469,326 4,869,772 

資産合計 14,423,947 14,161,013 

尾張精機株式会社(7249) 平成23年3月期決算短信

-5-



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,558,690 2,709,592 

1年内返済予定の長期借入金 729,940 602,800 

リース債務 25,705 23,423 

未払法人税等 75,918 251,549 

賞与引当金 236,353 239,280 

役員賞与引当金 1,100 19,300 

製品保証引当金 11,400 10,900 

未払消費税等 49,593 38,828 

未払金 12,446 34,621 

未払費用 382,238 370,176 

設備関係支払手形 1,291 － 

その他 45,148 22,439 

流動負債合計 4,129,826 4,322,911 

固定負債   

長期借入金 1,482,940 879,750 

リース債務 67,694 37,660 

繰延税金負債 225,057 216,606 

退職給付引当金 21,350 30,628 

役員退職慰労引当金 68,343 65,788 

資産除去債務 － 112,416 

その他 － 1,500 

固定負債合計 1,865,385 1,344,351 

負債合計 5,995,211 5,667,262 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,093,978 1,093,978 

資本剰余金 757,360 757,360 

利益剰余金 6,684,530 6,873,314 

自己株式 △82,246 △83,416 

株主資本合計 8,453,623 8,641,237 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 210,611 131,080 

為替換算調整勘定 △248,870 △279,006 

その他の包括利益累計額合計 △38,258 △147,926 

少数株主持分 13,371 440 

純資産合計 8,428,735 8,493,750 

負債純資産合計 14,423,947 14,161,013 
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
（連結損益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

売上高 13,101,577 14,742,327 

売上原価 11,537,211 12,654,725 

売上総利益 1,564,366 2,087,601 

販売費及び一般管理費   

販売費 618,858 645,659 

一般管理費 507,114 551,143 

販売費及び一般管理費合計 1,125,972 1,196,802 

営業利益 438,393 890,798 

営業外収益   

受取利息 35,638 27,810 

受取配当金 12,477 14,967 

保険配当金 6,015 2,545 

助成金収入 38,809 1,627 

雑収入 27,086 12,132 

営業外収益合計 120,028 59,083 

営業外費用   

支払利息 39,771 39,446 

シンジケートローン手数料 13,000 － 

障害者雇用納付金 600 900 

為替差損 53,099 126,304 

雑損失 580 221 

営業外費用合計 107,051 166,872 

経常利益 451,370 783,009 

特別利益   

前期損益修正益 14,407 300 

賞与引当金戻入額 76,216 23,498 

固定資産売却益 11 1,284 

製品保証引当金戻入額 － 500 

投資有価証券売却益 － 70,863 

貸倒引当金戻入額 1,580 － 

その他 10,074 3,402 

特別利益合計 102,290 99,848 

特別損失   

前期損益修正損 22,556 447 

固定資産売却損 2,305 1,440 

固定資産除却損 6,017 13,453 

減損損失 196,392 28,920 

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 106,456 

のれん一括償却額 62,955 － 

過年度退職給付費用 － 9,405 

貸倒引当金繰入額 － 700 

特別損失合計 290,227 160,825 

税金等調整前当期純利益 263,433 722,033 
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

法人税、住民税及び事業税 39,215 241,778 

法人税等調整額 △151,549 234,941 

法人税等合計 △112,333 476,719 

少数株主損益調整前当期純利益 － 245,313 

少数株主損失（△） △12,766 △11,865 

当期純利益 388,532 257,178 
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（連結包括利益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 － 245,313 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 － △79,531 

為替換算調整勘定 － △31,201 

その他の包括利益合計 － △110,733 

包括利益 － 134,579 

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 － 147,510 

少数株主に係る包括利益 － △12,930 
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,093,978 1,093,978 

