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

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(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 ％

25年3月期 14,712 4.1 675 △5.4 975 41.7 568 72.8
24年3月期 14,132 △4.1 714 △19.8 688 △12.1 329 28.0

（注）包括利益 25年3月期 718百万円 （172.3％） 24年3月期 264百万円 （96.2％）

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 ％ ％ ％

25年3月期 49.97 ― 6.3 6.2 4.6
24年3月期 28.90 ― 3.8 4.6 5.1

（参考） 持分法投資損益 25年3月期  ―百万円 24年3月期  ―百万円

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

25年3月期 15,824 9,336 58.8 817.16
24年3月期 15,662 8,687 55.4 761.24

（参考） 自己資本   25年3月期  9,300百万円 24年3月期  8,670百万円

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

25年3月期 1,262 2,428 △935 4,228
24年3月期 570 △4,156 1,193 1,288

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 ％ ％

24年3月期 ― 3.00 ― 3.00 6.00 68 20.8 0.8
25年3月期 ― 3.00 ― 3.00 6.00 68 12.0 0.8

26年3月期(予想) ― 3.00 ― 3.00 6.00 38.0

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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） 

 

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) 7,200 △1.4 80 △78.8 92 △66.7 61 △64.5 5.36
通期 14,700 △0.1 240 △64.5 260 △73.4 180 △68.4 15.81
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※  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 

(注）詳細は、添付資料12ページ「３. 連結財務諸表 （5）連結財務諸表に関する注記事項」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 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 278,087 株 24年3月期 269,742 株

③ 期中平均株式数 25年3月期 11,385,896 株 24年3月期 11,391,895 株

※ 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、連結財務諸表に対する監査手続が実施中です。 

※ 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、その
達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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「１. 経営成績・財政状態に関する分析（１）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、当初東北地方の震災復興による景気の下支えと、長期化する

円高から景気の不透明感がありましたが、新政権による経済政策および金融緩和の施策から円安基調に

なりつつあり、デフレからの脱却が期待されています。 

一方、世界経済では米国経済は雇用情勢が回復し個人消費がやや改善されつつありますが、中国を中

心としたアジア経済の成長ベースは鈍化の傾向にあります。 

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販売

台数は軽自動車・乗用車とも増加しました。一方、国内生産台数は欧米向けを中心に輸出が好調に増加

し、前期実績を3.1％上回りました。 

（生産、受注及び販売の状況）                         (単位：千円) 
 

こうした状況のもと当社グループは、新規取引先への拡販と、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、14,712百万円と前年同期に比べ580百万円(4.1％)の増収となりました。 

営業利益につきましては675百万円と前年同期に比べ38百万円(△5.4％)の減益でしたが、経常利益は

為替差益もあり975百万円と前年同期に比べ287百万円(41.7％)の増益となりました。  

また、当期純利益は568百万円と前年同期に比べ239百万円(72.8％)の増益となりました。 

  

①資産、負債及び純資産の状況  

当連結会計年度末の総資産は、現金及び預金、売上債権が減少したものの、有形固定資産が増加した

ことにより、前年同期に比べ161百万円増加し、15,824百万円となりました。 

負債については、借入金が減少したことにより、前年同期に比べ486百万円減少し、6,488百万円とな

りました。 

純資産については、利益剰余金が増加したことにより、前年同期に比べ648百万円増加し、9,336百万

円となりました。 

②キャッシュ・フローの状況 

キャッシュ・フローの状況について、現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、4,228百万円と

