
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

   

   

 

   

   

     

   

   

   

 

 
(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率) 
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(百万円未満切捨て)

１．平成24年３月期の連結業績（平成23年４月１日～平成24年３月31日）
（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 ％

24年３月期 2,781 4.2 127 ― 90 ― 73 ―
23年３月期 2,668 26.6 △93 ― △124 ― △122 ―

(注) 包括利益 24年３月期 52百万円( ―％) 23年３月期 △152百万円( ―％)

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 ％ ％ ％

24年３月期 16.92 16.85 6.3 2.1 4.6
23年３月期 △28.04 ― △10.1 △3.0 △3.5

(参考) 持分法投資損益 24年３月期 ―百万円 23年３月期 ―百万円

（２）連結財政状態

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

24年３月期 4,462 1,190 26.7 273.32
23年３月期 4,002 1,137 28.4 261.22

(参考) 自己資本 24年３月期 1,189百万円 23年３月期 1,137百万円

（３）連結キャッシュ・フローの状況
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

24年３月期 △146 △213 408 181
23年３月期 △240 137 111 134

２．配当の状況

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 ％ ％

23年３月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 0 ― ―
24年３月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 0 ― ―

25年３月期(予想) ― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

３．平成25年３月期の連結業績予想（平成24年４月１日～平成25年３月31日）

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

第２四半期(累計) 1,790 97.8 46 ― 21 ― 18 ― 4.1
通 期 3,500 25.8 69 △45.8 19 △79.1 13 △82.3 3.0



  

   

   

   

   

   

   

 

   

   

   

（２）個別財政状態 

 

   

   

 

   

 

※ 注記事項

（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 ： 有

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 ： 有

（３）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) 24年３月期 4,495,000株 23年３月期 4,495,000株

② 期末自己株式数 24年３月期 141,718株 23年３月期 141,718株

③ 期中平均株式数 24年３月期 4,353,282株 23年３月期 4,353,282株

(参考) 個別業績の概要
１．平成24年３月期の個別業績（平成23年４月１日～平成24年３月31日）
（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 ％

24年３月期 2,636 13.3 133 ― 113 ― 98 ―
23年３月期 2,326 28.5 △102 ― △117 ― △112 ―

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

24年３月期 22.59 22.51
23年３月期 △25.78 ―

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

24年３月期 4,530 1,315 29.0 302.14
23年３月期 4,000 1,212 30.3 278.62

(参考) 自己資本 24年３月期 1,315百万円 23年３月期 1,212百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示
・この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、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は終了していません。

※ 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2ページ「経営成績に関する分
析」をご覧ください。
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当連結会計年度におけるわが国経済は、東日本大震災による経済活動の停滞から緩やかな回復基調

が見られたものの、欧州の金融不安や円高の長期化等依然として先行きの不透明な状況が続いており

ます。 

 このような経済環境下、当社グループを取り巻く受注環境は、お客様第一主義に徹し、ユーザーの

ニーズに即応する提案型営業活動を展開した結果、省力化機器、専用工作機械共に増加いたしまし

た。製造部門においては、生産性向上及び原価低減活動におけるコスト削減への取り組み、改善提案

活動の推進による効率化等、全社一丸となって業績向上に努めてまいりました。 

 その結果、当連結会計年度における売上高は27億8千1百万円(前年同期比4.2％増)、利益面につき

ましては、利益確保を 重要課題として取り組み、組織体制及び人員配置の見直しを始めとする経営

の効率化、生産コスト及び製造、管理部門における経費の削減等を実施した結果、営業利益は1億2千

7百万円(前年同期は営業損失9千3百万円)、経常利益は9千万円(前年同期は経常損失1億2千4百万円)