当期末残高 1,093,978 1,093,978 

資本剰余金   

前期末残高 757,360 757,360 

当期末残高 757,360 757,360 

利益剰余金   

前期末残高 6,330,324 6,684,530 

当期変動額   

剰余金の配当 △34,215 △68,395 

当期純利益 388,532 257,178 

自己株式の処分 △111 － 

当期変動額合計 354,205 188,783 

当期末残高 6,684,530 6,873,314 

自己株式   

前期末残高 △81,260 △82,246 

当期変動額   

自己株式の取得 △1,225 △1,169 

自己株式の処分 240 － 

当期変動額合計 △985 △1,169 

当期末残高 △82,246 △83,416 

株主資本合計   

前期末残高 8,100,403 8,453,623 

当期変動額   

剰余金の配当 △34,215 △68,395 

当期純利益 388,532 257,178 

自己株式の取得 △1,225 △1,169 

自己株式の処分 128 － 

当期変動額合計 353,220 187,613 

当期末残高 8,453,623 8,641,237 
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 109,472 210,611 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 101,138 △79,531 

当期変動額合計 101,138 △79,531 

当期末残高 210,611 131,080 

為替換算調整勘定   

前期末残高 △273,769 △248,870 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 24,898 △30,135 

当期変動額合計 24,898 △30,135 

当期末残高 △248,870 △279,006 

その他の包括利益累計額合計   

前期末残高 △164,296 △38,258 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 126,037 △109,667 

当期変動額合計 126,037 △109,667 

当期末残高 △38,258 △147,926 

少数株主持分   

前期末残高 12,997 13,371 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 373 △12,930 

当期変動額合計 373 △12,930 

当期末残高 13,371 440 

純資産合計   

前期末残高 7,949,103 8,428,735 

当期変動額   

剰余金の配当 △34,215 △68,395 

当期純利益又は当期純損失（△） 388,532 257,178 

自己株式の取得 △1,225 △1,169 

自己株式の処分 128 － 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 126,411 △122,598 

当期変動額合計 479,631 65,014 

当期末残高 8,428,735 8,493,750 
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 263,433 722,033 

減価償却費 779,950 636,960 

のれん償却額 3,313 － 

減損損失 196,392 28,920 

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 106,456 

前期損益修正損益（△は益） － 147 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,984 683 

賞与引当金の増減額（△は減少） △35,447 2,927 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 1,100 18,200 

製品保証引当金の増減額（△は減少） 5,400 △500 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △15,337 9,278 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 13,191 △2,554 

受取利息及び受取配当金 △48,116 △42,777 

支払利息 39,771 39,446 

為替差損益（△は益） △38,525 83,493 

有形固定資産売却益 △11 △1,284 

有形固定資産除売却損 8,323 14,893 

投資有価証券売却損益（△は益） － △70,863 

会員権売却損益（△は益） － △38 

のれん一括償却額 62,955 － 

売上債権の増減額（△は増加） △1,020,650 250,410 

たな卸資産の増減額（△は増加） 182,765 △196,157 

仕入債務の増減額（△は減少） 1,029,890 153,416 

未払消費税等の増減額（△は減少） 28,169 △11,201 

前払年金費用の増減額（△は増加） △116,277 △56,170 

その他の資産の増減額（△は増加） 374,974 50,211 

その他の負債の増減額（△は減少） 124,261 △38,303 

小計 1,836,542 1,697,629 

利息及び配当金の受取額 44,909 43,463 

利息の支払額 △27,977 △39,960 

法人税等の支払額 △52,922 △63,022 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,800,552 1,638,110 
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △892,586 △907,138 

定期預金の払戻による収入 815,020 902,989 

有形固定資産の取得による支出 △273,874 △169,123 

有形固定資産の売却による収入 99 1,476 

無形固定資産の取得による支出 △817 △9,077 

投資有価証券の取得による支出 △8,560 － 

投資有価証券の売却による収入 － 104,313 

貸付けによる支出 △5,000 △16,050 

貸付金の回収による収入 5,680 7,698 

その他の支出 △16,524 △35,263 

その他の収入 57,415 3,755 

投資活動によるキャッシュ・フロー △319,146 △116,418 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 100,000 － 

