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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年9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2四半期 6,666 △9.3 242 △33.1 129 △54.3 72 △56.8
23年3月期第2四半期 7,347 25.7 363 ― 282 ― 167 158.4

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 48百万円 （△29.1％） 23年3月期第2四半期 67百万円 （―％）

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2四半期 6.36 ―
23年3月期第2四半期 14.71 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 15,810 8,506 53.7
23年3月期 14,161 8,493 60.0
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  8,494百万円 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   

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 ― 3.00
24年3月期（予想） ― 3.00 6.00

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） 
（％表示は、対前期増減率） 

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無   

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

通期 13,100 △11.1 340 △61.8 250 △68.1 120 △53.3 10.53

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 
 本資料における業績予想は、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。 

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2Q 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2Q 268,720 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2Q 11,393,278 株 23年3月期2Q 11,399,161 株
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当第２四半期連結累計期間のわが国経済は、平成23年3月11日に発生しました東日本大震災及び原発

事故の影響により国内企業の生産活動の低迷や景気の急激な落ち込み等が見受けられ、また現在も電力

不足や円高など不安材料は解消されず、経営環境は厳しい状況で推移いたしております。 

このような経済情勢のなかで、当社の主要なお客様であります自動車業界の新車の国内生産台数は、

東日本大震災の影響があり、前年同期に比べ小型車、軽自動車ともに減少しました。 

こうした状況のもと当社は、販売の強化をはかり、競争力の高い高品質の製品づくりに努めました

が、売上高は、6,666百万円で前年同期比681百万円(△9.3％)の減収となりました。 

この売上高の減少により、営業利益は242百万円と前年同期比120百万円(△33.1％)の減益、経常利益

も129百万円と前年同期比153百万円(△54.3％)の減益となりました。  

また、四半期純利益も72百万円と前年同期比95百万円(△56.8％)の減益となりました。 

  

当第２四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、15,810百万円とな

り、前連結会計年度末に比べ1,649百万円増加しました。  

負債については、長期借入金が増加したことにより、7,303百万円となり、前連結会計年度末に比べ

1,636百万円増加しました。 

純資産については8,506百万円で、前連結会計年度末に比べ大きな変動はありません。 

  

平成24年３月期の連結業績予想につきましては、平成23年10月31日に公表いたしました業績予想に変

更はありません。 

  

該当事項はありません。  

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２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,635,285 6,098,262

受取手形及び売掛金 2,495,265 2,731,036

商品及び製品 757,813 739,351

仕掛品 449,514 515,443

原材料及び貯蔵品 810,120 879,592

繰延税金資産 10,238 11,884

その他 133,127 128,555

貸倒引当金 △124 △130

流動資産合計 9,291,240 11,103,995

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,183,304 1,137,809

機械装置及び運搬具（純額） 1,406,760 1,225,343

土地 729,119 728,158

リース資産（純額） 42,235 140,661

その他（純額） 60,173 61,088

有形固定資産合計 3,421,593 3,293,060

無形固定資産 11,297 12,724

投資その他の資産

投資有価証券 584,024 542,365

繰延税金資産 19,582 22,371

前払年金費用 651,680 672,877

その他 191,145 172,987

貸倒引当金 △9,550 △9,550

投資その他の資産合計 1,436,882 1,401,052

固定資産合計 4,869,772 4,706,837

資産合計 14,161,013 15,810,833

尾張精機株式会社 (7249) 平成24年3月期 第2四半期決算短信

-3-



  

（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,709,592 2,617,593

短期借入金 － 41,708

1年内返済予定の長期借入金 602,800 830,771

リース債務 23,423 23,201

未払法人税等 251,549 56,835

賞与引当金 239,280 219,230

役員賞与引当金 19,300 8,200

製品保証引当金 10,900 17,600

未払消費税等 38,828 28,041

未払金 34,621 142,595

未払費用 370,176 441,133

設備関係支払手形 － 25,357

その他 22,439 63,838

流動負債合計 4,322,911 4,516,106

固定負債

長期借入金 879,750 2,347,399

リース債務 37,660 25,320

繰延税金負債 216,606 214,415

退職給付引当金 30,628 32,387

役員退職慰労引当金 65,788 54,059

資産除去債務 112,416 112,996

その他 1,500 1,282

固定負債合計 1,344,351 2,787,859

負債合計 5,667,262 7,303,966

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 6,911,460

自己株式 △83,416 △84,189

株主資本合計 8,641,237 8,678,610

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 131,080 105,839

為替換算調整勘定 △279,006 △289,766

その他の包括利益累計額合計 △147,926 △183,926

少数株主持分 440 12,183

純資産合計 8,493,750 8,506,867

負債純資産合計 14,161,013 15,810,833
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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２四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
 至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日

 至 平成23年９月30日)

売上高 7,347,619 6,666,348

売上原価 6,374,853 5,831,710

売上総利益 972,765 834,638

販売費及び一般管理費

販売費 328,775 321,843

一般管理費 280,631 269,825

販売費及び一般管理費合計 609,406 591,669

営業利益 363,359 242,969

営業外収益

受取利息 9,673 12,103

受取配当金 10,625 7,970

雇用調整助成金収入 999 10,334

その他 13,744 10,601

営業外収益合計 35,042 41,009

営業外費用

支払利息 21,349 22,665

為替差損 93,851 131,121

その他 900 1,160

営業外費用合計 116,100 154,947

経常利益 282,301 129,032

特別利益

前期損益修正益 300 －

賞与引当金戻入額 23,498 －

固定資産売却益 1,215 79

会員権売却益 38 －

投資有価証券売却益 70,863 －

その他 3,360 －

特別利益合計 99,276 79

特別損失

前期損益修正損 447 －

過年度退職給付費用 9,405 －

固定資産売却損 154 1,930

固定資産除却損 1,000 4,339

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 106,456 －

貸倒引当金繰入額 700 －

特別損失合計 118,165 6,270

税金等調整前四半期純利益 263,412 122,841

法人税、住民税及び事業税 76,396 29,817

法人税等調整額 24,886 9,775

法人税等合計 101,282 39,593

少数株主損益調整前四半期純利益 162,130 83,247

少数株主利益又は少数株主損失（△） △5,571 10,790

四半期純利益 167,701 72,457
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四半期連結包括利益計算書
第２四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
 至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日

 至 平成23年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 162,130 83,247

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △88,612 △25,240

為替換算調整勘定 △5,517 △9,806

その他の包括利益合計 △94,130 △35,046

四半期包括利益 67,999 48,200

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 73,952 36,457

少数株主に係る四半期包括利益 △5,952 11,743
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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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