となり、当期純利益は7千3百万円(前年同期は当期純損失1億2千2百万円)となりました。 

 セグメントの状況は次のとおりであります。 

 自動二輪車等部品事業につきましては、国内における受注が低調に推移し、ベトナムの子会社

YAMAZAKI TECHNICAL VIETNAM CO.,LTD.におきましても、受注は順調に推移したものの、為替の影響

により、売上高は9億2千7百万円(前年同期比14.7％減)となりましたが、利益面につきましては、人

員配置の見直し及び業務の効率化等を実施した結果、営業利益2千9百万円(前年同期は営業損失1千万

円)となりました。 

 工作機械事業につきましては、省力化機器、専用工作機械共に受注が増加し、売上高は20億9千8百

万円(前年同期比28.2％増)と増加し、営業利益1億3千5百万円(前年同期は営業損失8千2百万円)とな

りました。 

今後の見通しにつきましては、景気は緩やかに回復の動きを見せつつありますが、欧州の金融不安

や円高の影響等依然として国内外の生産動向が不透明であることから、当社グループにおきましても

収益確保が困難な状況が続くものと予想されますが、引き続きお客様第一主義に徹し積極的な営業活

動を展開するとともに、高付加価値製品の開発、徹底した原価低減活動等に取り組んでまいります。

このような状況を踏まえて次期の業績予想につきましては、売上高35億円、営業利益6千9百万円、経

常利益1千9百万円、当期純利益1千3百万円と予想しております。  

  

１．経営成績

（１）経営成績に関する分析

（次期の見通し）

- 2 -

㈱ヤマザキ（6147）平成24年3月期　決算短信



  

流動資産は、前連結会計年度末に比べて17.3％増加し、25億2千万円となりました。 

 これは、主に受取手形及び売掛金が2億1千6百万円、仕掛品が1億1千5百万円増加したことによ

るものです。 

 固定資産は前連結会計年度末に比べて4.7％増加し、19億4千1百万円となりました。 

 これは、主に機械装置及び運搬具が8千9百万円増加したことによるものです。 

 この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて11.5％増加し、44億6千2百万円となりまし

た。 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて0.4％減少し、23億2千1百万円となりました。 

 これは、主に未払費用が4千7百万円、１年内返済予定の長期借入金が4千3百万円増加したもの

の、短期借入金が7千万円、支払手形及び買掛金が2千9百万円減少したことによるものです。 

 固定負債は前連結会計年度末に比べて77.6％増加し、9億5千万円となりました。 

 これは、主に長期借入金が4億3千4百万円増加したことによるものです。 

 この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて14.2％増加し、32億7千1百万円となりまし

た。 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて4.7％増加し、11億9千万円となりました。 

 これは、主に利益剰余金が7千3百万円増加したことによるものです。 

 １株当たり純資産は、前連結会計年度末に比べて12円10銭増加し、273円32銭となりました。 

 また、自己資本比率は、前連結会計年度末の28.4％から26.7％となりました。 

当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 
  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フロー（支出）は、1億4千6百万円(前年同期比9千4百

万円の減少)となりました。これは主に、売上債権の増加額2億2千4百万円及びたな卸資産の増加額1億1

千3百万円等が減価償却費1億2百万円及び税金等調整前当期純利益9千1百万円等を上回ったことによる

ものです。 
  
（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フロー（支出）は、2億1千3百万円(前年同期は1億3千

7百万円の収入)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出2億7百万円及び定期預金の

預入による支出1億6千5百万円等が定期預金の払戻による収入1億4千8百万円等を上回ったことによるも

のです。 
  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度の財務活動によるキャッシュ・フロー（収入）は、4億8百万円(前年同期比2億9千7百

万円の増加)となりました。これは主に、長期借入れによる収入6億円が長期借入金の返済による支出1

億2千1百万円等を上回ったことによるものです。 
  
以上の結果、当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、1億8千1百万円となりまし

た。 

  

（２）財政状態に関する分析

 ① 資産、負債及び純資産の状況

  (イ) 資産

  (ロ) 負債

  (ハ) 純資産

 ② キャッシュ・フローの状況
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(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
(注) 自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

   ※ いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

   ※ 株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

   ※ キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しています。 

   ※ 有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としており

ます。 

  

平成22年３月期決算短信（平成22年５月14日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため開示を省

略いたします。 

当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

（当社ホームページ） 

http://www.yamazaki-iron.co.jp/ir/data/results.html 

  