短期借入金の返済による支出 △238,840 － 

長期借入れによる収入 1,500,000 － 

長期借入金の返済による支出 △720,841 △729,550 

自己株式の売却による収入 128 － 

自己株式の取得による支出 △1,225 △1,169 

少数株主からの払込みによる収入 26,600 － 

リース債務の返済による支出 △25,055 △25,614 

配当金の支払額 △35,003 △68,342 

財務活動によるキャッシュ・フロー 605,761 △824,676 

現金及び現金同等物に係る換算差額 17,572 △89,462 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,104,740 607,552 

現金及び現金同等物の期首残高 1,032,391 3,140,022 

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 2,891 － 

現金及び現金同等物の期末残高 3,140,022 3,747,575 

尾張精機株式会社(7249) 平成23年3月期決算短信

-13-



該当事項はありません。  

    

  

  

  

(5）継続企業の前提に関する注記

(6）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

項目 
前連結会計年度 

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 

至 平成23年３月31日） 

会計処理基準に関する事項の

変更 

――― 資産除去債務に関する会計基準の適用 

当連結会計年度より、「資産除去債務

に関する会計基準」(企業会計基準第18

号 平成20年３月31日)及び「資産除去

債務に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第21号 平成

20年３月31日）を適用しております。 

 これにより、営業利益、経常利益はそ

れぞれ 千円減少し、税金等調整前

当期純利益は、 千円減少してお
ります。また、当会計基準等の適用開始

による資産除去債務の変動額は
千円であります。  

1,486

107,943

111,277

(7）表示方法の変更

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 

至 平成23年３月31日） 

―――  当連結会計年度より、「連結財務諸表に関する会計基

準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づ

き、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則

等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣

府令第５号）を適用し、「少数株主損益調整前当期純利

益」の科目で表示しております。 

(8）追加情報

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 

至 平成23年３月31日） 

──────  当連結会計年度より、「包括利益の表示に関する会計基

準」（企業会計基準第25号 平成22年６月30日）を適用し

ております。ただし、「その他の包括利益累計額」及び

「その他の包括利益累計額合計」の前連結会計年度の金額

は、「評価・換算差額等」及び「評価・換算差額等合計」

の金額を記載しております。 
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当連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

１ 当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益 

  

２ 当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益 

   

 前連結会計年度において自動車等の輸送用機器部品に係る売上高、営業利益及び資産の金額は、全セグメン

トの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める割合がいずれも90％超であるた

め記載を省略しております。 

  

 前連結会計年度において、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める

「日本」の割合がいずれも90％を超えているため、記載を省略しております。 

  

前連結会計年度において海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。 

  

当連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

１．報告セグメントの概要 

 当社グループの報告セグメントは、分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配

分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。  

当社グループは、主に自動車部品等を生産・販売しており、日本には親会社である尾張精機株式会社(当

社)を始め、国内子会社には株式会社守山製作所、株式会社江南螺子製作所、株式会社旭鉄工所、海外子

会社にはアメリカにOSR,INC.、インドにOWARI PRECISION PRODUCTS(INDIA)PVT.LTD.、タイにOYT CO.，

LTD.があり、計７社で構成しております。  

現地法人はそれぞれ独立した経営単位であり、取り扱う製品について各国の包括的な戦略を立案し、事業

活動を展開しております。  

したがって当社グループは、生産・販売を基礎とした国別セグメントから構成されており、「日本」、

「アメリカ」、「インド」及び「タイ」の４つを報告セグメントとしております。  

「日本」では、精密鍛造品、ねじ類、航空機部品を生産、「アメリカ」は、ねじ類を生産、「インド」及

び「タイ」は、精密鍛造品を生産しております。  

(9）連結財務諸表に関する注記事項

（連結包括利益計算書関係）

親会社株主に係る包括利益 千円514,570

少数株主に係る包括利益  373

計  514,944

その他有価証券評価差額金 千円101,138

為替換算調整勘定  38,038

計  139,177

（セグメント情報等）

ａ．事業の種類別セグメント情報

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高

ｄ．セグメント情報
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２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