期首に比べ2,940百万円増加いたしました。 

営業活動の結果得られた資金は、前年同期に比べ691百万円増加し、1,262百万円となりました。主な

内訳は、税金等調整前当期純利益912百万円、減価償却費516百万円および法人税等の支払額300百万円

によるものであります。 

投資活動の結果得られた資金は、2,428百万円となりました（前年同期は4,156百万円の使用）。主な

内訳は、定期預金の預入による支出6,343百万円、定期預金の払戻による収入9,893百万円、有形固定資

産の取得による支出1,124百万円によるものであります。 

財務活動の結果使用した資金は、935百万円となりました(前年同期は1,193百万円の獲得)。これは、

主に長期借入金返済による支出842百万円によるものであります。 
  

当社は株主の皆様に対する配当額の決定は最重要政策として位置づけており、安定的な配当の継続を

基本に業績に応じて成果の配分を行うことを基本方針としております。また、内部留保資金につきまし

ては、企業体質の一層の強化ならびに将来の事業展開に備え新製品・新技術の開発、生産の合理化・品

質の向上を図るための投資に充当いたします。  

以上の方針に基づき、当期の配当につきましては、昨年12月に中間配当を１株につき３円とさせてい

ただき、期末配当につきましても１株につき３円とし、年間６円の配当を予定しております。 

また、次期の配当につきましても、現時点での業績予想に基づき、当期と同額の６円の配当を予定し

ております。 

１．経営成績・財政状態に関する分析

（１）経営成績に関する分析

地域別 生産高 受注高 受注残高
売上高

当連結会計年度 前連結会計年度

日本 12,748,889 87.5% 12,244,606 1,788,708 12,265,906 83.3% 12,519,991 88.6%

アメリカ 296,687 2.0   712,627 66,967 685,420 4.7   450,148 3.2  

インド 236,644 1.6  236,644 31,813 230,893 1.6  146,454 1.0 

タイ 1,301,922 8.9  1,507,710 137,236 1,530,732 10.4  1,015,437 7.2 

合計 14,584,142 100.0  14,701,587 2,024,724 14,712,952 100.0  14,132,032 100.0 

（２）財政状態に関する分析

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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経営方針 

①お客様あっての企業に徹します。 

②明るく働き甲斐のある職場を作ります。 

③環境の変化に対応します。 

行動指針 

①お客様の満足度の向上に努めます。 

②挨拶を良くし感謝の気持ちを大事にします。 

③現地・現物で創意工夫をして実践します。 

当社グループは、ステークホルダーの皆様に喜んで頂ける経営を基本方針としております。  

当社グループは、安定的かつ効率的な経営を行うことにより、業績予想に掲げる利益数値の達成を目

指してまいります。 

当社グループは、安全を基本とし品質を第一とする「お客様あっての企業」に徹するために活動を進

めます。  

お客様のニーズ、環境の変化に対応し、常にお客様に満足していただける製品、サービスの提供を目

指します。 

また、引き続き経費削減とムダの徹底排除に取り組み、経営体質改善を行い、利益が確実に出せる企

業体質を作り上げてまいります。 

今後の見通しにつきましては、政権交代を契機とした円安の進行や国内株式市場の上昇など景気回復

への期待感が高まっているものの、新興国の経済減速など下振れリスクもあり、依然として先行き不透

明な状況で推移するものと予想されます。 

このように企業を取り巻く状況が厳しいなか、当社グループは、お客様の満足度の向上に努め、品質

の向上、販売の拡大、新製品開発、生産体制の効率化をすすめ、健全で安定した企業体質づくりを行っ

てまいります。 

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
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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24年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,916,624 5,306,625 

受取手形及び売掛金 2,758,575 2,695,545 

商品及び製品 727,802 757,853 

仕掛品 452,093 435,390 

原材料及び貯蔵品 867,171 888,100 

繰延税金資産 87,002 25,183 

その他 218,607 275,724 

流動資産合計 11,027,877 10,384,424 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,088,660 1,588,564 

機械装置及び運搬具（純額） 1,096,458 1,406,949 

土地 726,116 730,560 

リース資産（純額） 120,258 82,113 

その他（純額） 131,125 171,800 

有形固定資産合計 3,162,619 3,979,988 

無形固定資産 11,572 14,600 

投資その他の資産   

投資有価証券 590,256 984,696 

繰延税金資産 22,464 19,461 

前払年金費用 679,510 287,102 

その他 177,655 163,548 

貸倒引当金 △9,550 △9,550 

投資その他の資産合計 1,460,337 1,445,259 

固定資産合計 4,634,529 5,439,848 

資産合計 15,662,406 15,824,273 
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,526,230 2,616,611 