今後の経済状況につきましては、欧州の金融不安や円高及び原油価格の高騰等、依然として先行きの

不透明な状況が続くものと思われます。そのため、今後も同業他社との価格競争がより一層強まること

が確実視され、それに対処すべく徹底的なコスト削減を図る所存です。また、顧客に対し常に満足され

る製品の提供を継続し実現するため、人材の確保と育成も重要な課題だと考えております。 

当社グループでは、経済的に可能な範囲で東南海地震対策の整備・見直しを行っておりますが、まだ

まだ完全ではありません。地震や気象災害等の自然災害が発生した場合には、当社グループはもとよ

り、取引先を含め様々な被害を受ける可能性があるため、災害対策についても重要な課題だと考えてお

ります。 

当社グループは、当連結会計年度において、役員報酬及び管理職給与の減額、人員削減等の合理化、

収益構造の改善等様々な施策を実施した結果、営業利益、経常利益、当期純利益を計上し、業績が改善

いたしました。 

 これにより継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせる状況は存在しないものと判断し、「継続

企業の前提に関する注記」の記載を解消しております。 

  

平成20年3月期 平成21年3月期 平成22年3月期 平成23年3月期 平成24年3月期

自己資本比率(％) 34.6 34.8 29.7 28.4 26.7

時価ベースの自己資本比率
(％)

60.9 42.3 47.5 35.1 34.1

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率(％)

558.6 2,609.5 ― ― ―

インタレスト・カバレッジ・
レシオ(倍)

9.3 2.2 ― ― ―

２．経営方針

（１）会社の経営の基本方針、（２）目標とする経営指標、（３）中長期的な会社の経営戦略

（４）会社の対処すべき課題

①市場環境の変化による影響

②災害による影響

③継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせる状況の解消
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３．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23年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,080,190 1,127,649

受取手形及び売掛金 773,319 989,656

製品 42,076 31,180

仕掛品 133,121 248,598

原材料及び貯蔵品 102,829 103,529

その他 16,806 19,888

貸倒引当金 △100 －

流動資産合計 2,148,244 2,520,502

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,166,774 1,175,762

減価償却累計額 △956,613 △973,587

建物及び構築物（純額） 210,161 202,174

機械装置及び運搬具 1,578,557 1,688,024

減価償却累計額 △1,348,185 △1,367,930

機械装置及び運搬具（純額） 230,372 320,093

工具、器具及び備品 526,148 516,970

減価償却累計額 △497,126 △497,037

工具、器具及び備品（純額） 29,021 19,932

土地 786,595 786,595

有形固定資産合計 1,256,150 1,328,797

無形固定資産 17,992 15,602

投資その他の資産   

投資有価証券 173,462 182,102

長期貸付金 141,380 139,534

保険積立金 224,877 225,438

繰延税金資産 522 －

その他 78,396 88,333

貸倒引当金 △38,500 △38,274

投資その他の資産合計 580,138 597,134

固定資産合計 1,854,281 1,941,534

資産合計 4,002,525 4,462,037
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 272,950 243,235

短期借入金 1,770,000 1,700,000

1年内返済予定の長期借入金 122,069 165,989

未払事業所税 10,239 9,489

未払法人税等 7,971 18,206

賞与引当金 37,667 37,040

その他 109,308 147,335

流動負債合計 2,330,207 2,321,297

固定負債   

長期借入金 171,108 605,561

繰延税金負債 － 3,855

退職給付引当金 290,936 290,279

資産除去債務 9,493 9,493

その他 63,614 41,160

固定負債合計 535,151 950,349

負債合計 2,865,359 3,271,646

純資産の部   

株主資本   

資本金 958,400 958,400

資本剰余金 828,006 828,006

利益剰余金 △458,513 △384,873

自己株式 △85,038 △85,038

株主資本合計 1,242,854 1,316,493

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 8,625 12,642

為替換算調整勘定 △114,313 △139,303

その他の包括利益累計額合計 △105,688 △126,661

新株予約権 － 557

純資産合計 1,137,165 1,190,390

負債純資産合計 4,002,525 4,462,037
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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22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高 2,668,804 2,781,757