  前連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

（注）１.セグメント利益又は損失、セグメント資産、セグメント負債およびその他の項目の調整額には、セグメ

ント間取引消去額を表示しております。 

２.セグメント利益は、連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。  

  

当連結会計年度（自平成22年４月１日 至平成23年３月31日） 

（注）１.セグメント利益又は損失、セグメント資産、セグメント負債およびその他の項目の調整額には、セグメ

ント間取引消去額を表示しております。 

２.セグメント利益は、連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。  

  （単位：千円）

 
報告セグメント 

合計 
調整額 
（注） 

連結 
財務諸表 計

上額 日本 アメリカ インド タイ 計 

売上高         

外部顧客への

売上高 
11,945,529 501,383 115,288 539,375 13,101,577 13,101,577 － 13,101,577

セグメント間
の内部売上高
又は振替高 

453,436 －  － － 453,436 453,436 △453,436 － 

計 12,398,966 501,383 115,288 539,375 13,555,014 13,555,014 △453,43613,101,577

セグメント利益

又は損失 
469,768 13,598 16,590 △43,290 456,667 456,667 △5,296 451,370

セグメント資産 14,147,353 400,804 483,669 722,413 15,754,241 15,754,241△1,330,29314,423,947

セグメント負債 5,768,377 286,637 37,917 697,509 6,790,441 6,790,441 △795,230 5,995,211

その他の項目 

減価償却費 641,806 24,601 21,677 91,865 779,950 779,950 － 779,950

受取利息 25,143 87 29,727 105 55,063 55,063 △19,424 35,638

支払利息 36,668 6,585 － 15,942 59,196 59,196 △19,424 39,771

特別利益 102,290 － － － 102,290 102,290 － 102,290

特別損失 521,673 － － 15,084 536,758 536,758 △246,530 290,227

（減損損失） － － － 196,392 196,392 196,392 － 196,392

有形固定資産

及び無形固定

資産の増加額     
126,525 － 3,954 6,518 136,998 136,998 － 136,998

  （単位：千円）

 
報告セグメント 

合計 
調整額 
（注） 

連結 
財務諸表 
計上額 日本 アメリカ インド タイ 計 

売上高                 

外部顧客への

売上高 
12,967,766 503,504 167,425 1,103,631 14,742,327 14,742,327 － 14,742,327

セグメント間
の内部売上高
又は振替高 

467,355 －  － － 467,355 467,355 △467,355 － 

計 13,435,121 503,504 167,425 1,103,631 15,209,682 15,209,682 △467,35514,742,327

セグメント利益 560,331 7,172 39,080 178,046 784,631 784,631 △1,621 783,009

セグメント資産 13,784,668 349,945 484,640 432,803 15,052,058 15,052,058 △891,04514,161,013

セグメント負債 5,374,957 227,874 51,572 422,517 6,076,922 6,076,922 △415,630 5,661,292

その他の項目                

減価償却費 547,766 22,162 20,597 46,433 636,960 636,960 － 636,960

受取利息 17,410 217 19,835 261 37,725 37,725 △9,915 27,810

支払利息 33,170 4,477 184 11,529 49,361 49,361 △9,915 39,446

特別利益 234,382 － 588 － 234,971 234,971 △135,123 99,848

特別損失 160,312 － 512 － 160,825 160,825 － 160,825

（減損損失） 28,920 － － － 28,920 28,920 － 28,920

有形固定資産

及び無形固定

資産の増加額     
193,770 4,115 9,369 25,619 232,875 232,875 － 232,875
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（注） １. 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２. １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎 

