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平成 23 年 6 月 23 日 

各  位 

会 社 名 日本精密株式会社 

(JASDAQ コード番号：7771) 

代表者名 代表取締役社長 岡林 博 

問合せ先 財務・経理部長 阪井 明男 

(TEL (048)225-5311) 

 

（訂正・数値データ訂正あり）「平成 23 年 3 月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の

一部訂正について 

 

平成 23 年 5 月 13 日に発表いたしました「平成 23 年 3 月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の

一部に訂正すべき事項がありましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 
１．訂正の箇所 

【添付資料】 
  4．連結財務諸表 

   (27 頁) (8) 連結財務諸表に関する注記事項 （退職給付関係） 
   (29 頁) (8) 連結財務諸表に関する注記事項 （セグメント情報等） 
   5．個別財務諸表 

    (38 頁) (2) 損益計算書 

 

２．訂正の理由 

 （退職給付関係）は、採用している退職給付制度の概要において、退職一時金制度を設けてい

ることの漏れ、（セグメント情報等）は、前連結会計年度のセグメント資産の数値記載誤り、損

益計算書は、数値の記載誤りであります。 

 



 
2

３．訂正内容（訂正箇所は下線で表示しております） 

 4．連結財務諸表 

   (27 頁) (8) 連結財務諸表に関する注記事項 （退職給付関係） 
 
【訂正前】 
 

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 採用している退職給付制度の概要 

   連結財務諸表提出会社は確定給付型の制度とし

て、適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けて

おりましたが、平成21年５月から適格退職年金制度

を確定拠出年金制度へと移行いたしました。また従

業員の退職等に際して割増退職金を支払う場合があ

ります。連結財務諸表提出会社の確定拠出年金制度

は、平成21年５月１日より勤続満３年以上の従業員

について、採用しております。NISSEY VIETNAM 

CO.,LTD.はベトナム労働法に基づいて退職一時金制

度を設けております。 

１ 採用している退職給付制度の概要 

   連結財務諸表提出会社は、主として確定給付型の

制度として、確定拠出年金制度を採用しております。

なお従業員の退職等に際して割増退職金を支払う場

合があります。NISSEY VIETNAM CO.,LTD.はベトナム

労働法に基づいて退職一時金制度を設けておりま

す。 

  

（省 略） （省 略） 

  

 
【訂正後】 
 

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 採用している退職給付制度の概要 

   連結財務諸表提出会社は確定給付型の制度とし

て、適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けて

おりましたが、平成21年５月から適格退職年金制度

を確定拠出年金制度へと移行いたしました。また従

業員の退職等に際して割増退職金を支払う場合があ

ります。連結財務諸表提出会社の確定拠出年金制度

は、平成21年５月１日より勤続満３年以上の従業員

について、採用しております。NISSEY VIETNAM 

CO.,LTD.はベトナム労働法に基づいて退職一時金制

度を設けております。 

１ 採用している退職給付制度の概要 

   当社は、確定拠出年金制度及び退職一時金制度を

設けております。また、従業員の退職等に際して割

増退職金を支払う場合があります。㈱村井は、中小

企業退職金共済制度及び退職一時金制度を設けてお

ります。NISSEY VIETNAM CO.,LTD.はベトナム労働法

に基づいて退職一時金制度を設けております。 

  

（省 略） （省 略） 
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   (29 頁) (8) 連結財務諸表に関する注記事項 （セグメント情報等） 
 
【訂正前】 
１ 事業の種類別セグメント情報 
（省 略） 

２ 所在地別セグメント情報 

（省 略） 

３ 海外売上高 

（省 略） 

(セグメント情報) 
１ 報告セグメントの概要 
（省 略） 

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の算定方法 

（省 略） 

３ 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) 

(単位：千円) 

 
時計バンド事業 

メガネ 
フレーム事業 

その他事業 合計 

 売上高     

  外部顧客への売上高 2,492,183 1,354,573 346,418 4,193,175
  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高 

─ ─ ─ ─

計 2,492,183 1,354,573 346,418 4,193,175
 セグメント利益又は 
 セグメント損失(△) 62,830 △165,284 △15,779 △118,233
 セグメント資産 1,040,933 728,820 190,407 1,930,160
 その他の項目  
  減価償却費 77,506 23,669 14,285 115,461
  有形固定資産及び 
  無形固定資産の増加額 34,244 37,205 4,590 76,040

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) 
（省 略） 

４ 報告セグメント合計額と連結財務諸表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） 

（省 略） 

（追加情報） 

（省 略） 

（関連情報） 

（省 略） 
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【訂正後】 
１ 事業の種類別セグメント情報 
（省 略） 

２ 所在地別セグメント情報 

（省 略） 

３ 海外売上高 

（省 略） 

(セグメント情報) 
１ 報告セグメントの概要 
（省 略） 

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の算定方法 

（省 略） 

３ 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) 

(単位：千円) 

 
時計バンド事業 

メガネ 
フレーム事業 

その他事業 合計 

 売上高     

  外部顧客への売上高 2,492,183 1,354,573 346,418 4,193,175
  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高 ─ ─ ─ ─

計 2,492,183 1,354,573 346,418 4,193,175
 セグメント利益又は 
 セグメント損失(△) 62,830 △165,284 △15,779 △118,233
 セグメント資産 1,042,886 863,725 218,404 2,125,014
 その他の項目  
  減価償却費 77,506 23,669 14,285 115,461
  有形固定資産及び 
  無形固定資産の増加額 34,244 37,205 4,590 76,040

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) 
（省 略） 

４ 報告セグメント合計額と連結財務諸表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） 

（省 略） 

（追加情報） 

（省 略） 

（関連情報） 

（省 略） 
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   5．個別財務諸表 

    (38 頁) (2) 損益計算書 

 

【訂正前】 
(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 2,437,512 3,920,141

売上原価   

商品期首たな卸高 7,884 15,315

製品期首たな卸高 35,941 41,639

当期商品仕入高 687,034 1,033,501

当期製品仕入高 432,365 456,052

当期製品製造原価 763,763 1,829,005

合計 1,926,989 3,375,515

他勘定振替高 259 －

商品期末たな卸高 15,315 32,293

製品期末たな卸高 41,554 73,078

売上原価合計 1,869,859 3,270,142

売上総利益 567,652 649,998

販売費及び一般管理費   

 

（省 略） 

 

【訂正後】 
(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 2,437,512 3,920,141

売上原価   

商品期首たな卸高 7,884 15,315

製品期首たな卸高 35,941 41,554

当期商品仕入高 687,034 1,033,501

当期製品仕入高 432,365 456,052

当期製品製造原価 763,763 1,829,005

合計 1,926,989 3,375,430

他勘定振替高 259 －

商品期末たな卸高 15,315 32,293

製品期末たな卸高 41,554 72,993

売上原価合計 1,869,859 3,270,142

売上総利益 567,652 649,998

販売費及び一般管理費   

 

（省 略） 

 

 

以 上 