売上原価 2,221,467 2,164,478

売上総利益 447,336 617,279

販売費及び一般管理費   

運賃 22,236 27,465

広告宣伝費 6,623 1,584

旅費及び通信費 46,030 45,846

交際費 12,151 12,419

役員報酬 118,932 104,545

給料及び手当 151,299 142,634

賞与引当金繰入額 9,838 10,584

福利厚生費 34,625 33,125

退職給付費用 9,958 3,625

貸倒引当金繰入額 3,000 －

消耗品費 8,759 9,359

修繕費 8,183 9,381

租税公課 15,347 6,294

事業税 6,032 7,471

減価償却費 7,483 6,306

事務費 33,371 36,256

研究開発費 22,032 14,457

その他 24,612 18,664

販売費及び一般管理費合計 540,517 490,023

営業利益又は営業損失（△） △93,180 127,255

営業外収益   

受取利息 4,042 2,784

受取配当金 2,942 1,794

受取賃貸料 2,160 2,160

助成金収入 17,942 10,509

受取補償金 4,993 －

保険配当金 8 3,667

その他 9,126 3,410

営業外収益合計 41,215 24,326

営業外費用   

支払利息 31,237 35,176

手形売却損 3,800 3,292

為替差損 34,481 17,743

保険解約損 1,443 －

その他 1,532 4,411

営業外費用合計 72,494 60,622

経常利益又は経常損失（△） △124,459 90,958
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(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 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

特別利益   

固定資産売却益 1,371 1,069

投資有価証券売却益 － 658

その他 5,704 －

特別利益合計 7,076 1,728

特別損失   

固定資産売却損 713 13

固定資産除却損 3,564 934

投資有価証券売却損 147 －

減損損失 6,130 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 9,493 －

特別損失合計 20,048 948

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

△137,431 91,739

法人税、住民税及び事業税 5,081 15,037

法人税等調整額 △20,446 3,062

法人税等合計 △15,364 18,100

少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調
整前当期純損失（△）

△122,066 73,639

当期純利益又は当期純損失（△） △122,066 73,639
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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22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調
整前当期純損失（△）

△122,066 73,639

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 484 4,016

為替換算調整勘定 △30,865 △24,989

その他の包括利益合計 △30,380 △20,972

包括利益 △152,447 52,666

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 △152,447 52,666

少数株主に係る包括利益 － －
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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22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 958,400 958,400

当期末残高 958,400 958,400

資本剰余金   

当期首残高 828,006 828,006

当期末残高 828,006 828,006

利益剰余金   

当期首残高 △336,446 △458,513

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △122,066 73,639

当期変動額合計 △122,066 73,639

当期末残高 △458,513 △384,873

自己株式   

当期首残高 △85,038 △85,038

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 △85,038 △85,038

株主資本合計   

当期首残高 1,364,920 1,242,854

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △122,066 73,639

当期変動額合計 △122,066 73,639

当期末残高 1,242,854 1,316,493

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 8,140 8,625

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 484 4,016

当期変動額合計 484 4,016

当期末残高 8,625 12,642

為替換算調整勘定   

当期首残高 △83,448 △114,313

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △30,865 △24,989

当期変動額合計 △30,865 △24,989

当期末残高 △114,313 △139,303

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 △75,307 △105,688

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △30,380 △20,972

当期変動額合計 △30,380 △20,972

当期末残高 △105,688 △126,661
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(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 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

新株予約権   

当期首残高 － －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 557

当期変動額合計 － 557

当期末残高 － 557

純資産合計   

当期首残高 1,289,613 1,137,165

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △122,066 73,639

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △30,380 △20,414

当期変動額合計 △152,447 53,224

当期末残高 1,137,165 1,190,390
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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22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24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又は税金等調整前当期純
損失（△）

△137,431 91,739

減価償却費 130,021 102,444

減損損失 6,130 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,776 △504

賞与引当金の増減額（△は減少） 366 △306

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,000 △326

受注損失引当金の増減額（△は減少） △15,105 －

株式報酬費用 － 557

受取利息及び受取配当金 △6,984 △4,579

支払利息 31,237 35,176

為替差損益（△は益） 24,582 10,042

固定資産売却損益（△は益） △658 △1,056

固定資産除却損 3,564 934

投資有価証券売却損益（△は益） 147 △658

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 9,493 －

売上債権の増減額（△は増加） △276,148 △224,993

たな卸資産の増減額（△は増加） 191,807 △113,075

その他の資産の増減額（△は増加） △1,063 11,558

仕入債務の増減額（△は減少） △129,252 △24,494

未払消費税等の増減額（△は減少） 69,015 △37,056

その他の負債の増減額（△は減少） △62,594 45,902

その他 － △403

小計 △157,096 △109,097

利息及び配当金の受取額 7,599 4,009

利息の支払額 △31,352 △35,661

法人税等の支払額 △3,568 △5,785

法人税等の還付額 23,265 372

特別退職金の支払額 △79,417 －

営業活動によるキャッシュ・フロー △240,568 △146,163
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(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 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24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 △170,335 △165,200