  

 該当事項はありません。 

  

（１株当たり情報）

項目 
前連結会計年度 

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 

至 平成23年３月31日） 

１株当たり純資産額 円 738.14 円 745.37

１株当たり当期純利益金額 円 34.07 円 22.56

項目 
前連結会計年度 

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 

至 平成23年３月31日） 

当期純利益（千円）  388,532  257,178

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純利益（千円）  388,532  257,178

普通株式の期中平均株式数（千株）  11,403  11,397

（重要な後発事象）
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,530,300 3,250,994 

受取手形 281,441 227,957 

売掛金 2,672,150 2,295,241 

商品及び製品 505,758 570,516 

仕掛品 403,325 419,789 

原材料及び貯蔵品 581,039 644,050 

前払費用 20,788 15,516 

繰延税金資産 198,399 － 

立替金 4,948 509 

未収入金 83,454 115,188 

関係会社短期貸付金 250,608 77,875 

その他 8,202 10,597 

貸倒引当金 △106,529 － 

流動資産合計 7,433,888 7,628,236 

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,188,987 1,107,548 

構築物（純額） 29,814 25,453 

機械及び装置（純額） 1,441,910 1,127,167 

車両運搬具（純額） 794 412 

工具、器具及び備品（純額） 34,428 30,787 

土地 549,462 549,462 

リース資産（純額） 6,378 3,300 

建設仮勘定 － 1,600 

有形固定資産合計 3,251,777 2,845,732 

無形固定資産   

ソフトウエア － 7,575 

その他 2,225 2,214 

無形固定資産合計 2,225 9,790 

投資その他の資産   

投資有価証券 749,741 581,660 

関係会社株式 799,474 766,189 

出資金 425 525 

従業員に対する長期貸付金 10,527 16,523 

関係会社長期貸付金 276,833 162,000 

長期前払費用 4,650 － 

前払年金費用 595,509 651,680 

その他 100,670 116,347 

貸倒引当金 △37,444 △9,550 

投資その他の資産合計 2,500,389 2,285,375 

固定資産合計 5,754,392 5,140,898 

資産合計 13,188,280 12,769,135 
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 222,511 152,982 

買掛金 2,496,192 2,607,665 

1年内返済予定の長期借入金 712,000 592,000 

リース債務 3,231 1,945 

未払金 5,155 33,536 

未払費用 348,460 337,426 

未払法人税等 10,067 177,084 

未払消費税等 41,881 28,764 

預り金 40,752 30,934 

賞与引当金 219,200 223,000 

役員賞与引当金 － 19,300 

製品保証引当金 11,400 10,900 

設備関係支払手形 541 － 

流動負債合計 4,111,394 4,215,540 

固定負債   

長期借入金 1,465,000 873,000 

リース債務 3,465 1,519 

繰延税金負債 225,057 216,606 

役員退職慰労引当金 65,306 65,338 

資産除去債務 － 92,636 

固定負債合計 1,758,829 1,249,100 

負債合計 5,870,224 5,464,640 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,093,978 1,093,978 

資本剰余金   

資本準備金 757,360 757,360 

資本剰余金合計 757,360 757,360 

利益剰余金   

利益準備金 209,279 209,279 

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金 21,975 20,392 

別途積立金 3,828,000 3,828,000 

繰越利益剰余金 1,279,096 1,347,818 

利益剰余金合計 5,338,351 5,405,491 

自己株式 △82,246 △83,416 

株主資本合計 7,107,444 7,173,414 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 210,611 131,080 

評価・換算差額等合計 210,611 131,080 

純資産合計 7,318,056 7,304,494 

負債純資産合計 13,188,280 12,769,135 
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