1年内返済予定の長期借入金 841,608 838,118 

リース債務 20,451 6,379 

未払法人税等 248,003 270,667 

賞与引当金 256,810 249,404 

役員賞与引当金 20,750 27,000 

製品保証引当金 15,900 14,600 

契約損失引当金 － 155,673 

未払消費税等 62,670 3,117 

未払金 49,468 193,319 

未払費用 401,141 403,132 

設備関係支払手形 7,407 71,651 

その他 44,292 177,842 

流動負債合計 4,494,734 5,027,518 

固定負債   

長期借入金 1,926,340 1,088,407 

リース債務 15,818 8,081 

繰延税金負債 174,434 155,680 

退職給付引当金 33,710 34,490 

役員退職慰労引当金 59,712 59,334 

契約損失引当金 155,673 － 

資産除去債務 113,574 114,717 

その他 1,036 － 

固定負債合計 2,480,299 1,460,711 

負債合計 6,975,033 6,488,230 

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 7,634,431 

自己株式 △84,403 △86,069 

株主資本合計 8,900,942 9,399,701 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 146,039 223,071 

為替換算調整勘定 △376,683 △322,361 

その他の包括利益累計額合計 △230,643 △99,289 

少数株主持分 17,073 35,631 

純資産合計 8,687,372 9,336,042 

負債純資産合計 15,662,406 15,824,273 
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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23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

売上高 14,132,032 14,712,952 

売上原価 12,227,849 12,805,843 

売上総利益 1,904,182 1,907,109 

販売費及び一般管理費   

販売費 646,998 646,678 

一般管理費 543,122 585,256 

販売費及び一般管理費合計 1,190,121 1,231,934 

営業利益 714,061 675,174 

営業外収益   

受取利息 30,317 18,311 

受取配当金 12,226 11,991 

為替差益 － 289,548 

保険配当金 2,723 2,918 

助成金収入 15,967 2,140 

保険解約返戻金 14,687 341 

雑収入 8,632 10,738 

営業外収益合計 84,554 335,990 

営業外費用   

支払利息 43,785 31,888 

障害者雇用納付金 1,050 2,400 

為替差損 64,731 － 

雑損失 460 909 

営業外費用合計 110,027 35,197 

経常利益 688,589 975,967 

特別利益   

固定資産売却益 122 3,557 

投資有価証券売却益 1 － 

特別利益合計 123 3,557 

特別損失   

固定資産売却損 2,510 880 

固定資産除却損 16,867 6,226 

減損損失 25,101 － 

のれん一括償却額 11,747 － 

契約損失引当金繰入額 155,673 － 

退職給付信託一部返還に伴う影響額 － 59,831 

特別損失合計 211,899 66,938 

税金等調整前当期純利益 476,813 912,585 

法人税、住民税及び事業税 244,332 322,894 

法人税等調整額 △113,638 4,851 

法人税等合計 130,693 327,745 

少数株主損益調整前当期純利益 346,119 584,839 

少数株主利益 16,943 15,920 

当期純利益 329,175 568,919 
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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23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 346,119 584,839 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 14,959 77,031 

為替換算調整勘定 △97,078 56,959 

その他の包括利益合計 △82,118 133,991 

包括利益 264,000 718,831 

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 246,458 700,273 

少数株主に係る包括利益 17,542 18,557 
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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23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 1,093,978 1,093,978 

当期末残高 1,093,978 1,093,978 

資本剰余金   

当期首残高 757,360 757,360 

当期末残高 757,360 757,360 

利益剰余金   

当期首残高 6,873,314 7,134,006 

当期変動額   

剰余金の配当 △68,356 △68,327 

当期純利益 329,175 568,919 

自己株式の処分 △126 △167 

当期変動額合計 260,692 500,424 

当期末残高 7,134,006 7,634,431 

自己株式   

当期首残高 △83,416 △84,403 

当期変動額   

自己株式の取得 △1,466 △2,175 

自己株式の処分 478 509 

当期変動額合計 △987 △1,665 

当期末残高 △84,403 △86,069 

株主資本合計   

当期首残高 8,641,237 8,900,942 

当期変動額   

剰余金の配当 △68,356 △68,327 

当期純利益 329,175 568,919 

自己株式の取得 △1,466 △2,175 

自己株式の処分 352 342 

当期変動額合計 259,705 498,759 

当期末残高 8,900,942 9,399,701 
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成25年３月31日) 

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 131,080 146,039 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 14,959 77,031 

当期変動額合計 14,959 77,031 

当期末残高 146,039 223,071 

為替換算調整勘定   

当期首残高 △279,006 △376,683 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △97,676 54,322 

当期変動額合計 △97,676 54,322 

当期末残高 △376,683 △322,361 

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 △147,926 △230,643 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △82,717 131,354 