定期預金の払戻による収入 243,000 148,935

有形固定資産の取得による支出 △34,095 △207,330

有形固定資産の売却による収入 65,526 11,373

有形固定資産の除却による支出 △9,295 －

投資有価証券の取得による支出 △599 △7,026

投資有価証券の売却による収入 33,071 4,377

貸付金の回収による収入 10,660 1,845

保険積立金の積立による支出 － △11,568

保険積立金の解約による収入 － 11,466

その他 － △119

投資活動によるキャッシュ・フロー 137,931 △213,246

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 150,000 △70,000

長期借入れによる収入 100,000 600,000

長期借入金の返済による支出 △138,836 △121,008

財務活動によるキャッシュ・フロー 111,163 408,991

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,650 △2,387

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 4,875 47,194

現金及び現金同等物の期首残高 129,479 134,355

現金及び現金同等物の期末残高 134,355 181,549
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該当事項はありません。 

  

近の有価証券報告書（平成23年６月29日提出）における記載から重要な変更がないため、開示を省

略しております。 

  

当連結会計年度より、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第２号 平成22年

６月30日)、「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第４号 平

成22年６月30日公表分)を適用しております。 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定にあたり、一定期間の勤務後に権利が確定するストッ

ク・オプションについて、権利の行使により払い込まれると仮定した場合の入金額に、ストック・オプ

ションの公正な評価額のうち、将来企業が提供されるサービスに係る分を含める方法に変更しておりま

す。 

なお、１株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。 

  

(連結損益計算書関係) 

前連結会計年度において、「営業外収益」の「その他」に含めていた「保険配当金」は、営業外収益

の総額の100分の10を超えたため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方

法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。 

この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外収益」の「その他」に表示していた

9,134千円は、「保険配当金」8千円、「その他」9,126千円として組み替えております。 

  

(会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用) 

当連結会計年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び

誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤

謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用し

ております。 

  

（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

（７）会計方針の変更

（８）表示方法の変更

（９）追加情報
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１  報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務諸表が入手可能であり、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、製品・サービス別の事業活動を展開しており、「自動二輪車等部品事業」、「工作機

械事業」の２つを報告セグメントとしております。 

「自動二輪車等部品事業」は、主に自動二輪車等の変速及び制御装置部品、エンジン部品等の製造、加

工及び販売を行っております。「工作機械事業」は、主にインデックスマシン等各種専用工作機械及びボ

ーリングヘッド等省力化設備ユニットの製造、加工及び販売を行っております。 

  

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 

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表作成に用いた会計処理の方法と概ね

同一であります。 

  

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22年４月１日  至  平成23年３月31日) 

 
(注) １  調整額は、以下のとおりであります。  

 (1) セグメント損失(△)の調整額は、セグメント間取引消去であります。 

 (2) セグメント資産の調整額は、各報告セグメントに配賦していない全社資産であります。全社資産は、主に

報告セグメントに帰属しない現金及び預金873,335千円であります。 

 (3) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、セグメント間取引消去であります。 

２  セグメント損失(△)は、連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

  

（10）連結財務諸表に関する注記事項

(セグメント情報)

(単位：千円)

報告セグメント
調整額 
(注)１

連結財務諸表
計上額(注)２自動二輪車等 

部品事業
工作機械事業 計

売上高

  外部顧客への売上高 1,086,385 1,582,419 2,668,804 ― 2,668,804

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― 53,859 53,859 △53,859 ―

計 1,086,385 1,636,279 2,722,664 △53,859 2,668,804

セグメント損失(△) △10,509 △82,636 △93,145 △35 △93,180

セグメント資産 879,574 2,003,026 2,882,600 1,119,924 4,002,525

その他の項目

  減価償却費 88,850 41,170 130,021 ― 130,021

  有形固定資産及び 
  無形固定資産の増加額

32,714 9,744 42,458 △8,363 34,095
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当連結会計年度(自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日) 