売上高   

製品売上高 11,755,605 12,679,810 

商品売上高 553,755 583,212 

売上高合計 12,309,361 13,263,023 

売上原価   

製品売上原価   

製品期首たな卸高 482,453 486,665 

当期製品製造原価 10,509,806 11,275,607 

合計 10,992,259 11,762,273 

製品期末たな卸高 486,665 550,197 

製品売上原価 10,505,594 11,212,075 

商品売上原価   

商品期首たな卸高 18,954 19,092 

当期商品仕入高 457,574 479,672 

合計 476,528 498,765 

商品期末たな卸高 19,092 20,318 

商品売上原価 457,435 478,446 

売上原価合計 10,963,030 11,690,522 

売上総利益 1,346,330 1,572,500 

販売費及び一般管理費   

販売費 603,074 629,886 

一般管理費 351,272 394,579 

販売費及び一般管理費合計 954,347 1,024,466 

営業利益 391,983 548,034 

営業外収益   

受取利息 23,713 17,636 

受取配当金 16,197 19,008 

受取賃貸料 24,360 24,360 

保険配当金 3,847 2,542 

助成金収入 32,347 － 

受取ロイヤリティー － 9,372 

雑収入 12,766 4,300 

営業外収益合計 113,231 77,221 

営業外費用   

支払利息 36,039 33,075 

障害者雇用納付金 600 900 

為替差損 66,605 126,504 

シンジケートローン手数料 13,000 － 

雑損失 592 124 

営業外費用合計 116,836 160,605 

経常利益 388,379 464,650 
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

特別利益   

前期損益修正益 13,856 － 

賞与引当金戻入額 76,216 20,273 

固定資産売却益 11 695 

製品保証引当金戻入額 － 500 

投資有価証券売却益 － 70,863 

貸倒引当金戻入額 1,482 135,123 

その他 9,865 3,068 

特別利益合計 101,433 230,523 

特別損失   

前期損益修正損 4,605 － 

固定資産売却損 2,050 927 

固定資産除却損 5,032 13,371 

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 86,925 

貸倒引当金繰入額 135,123 700 

関係会社株式評価損 395,217 33,284 

特別損失合計 542,028 135,209 

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △52,216 559,964 

法人税、住民税及び事業税 9,047 179,383 

法人税等調整額 △156,044 245,046 

法人税等合計 △146,997 424,430 

当期純利益 94,781 135,534 
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,093,978 1,093,978 

当期末残高 1,093,978 1,093,978 

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 757,360 757,360 

当期末残高 757,360 757,360 

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 209,279 209,279 

当期末残高 209,279 209,279 

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金   

前期末残高 23,676 21,975 

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 △1,700 △1,582 

当期変動額合計 △1,700 △1,582 

当期末残高 21,975 20,392 

別途積立金   

前期末残高 3,828,000 3,828,000 

当期末残高 3,828,000 3,828,000 

繰越利益剰余金   

前期末残高 1,216,941 1,279,096 

当期変動額   

剰余金の配当 △34,215 △68,395 

当期純利益 94,781 135,534 

固定資産圧縮積立金の取崩 1,700 1,582 

自己株式の処分 △111 － 

当期変動額合計 62,154 68,721 

当期末残高 1,279,096 1,347,818 

利益剰余金合計   

前期末残高 5,277,897 5,338,351 

当期変動額   

剰余金の配当 △34,215 △68,395 

当期純利益 94,781 135,534 

固定資産圧縮積立金の取崩 － － 

自己株式の処分 △111 － 

当期変動額合計 60,453 67,139 

当期末残高 5,338,351 5,405,491 
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

自己株式   

前期末残高 △81,260 △82,246 

当期変動額   

自己株式の取得 △1,225 △1,169 

自己株式の処分 240 － 

当期変動額合計 △985 △1,169 

当期末残高 △82,246 △83,416 

株主資本合計   

前期末残高 7,047,976 7,107,444 

当期変動額   

剰余金の配当 △34,215 △68,395 

当期純利益 94,781 135,534 

自己株式の取得 △1,225 △1,169 

自己株式の処分 128 － 

当期変動額合計 59,468 65,969 

当期末残高 7,107,444 7,173,414 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 109,472 210,611 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 101,138 △79,531 