当期変動額合計 △82,717 131,354 

当期末残高 △230,643 △99,289 

少数株主持分   

当期首残高 440 17,073 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 16,633 18,557 

当期変動額合計 16,633 18,557 

当期末残高 17,073 35,631 

純資産合計   

当期首残高 8,493,750 8,687,372 

当期変動額   

剰余金の配当 △68,356 △68,327 

当期純利益 329,175 568,919 

自己株式の取得 △1,466 △2,175 

自己株式の処分 352 342 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △66,083 149,911 

当期変動額合計 193,621 648,670 

当期末残高 8,687,372 9,336,042 
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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23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25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 476,813 912,585 

減価償却費 584,310 516,326 

減損損失 25,101 － 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △124 － 

賞与引当金の増減額（△は減少） 17,530 △7,405 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 1,450 6,250 

製品保証引当金の増減額（△は減少） 5,000 △1,300 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,081 780 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △6,076 △377 

契約損失引当金の増減額（△は減少） 155,673 － 

受取利息及び受取配当金 △42,544 △30,303 

支払利息 43,785 31,888 

為替差損益（△は益） 31,664 △213,258 

有形固定資産売却益 △122 △3,557 

有形固定資産除売却損 19,377 7,107 

投資有価証券売却損益（△は益） △1 － 

のれん一括償却額 11,747 － 

退職給付信託一部返還に伴う影響額 － 59,831 

売上債権の増減額（△は増加） △283,605 87,510 

たな卸資産の増減額（△は増加） △50,376 9,476 

仕入債務の増減額（△は減少） △167,903 71,457 

未払消費税等の増減額（△は減少） 23,758 △59,954 

前払年金費用の増減額（△は増加） △27,830 56,811 

その他の資産の増減額（△は増加） △66,096 △14,359 

その他の負債の増減額（△は減少） 53,584 138,398 

小計 808,196 1,567,908 

利息及び配当金の受取額 42,114 27,801 

利息の支払額 △40,437 △32,871 

法人税等の支払額 △239,094 △300,418 

営業活動によるキャッシュ・フロー 570,779 1,262,420 
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成25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 △11,812,854 △6,343,093 

定期預金の払戻による収入 8,072,710 9,893,153 

有形固定資産の取得による支出 △415,541 △1,124,620 

有形固定資産の売却による収入 2,974 9,989 

無形固定資産の取得による支出 △2,585 △5,415 

投資有価証券の売却による収入 2 － 

貸付けによる支出 △6,144 △1,300 

貸付金の回収による収入 8,328 9,558 

子会社株式の取得による支出 △12,656 － 

その他の支出 △10,214 △10,981 

その他の収入 19,874 1,152 

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,156,106 2,428,443 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 141,708 － 

短期借入金の返済による支出 △141,708 － 

長期借入れによる収入 2,000,000 － 

長期借入金の返済による支出 △712,977 △842,348 

自己株式の売却による収入 352 342 

自己株式の取得による支出 △1,466 △2,175 

リース債務の返済による支出 △23,741 △22,966 

配当金の支払額 △68,409 △68,032 

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,193,757 △935,179 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △67,236 184,376 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,458,804 2,940,061 

現金及び現金同等物の期首残高 3,747,575 1,288,770 

現金及び現金同等物の期末残高 1,288,770 4,228,832 
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該当事項はありません。 

（減価償却方法の変更） 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、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、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しておりま

す。 

これにより、従来の方法に比べて、当連結会計年度の減価償却費が7,725千円減少し、営業利

益、経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ7,725千円増加しております。 

（５）連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

(会計方針の変更)
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１ 報告セグメントの概要 

当社グループの報告セグメントは、分離された財務情報が入手可能であり、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、主に自動車部品等を生産・販売しており、日本には親会社である尾張精機株式会社

(当社)を始め、国内子会社には株式会社守山製作所、株式会社江南螺子製作所、株式会社美濃コーティ

ング、海外子会社にはアメリカにOSR,INC.、インドにOWARI PRECISION PRODUCTS(INDIA)PVT.LTD.、タ

イにOYT CO.，LTD.があり、計７社で構成しております。  

 現地法人はそれぞれ独立した経営単位であり、取り扱う製品について各国の包括的な戦略を立案し、

事業活動を展開しております。  

 したがって当社グループは、生産・販売を基礎とした国別セグメントから構成されており、「日

本」、「アメリカ」、「インド」及び「タイ」の４つを報告セグメントとしております。  

 「日本」では、精密鍛造品、ねじ類、航空機部品を生産、「アメリカ」は、ねじ類を生産、「イン

ド」及び「タイ」は、精密鍛造品を生産しております。 

  