 
(注) １  調整額は、以下のとおりであります。  

 (1) セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去であります。 

 (2) セグメント資産の調整額は、各報告セグメントに配賦していない全社資産であります。全社資産は、主に

報告セグメントに帰属しない現金及び預金868,000千円であります。 

 (3) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、セグメント間取引消去であります。 

２  セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

前連結会計年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日) 

１  製品及びサービスごとの情報 

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 

  

２  地域ごとの情報 

(1) 売上高 

 
(注)  売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。 

  

(2) 有形固定資産 

 
  

３  主要な顧客ごとの情報 

   

(単位：千円)

報告セグメント
調整額 
(注)１

連結財務諸表
計上額(注)２自動二輪車等 

部品事業
工作機械事業 計

売上高

  外部顧客への売上高 927,151 1,854,606 2,781,757 ― 2,781,757

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― 243,884 243,884 △243,884 ―

計 927,151 2,098,490 3,025,642 △243,884 2,781,757

セグメント利益 29,061 135,737 164,799 △37,544 127,255

セグメント資産 938,368 2,394,317 3,332,685 1,129,351 4,462,037

その他の項目

  減価償却費 66,330 36,113 102,444 ― 102,444

  有形固定資産及び 
  無形固定資産の増加額

255,000 4,610 259,611 △46,687 212,924

(関連情報)

(単位：千円)

日本 アジア その他 合計

1,751,961 835,420 81,423 2,668,804

(単位：千円)

日本 ベトナム 合計

1,099,575 156,574 1,256,150

(単位：千円)

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

ヤマハ発動機㈱ 823,522 自動二輪車等部品事業

㈱シーケービー 342,979 工作機械事業
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当連結会計年度(自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日) 

１  製品及びサービスごとの情報 

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 

  

２  地域ごとの情報 

(1) 売上高 

 
(注)  売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。 

  

(2) 有形固定資産 

 
  

３  主要な顧客ごとの情報 

   

(単位：千円)

日本 アジア その他 合計

1,282,929 1,340,434 158,393 2,781,757

(単位：千円)

日本 ベトナム 合計

1,046,743 282,053 1,328,797

(単位：千円)

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

ヤマハ発動機㈱ 747,561 自動二輪車等部品事業

トピー実業㈱ 490,835 工作機械事業

日産自動車㈱テクニカルセンター 295,588 工作機械事業
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前連結会計年度(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(自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

前連結会計年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

当連結会計年度(自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

前連結会計年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

当連結会計年度(自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日) 

該当事項はありません。 

(報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)

(単位：千円)

報告セグメント

その他 全社・消去 合計
自動二輪車等部

品事業
工作機械事業 計

減損損失 6,130 ― 6,130 ― ― 6,130

(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)

(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
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(注) １．１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎

は、以下のとおりであります。 
  

 
  

２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

 
(注) １株当たり当期純利益に関する会計基準等の適用 

 「会計方針の変更」に記載のとおり、潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定にあたり、一定期間の勤

務後に権利が確定するストック・オプションについて、権利の行使により払い込まれると仮定した場合の入金

額に、ストック・オプションの公正な評価額のうち、将来企業が提供されるサービスに係る分を含める方法に

変更しております。 

 なお、当該会計方針の変更は遡及適用されますが、前連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益

については、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

  

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(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
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

１株当たり純資産額 261円22銭 273円32銭

１株当たり当期純利益又は１株当た
り当期純損失(△)

△28円04銭 16円92銭

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益

― 16円85銭

項目
前連結会計年度

(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
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失(△)

 当期純利益又は当期純損失(△)(千円) △122,066 73,639

 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又は当期純損失(△)(千円) △122,066 73,639

 普通株式の期中平均株式数(千株) 4,353 4,353

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

 当期純利益調整額(千円) ― ―

 普通株式増加数(千株) ― 15

 (うち新株予約権)(千株) ― (15)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
当期純利益金額の算定に含まれなかった潜在株式の概要

―

項目
前連結会計年度

(平成23年３月31日)
当連結会計年度

(平成24年３月31日)

純資産の部の合計額(千円) 1,137,165 1,190,390

純資産の部の合計額から控除する金額(千円)

(うち新株予約権) ― (557)

普通株式に係る期末の純資産額(千円) 1,137,165 1,189,832

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式
の数(千株)

4,353 4,353
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前連結会計年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

当連結会計年度(自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日) 

該当事項はありません。 
  

(重要な後発事象)
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