当期変動額合計 101,138 △79,531 

当期末残高 210,611 131,080 

評価・換算差額等合計   

前期末残高 109,472 210,611 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 101,138 △79,531 

当期変動額合計 101,138 △79,531 

当期末残高 210,611 131,080 

純資産合計   

前期末残高 7,157,449 7,318,056 

当期変動額   

剰余金の配当 △34,215 △68,395 

当期純利益 94,781 135,534 

自己株式の取得 △1,225 △1,169 

自己株式の処分 128 － 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 101,138 △79,531 

当期変動額合計 160,607 △13,562 

当期末残高 7,318,056 7,304,494 
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6. 役員の異動 （平成 23 年 6 月 29 日付予定） 
 
 (1) 代表者の異動 

 
該当事項はありません。 

 
(2) その他役員の異動 
 

新任取締役候補 

取 締 役 西 野
に し の

達 也
た つ や

 〔現 顧問〕 

取 締 役 児 玉
こ だ ま

啓 二
け い じ

 〔現 総務部長〕 

 
退任予定取締役 

顧     問 小川
お が わ

  清
きよし

 〔現 取締役〕 

 
新任監査役候補 

監 査 役 小
こ

林
ばやし

  茂
しげる

 〔現 顧問〕 

監 査 役 伊 藤
い と う

真 弘
まさひろ

 〔現 伊藤真弘税理士事務所 所長〕 

 
退任予定監査役 

顧     問 三 宅 大 二
み や け だ い じ

 〔現 常勤監査役〕 

 大 竹
お お た け

雅 司
ま さ し

 〔現 監査役〕 

 
（注）新任監査役候補 小林 茂氏、伊藤真弘氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役の候補

者であります。 
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（ご参考） 

１．新任取締役候補の略歴 

 

西野
にしの

 達也
たつや

  生年月日  昭和 34 年 5 月 31 日 

 

         昭和 59 年 4 月 アイシン精機㈱ 入社 

 平成 3 年 7 月 アイシン・エーアイ㈱ 転籍 

 平成 17 年 1 月 同社 経営企画室 副室長 

 平成 19 年 1 月  同社 安全環境部 部長 

 平成 23 年 5 月  当社 顧問（現在） 

           

         昭和 59 年３月  豊橋技術科学大学 大学院 卒業 

 

 

児玉
こだま

 啓二
けいじ

  生年月日  昭和 31 年 9 月 10 日 

 

 平成 4 年 3 月 当社 入社 

 平成 22 年 4 月 当社 総務部長（現在） 

 

 昭和 54 年 3 月 愛知大学法経学部 卒業 

 

 

 
２．監査役候補の略歴 

 

小 林
こばやし

 茂
しげる

 生年月日   昭和 34 年３月 11 日 

 

         昭和 57 年 4 月  ㈱東海銀行(現 ㈱三菱東京ＵＦＪ銀行）入行 

         平成 16 年 6 月  同行 高畑支店長兼高畑法人営業部長 

         平成 18 年 4 月  同行 春日井支社長 

 平成 20 年 6 月 同行 半田支社長 

 平成 23 年 3 月 当社 顧問（現在） 

 

         昭和 57 年 3 月  名古屋大学経済学部卒業 

 

 

伊藤
いとう

 真 弘
まさひろ

  生年月日  昭和 36 年 11 月 11 日生 

 

         昭和 59 年４月 株式会社 セントラルファイナンス入社 

 平成 6 年 8 月 伊藤真弘税理士事務所 所長（現在） 

 平成 9 年９月  ㈲はたやコーポレーション代表取締役（現在） 

 平成 20 年 6 月  当社 補欠監査役（現在）  

 

         昭和 59 年 3 月 明治大学商学部商学科 卒業 