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に関する情報 

前連結会計年度(自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日) 

(単位：千円) 

 
(注) １. セグメント利益、セグメント資産、セグメント負債およびその他の項目の調整額には、セグメント間取引消

去額を表示しております。 

２. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。 

  

(セグメント情報等)

(セグメント情報)

報告セグメント

合計
調整額 
(注１)

連結 
財務諸表 
計上額 
(注２)日本 アメリカ インド タイ 計

売上高

 外部顧客への売上高 12,519,991 450,148 146,454 1,015,437 14,132,032 14,132,032 ― 14,132,032

 セグメント間の内部 
 売上高又は振替高

395,247 ― ― ― 395,247 395,247 △395,247 ―

計 12,915,239 450,148 146,454 1,015,437 14,527,279 14,527,279 △395,247 14,132,032

セグメント利益 559,344 △5,117 19,461 111,792 685,480 685,480 3,108 688,589

セグメント資産 15,339,425 275,225 423,920 592,455 16,631,026 16,631,026 △968,619 15,662,406

セグメント負債 6,766,007 171,227 62,783 471,329 7,471,347 7,471,347 △496,313 6,975,033

その他の項目

  減価償却費 499,927 21,433 18,066 44,883 584,310 584,310 ― 584,310

 受取利息 15,064 63 19,891 1,289 36,308 36,308 △5,990 30,317

 支払利息 42,504 1,294 17 5,958 49,775 49,775 △5,990 43,785

 有形固定資産及び 
 無形固定資産の増加額

259,134 3,615 151,315 25,111 439,175 439,175 ― 439,175
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当連結会計年度(自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日) 

(単位：千円) 

 
(注) １ セグメント利益又は損失、セグメント資産、セグメント負債およびその他の項目の調整額には、セグメン

ト間取引消去額を表示しております。 

２ セグメント利益は、連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。 

  

 
(注) １.潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。 

２.１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎 

 
  

該当事項はありません。 

報告セグメント

合計
調整額 
(注１)

連結 
財務諸表 
計上額 
(注２)日本 アメリカ インド タイ 計

売上高

 外部顧客への売上高 12,265,906 685,420 230,893 1,530,732 14,712,952 14,712,952 ― 14,712,952

 セグメント間の内部 
 売上高又は振替高

605,848 ― ― ― 605,848 605,848 △605,848 ―

計 12,871,754 685,420 230,893 1,530,732 15,318,800 15,318,800 △605,848 14,712,952

セグメント利益 803,969 5,882 8,798 161,424 980,076 980,076 △4,109 975,967

セグメント資産 15,064,402 582,140 566,810 854,351 17,067,705 17,067,705 △1,243,432 15,824,273

セグメント負債 6,049,300 465,462 186,975 553,507 7,255,246 7,255,246 △767,016 6,488,230

その他の項目

  減価償却費 392,363 25,875 44,969 53,117 516,326 516,326 ― 516,326

 受取利息 16,990 79 7,701 1,657 26,429 26,429 △8,117 18,311

 支払利息 30,956 3,166 128 5,754 40,006 40,006 △8,117 31,888

 有形固定資産及び 
 無形固定資産の増加額

1,030,032 71,172 125,587 102,862 1,329,654 1,329,654 ― 1,329,654

(１株当たり情報)

項目
前連結会計年度

(自 平成23年４月１日)
 至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日)
 至 平成25年３月31日)

１株当たり純資産額

１株当たり当期純利益金額

761.24円

28.90円

817.16円

49.97円

項目
前連結会計年度

(自 平成23年４月１日)
至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日)
至 平成25年３月31日)

当期純利益(千円)

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(千円)

普通株式の期中平均株式数(千株)

329,175

―

329,175

11,391

568,919

―

568,919

11,385

(重要な後発事象)
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(1) 代表者の異動  

  該当事項はありません。  

  

(2) その他の役員の異動 

  

  新任取締役候補 
 取 締 役  兵藤 光司 〔現 顧問〕 

４．役員の異動

（１）役員の異動（平成25年6月21日付予定）
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