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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6月30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1四半期 3,033 △18.2 25 △83.2 △17 ― △48 ―
23年3月期第1四半期 3,709 41.4 152 ― 107 ― 52 18.9

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △31百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △7百万円 （―％）

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1四半期 △4.24 ―
23年3月期第1四半期 4.62 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 15,556 8,428 54.1
23年3月期 14,161 8,493 60.0
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  8,417百万円 23年3月期  8,493百万円

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  
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
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 ― 3.00 ― 3.00 6.00
24年3月期 ―
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。 

http://www.owariseiki.co.jp/


(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  ：  有  

(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 
（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.当四半期決算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」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、業績に応じて結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。 

4.  その他

新規 ― 社 （社名） 、 除外 ― 社 （社名）

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1Q 11,659,500 株 23年3月期 11,659,500 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 264,599 株 23年3月期 264,800 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 11,394,701 株 23年3月期1Q 11,400,132 株
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当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、平成23年3月11日に発生しました東日本大震災の

影響により、当社グループの主要なお客様である自動車メーカーの企業活動の低迷や消費の自粛ムード

があり、回復の兆しがみえるものの厳しい状況が続いております。 

このような情勢のなか、当社グループは、お客様の信頼をいただくため販売の強化と高品質の製品作

りに努めてまいりましたが、売上高は3,033百万円で前年同四半期に比べ676百万円（18.2%)減少しまし

た。営業利益は25百万円と前年同四半期に比べ126百万円（83.2%)の減少、経常利益も△17百万円と前

年同四半期に比べ124百万円減少しました。また、四半期純利益は、△48百万円と前年同四半期に比

べ、101百万円減少しました。  

当第1四半期連結会計期間末の総資産は現金及び預金が増加したことにより、15,556百万円となり、

前連結会計年度末に比べ1,395百万円増加しました。  

負債合計は長期借入金が増加したことにより、7,128百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,460百

万円増加しました。 

純資産合計は、繰越利益剰余金の減少により、8,428百万円となり、前連結会計年度末に比べ65百万

円減少しました。 

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。  

  

該当事項はありません。  

提出会社におきましては、法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項

目を重要なものに限定する方法によっております。  

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度において使用した将来の業績予想を利

用する方法によっております。  

なお、連結子会社は当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果適用後の実効税率を合理的に

見積り、税引前四半期純利益に当該見積り実効税率を乗じて計算しております。 

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

２．サマリー情報(その他)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
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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23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,635,285 6,037,996

受取手形及び売掛金 2,495,265 2,468,371

商品及び製品 757,813 765,750

仕掛品 449,514 432,104

原材料及び貯蔵品 810,120 804,510

繰延税金資産 10,238 12,470

その他 133,127 232,280

貸倒引当金 △124 △124

流動資産合計 9,291,240 10,753,358

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,183,304 1,160,646

機械装置及び運搬具（純額） 1,406,760 1,338,988

土地 729,119 729,719

リース資産（純額） 42,235 37,982

その他（純額） 60,173 66,584

有形固定資産合計 3,421,593 3,333,922

無形固定資産 11,297 11,255

投資その他の資産

投資有価証券 584,024 574,408

繰延税金資産 19,582 21,459

前払年金費用 651,680 674,963

その他 191,145 196,440

貸倒引当金 △9,550 △9,550

投資その他の資産合計 1,436,882 1,457,722

固定資産合計 4,869,772 4,802,899

資産合計 14,161,013 15,556,257

尾張精機株式会社（7249） 平成24年３月期 第１四半期決算短信

-3-



  

（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,709,592 2,337,627

1年内返済予定の長期借入金 602,800 771,229

リース債務 23,423 23,592

未払法人税等 251,549 62,536

賞与引当金 239,280 345,320

役員賞与引当金 19,300 －

製品保証引当金 10,900 11,800

未払消費税等 38,828 38,865

未払金 34,621 43,076

未払費用 370,176 459,342

設備関係支払手形 － 9,625

その他 22,439 16,350

流動負債合計 4,322,911 4,119,366

固定負債

長期借入金 879,750 2,558,146

リース債務 37,660 31,906

繰延税金負債 216,606 221,147

退職給付引当金 30,628 32,301

役員退職慰労引当金 65,788 51,198

資産除去債務 112,416 112,705

その他 1,500 1,426

固定負債合計 1,344,351 3,008,831

負債合計 5,667,262 7,128,197

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 6,873,314 6,790,752

自己株式 △83,416 △83,314

株主資本合計 8,641,237 8,558,777

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 131,080 125,188

為替換算調整勘定 △279,006 △266,416

その他の包括利益累計額合計 △147,926 △141,227

少数株主持分 440 10,510

純資産合計 8,493,750 8,428,059

負債純資産合計 14,161,013 15,556,257
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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22年４月１日
 至 平成22年６月30日)

当第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)

売上高 3,709,563 3,033,181

売上原価 3,242,499 2,727,076

売上総利益 467,064 306,105

販売費及び一般管理費

販売費 163,960 144,331

一般管理費 150,887 136,228

販売費及び一般管理費合計 314,848 280,559

営業利益 152,215 25,545

営業外収益

受取利息 6,806 8,967

受取配当金 7,330 3,893

その他 3,171 7,218

営業外収益合計 17,309 20,080

営業外費用

支払利息 11,397 11,709

為替差損 49,831 50,316

その他 906 790

営業外費用合計 62,135 62,817

経常利益又は経常損失（△） 107,389 △17,191

特別利益

賞与引当金戻入額 20,273 －

固定資産売却益 － 79

投資有価証券売却益 70,863 －

その他 2,566 －

特別利益合計 93,702 79

特別損失

前期損益修正損 447 －

固定資産売却損 13 1,821

固定資産除却損 143 2,664

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 86,925 －

特別損失合計 87,529 4,486

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（△）

113,562 △21,598

法人税、住民税及び事業税 75,918 10,916

法人税等調整額 △9,373 6,189

法人税等合計 66,545 17,105

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（△）

47,016 △38,703

少数株主利益又は少数株主損失（△） △5,672 9,618

四半期純利益又は四半期純損失（△） 52,689 △48,321
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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22年４月１日
 至 平成22年６月30日)

当第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)

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（△）

47,016 △38,703

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △79,546 △5,891

為替換算調整勘定 24,591 13,042

その他の包括利益合計 △54,954 7,151

四半期包括利益 △7,937 △31,552

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △2,454 △41,622

少数株主に係る四半期包括利益 △5,483 10,069
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該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。  

  

  

  

  

  

  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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