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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第1四半期 3,758 23.9 267 948.3 207 ― 86 ―
24年3月期第1四半期 3,033 △18.2 25 △83.2 △17 ― △48 ―

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 105百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 △31百万円 （―％）

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

25年3月期第1四半期 7.62 ―
24年3月期第1四半期 △4.24 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第1四半期 15,641 8,758 55.9
24年3月期 15,662 8,687 55.4

（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  8,737百万円 24年3月期  8,670百万円

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

24年3月期 ― 3.00 ― 3.00 6.00
25年3月期 ―

25年3月期（予想） 3.00 ― 3.00 6.00

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）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率） 

（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

第2四半期(累計) 7,100 6.5 260 7.0 140 8.5 100 38.0 8.78
通期 14,500 2.6 510 △28.6 380 △44.8 200 △39.2 17.56

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 

(注）第１四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区分することが困難な場合」に該当しております。詳細
は、添付資料２ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧下さい。 

(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。 

※  注記事項

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   ：  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   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期1Q 11,659,500 株 24年3月期 11,659,500 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 270,662 株 24年3月期 269,742 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 11,389,298 株 24年3月期1Q 11,394,701 株



 

  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………２ 

（１）連結経営成績に関する定性的情報 …………………………………………………２ 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 …………………………………………………２ 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 …………………………………………………２ 

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項 ………………………………………………２ 

（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 

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ……………………………２ 

（３）会計方針の変更・会計上の見積り変更・修正再表示 ……………………………２ 

３．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………３ 

（１）四半期連結貸借対照表 ………………………………………………………………３ 

（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 …………………………５ 

四半期連結損益計算書 ………………………………………………………………５ 

四半期連結包括利益計算書 …………………………………………………………５ 

（３）継続企業の前提に関する注記 ………………………………………………………７ 

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ………………………………７ 

  

○添付資料の目次

尾張精機株式会社（7249） 平成25年３月期第１四半期決算短信

-1-



 

当第１四半期連結累計期間のわが国経済は、東日本大震災の影響による生産活動の低迷から緩やかな

持ち直しが見受けられましたが、中国をはじめとした新興国の成長に鈍化傾向もみられ、景気の先行き

は不透明な状況で推移いたしました。  

このような経済情勢のなかで、当社グループ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、エコカー減税の後押しもあり、前年同四半期に比べ小型車、軽自動車ともに増加いたしまし

た。  

こうした状況のもと当社グループは、お客様の信頼をいただくため販売の強化をはかり、競争力の高

い高品質の製品づくりに努めた結果、売上高は3,758百万円となり前年同四半期に比べ724百万円

(23.9％)増加いたしました。  

この売上高の増加により、営業利益は267百万円と前年同四半期に比べ242百万円(948.3％)、経常利

益は207百万円と前年同四半期に比べ224百万円(前年同四半期は経常損失17百万円)増加いたしました。 

 また、四半期純利益は86百万円と前年同四半期に比べ135百万円(前年同四半期は四半期純損失48百万

円)増加いたしました。 

  

当第１四半期連結会計期間末の総資産は主に、現金及び預金の増加、投資有価証券の減少により、

15,641百万円となり、前連結会計年度末に比べ20百万円減少いたしました。  

負債については、仕入債務が増加したものの、借入金が減少したことにより前連結会計年度末に比べ

91百万円減少し、6,883百万円となりました。 

純資産については71百万円増加し、8,758百万円となりました。 

  

平成25年３月期の連結業績予想につきましては、平成24年５月11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。 

  

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月

１日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却費の方法に変更して

おります。 

なお、これによる当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に

与える影響は軽微であります。 

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(注記事項)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

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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４．四半期連結財務諸表
（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,916,624 6,085,963

受取手形及び売掛金 2,758,575 2,808,285

商品及び製品 727,802 692,551

仕掛品 452,093 452,870

原材料及び貯蔵品 867,171 877,907

繰延税金資産 87,002 78,322

その他 218,607 107,927

流動資産合計 11,027,877 11,103,826

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,088,660 1,069,769

機械装置及び運搬具（純額） 1,096,458 1,156,583

土地 726,116 728,758

リース資産（純額） 120,258 110,738

その他（純額） 131,125 92,457

有形固定資産合計 3,162,619 3,158,308

無形固定資産 11,572 11,571

投資その他の資産

投資有価証券 590,256 536,170

繰延税金資産 22,464 23,006

前払年金費用 679,510 655,971

その他 177,655 162,578

貸倒引当金 △9,550 △9,550

投資その他の資産合計 1,460,337 1,368,176

固定資産合計 4,634,529 4,538,055

資産合計 15,662,406 15,641,882
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,526,230 2,683,437

1年内返済予定の長期借入金 841,608 842,048

リース債務 20,451 17,520

未払法人税等 248,003 121,584

賞与引当金 256,810 353,342

役員賞与引当金 20,750 4,500

製品保証引当金 15,900 12,200

未払消費税等 62,670 45,025

未払金 49,468 93,723

未払費用 401,141 421,898

設備関係支払手形 7,407 －

その他 44,292 38,812

流動負債合計 4,494,734 4,634,092

固定負債

長期借入金 1,926,340 1,715,938

リース債務 15,818 13,426

繰延税金負債 174,434 163,919

退職給付引当金 33,710 34,973

役員退職慰労引当金 59,712 50,242

資産除去債務 113,574 113,862

契約損失引当金 155,673 155,673

その他 1,036 1,096

固定負債合計 2,480,299 2,249,131

負債合計 6,975,033 6,883,223

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 7,134,006 7,186,616

自己株式 △84,403 △84,619

株主資本合計 8,900,942 8,953,335

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 146,039 110,978

為替換算調整勘定 △376,683 △327,186

その他の包括利益累計額合計 △230,643 △216,207

少数株主持分 17,073 21,530

純資産合計 8,687,372 8,758,658

負債純資産合計 15,662,406 15,641,882
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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23年４月１日

 至 平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
 至 平成24年６月30日)

売上高 3,033,181 3,758,032

売上原価 2,727,076 3,190,703

売上総利益 306,105 567,328

販売費及び一般管理費

販売費 144,331 156,127

一般管理費 136,228 143,412

販売費及び一般管理費合計 280,559 299,539

営業利益 25,545 267,789

営業外収益

受取利息 8,967 4,465

受取配当金 3,893 4,608

製品保証引当金戻入額 － 3,700

その他 7,218 1,678

営業外収益合計 20,080 14,452

営業外費用

支払利息 11,709 8,688

為替差損 50,316 65,524

その他 790 1,000

営業外費用合計 62,817 75,212

経常利益又は経常損失（△） △17,191 207,028

固定資産売却益 79 2,858

特別利益合計 79 2,858

特別損失

固定資産売却損 1,821 22

固定資産除却損 2,664 0

特別損失合計 4,486 22

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（△）

△21,598 209,865

法人税、住民税及び事業税 10,916 102,849

法人税等調整額 6,189 17,274

法人税等合計 17,105 120,124

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（△）

△38,703 89,740

少数株主利益 9,618 2,962

四半期純利益又は四半期純損失（△） △48,321 86,778
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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23年４月１日

 至 平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
 至 平成24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（△）

△38,703 89,740

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △5,891 △35,060

為替換算調整勘定 13,042 50,991

その他の包括利益合計 7,151 15,930

四半期包括利益 △31,552 105,671

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △41,622 101,214

少数株主に係る四半期包括利益 10,069 4,456
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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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