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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 3,771 △20.3 192 △14.3 280 5.4 169 17.1
24年3月期 4,733 19.9 223 12.0 266 16.2 144 28.7

（注）包括利益 25年3月期 213百万円 （54.7％） 24年3月期 138百万円 （128.6％）

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 42.43 ― 2.9 4.1 5.1
24年3月期 36.23 ― 2.5 3.9 4.7

（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 6,891 5,982 86.8 1,495.90
24年3月期 6,898 5,828 84.5 1,457.48

（参考） 自己資本   25年3月期  5,982百万円 24年3月期  5,828百万円

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 470 △599 △56 544
24年3月期 460 △744 △68 724

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 ― ― ― 15.00 15.00 59 41.4 1.0
25年3月期 ― ― ― 15.00 15.00 59 35.4 1.0

26年3月期(予想) ― ― ― 15.00 15.00 66.6

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) 1,680 △8.1 80 △50.0 110 △38.8 70 △34.6 17.50
通期 3,580 △5.1 90 △53.1 140 △50.1 90 △47.0 22.51



※  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） 「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第14条の７（会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合）に該
当するものであります。詳細は、添付資料Ｐ．14「４．連結財務諸表（５）連結財務諸表に関する注記事項（会計方針の変更）」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 4,000,000 株 24年3月期 4,000,000 株

② 期末自己株式数 25年3月期 934 株 24年3月期 934 株

③ 期中平均株式数 25年3月期 3,999,066 株 24年3月期 3,999,066 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成25年3月期の個別業績（平成24年4月1日～平成25年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(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 ％

25年3月期 3,626 △22.4 189 △25.8 266 △10.0 155 ―

24年3月期 4,675 25.7 255 34.9 296 32.9 △218 ―

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

25年3月期 38.86 ―

24年3月期 △54.66 ―

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 6,805 5,989 88.0 1,497.75
24年3月期 6,902 5,861 84.9 1,465.65

（参考） 自己資本 25年3月期  5,989百万円 24年3月期  5,861百万円

2. 平成26年 3月期の個別業績予想（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）

※ 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 
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P．２「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。 

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) 1,570 △11.2 80 △50.5 110 △41.1 70 △38.6 17.50
通期 3,370 △7.1 80 △57.8 130 △51.2 80 △48.5 20.00
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(1）経営成績に関する分析 

（当期の経営成績） 

  当連結会計年度におけるわが国経済は、年度前半は東日本大震災からの復興需要やエコカー補助金などの政策効

 果に支えられ緩やかな回復基調が見られました。 

  年度後半は円高是正に伴う輸出環境の改善による景気回復が期待されましたが、世界経済の下振れ懸念などによ

 り先行きは不透明な状況が続きました。 

  このような環境の中、当社グループは顧客にコストメリットのある商品を提案提供し、利益改善を 重要項目と

 して会社経営をしてまいりました。 

  その結果、当連結会計年度の売上高は3,771百万円（前年同期比20.3％減）、経常利益280百万円（前年同期比 

 5.4％増）、当期純利益169百万円（前年同期比17.1％増）となりました。 

  

  セグメントの業績は、次のとおりであります。 

（自動車部品製造事業） 

  新規に農機具のエンジン部品加工を年間に渡り受注しましたが、完成車メーカーの海外生産シフトの加速等に伴

 う四輪部品の一部量産契約終了が響き、自動車部品製造事業の売上高は2,015百万円（前年同期比33.5％減）、営 

 業利益は82百万円（前年同期比67.2％減）となりました。 

  子会社SAKURAI VIETNAM CO.,LTDにおいては、二輪部品から付加価値の高い四輪部品に生産品を換えたことによ 

 り、黒字転換となりました。  

（工作機械製造事業） 

  工作機械業界におきましては、今年度も引き続きアジアの新興国等を中心とした好調な外需に支えられ堅調に推

 移しました。一方、内需は、設備投資を控える動きが広がりました。 

  その結果、ロータリーフライス盤、ターレックス（汎用工作機械）等の販売が増加し、工作機械製造事業の売上

 高は1,755百万円（前年同期比3.2％増）となりました。 

  営業利益は、比較的利益率の高いロータリーフライス盤、ターレックス（汎用工作機械）の売上増や標準化によ

 る原価低減を実現したことが主な要因となり、110百万円（前年同期は営業損失26百万円）となりました。 

（次期の見通し） 

  今後の見通しにつきましては、景気は持ち直しの動きを見せており、自動車業界においては円高是正されてきま

 したが、国内の生産量の拡大は見込めず、先行きは不透明な状況となります。 

  

 現時点における次期の連結業績の見通しにつきましては、次のとおりであります。 

 （連結業績予想） 

     売上高     3,580百万円  （前年同期比 5.1％減） 

     経常利益     140百万円  （前年同期比50.1％減） 

     当期純利益      90百万円  （前年同期比47.0％減）  

  

  今後も海外子会社であるSAKURAI VIETNAM CO.,LTD及びSAKURAI U.S.A.,Co.と連携した営業活動を展開しグル 

 ープ全体の収益確保に努めてまいります。 

  

(2）財政状態に関する分析 

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前連結会計年度末に比べ７百万円減少し、6,891百万円となりました。 

  流動資産は、前連結会計年度末に比べ126百万円増加し、3,591百万円となりました。これは、主に有価証券の増

 加等によるものであります。 

  固定資産は、前連結会計年度末に比べ133百万円減少し、3,299百万円となりました。これは、主に減価償却等に

 よるものであります。 

  流動負債は、前連結会計年度末に比べ146百万円減少し、422百万円となりました。これは、主に買掛金の減少等

 によるものであります。 

  固定負債は、前連結会計年度末に比べ14百万円減少し、486百万円となりました。これは主に退職給付引当金の 

 減少等によるものであります。 

  純資産は、前連結会計年度末に比べ153百万円増加し、5,982百万円となりました。これは、主に利益剰余金の増

 加等によるものであります。   

１．経営成績・財政状態に関する分析

（株）桜井製作所（7255）平成25年３月期　決算短信

-2-



②キャッシュ・フローの状況に関する分析 

  当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物は、税金等調整前当期純利益が271百万円（前年同期 

 比5.8％増）と前連結会計年度を上回りましたが、譲渡性預金預入支出の増加等の要因により、前連結会計年度末 

 に比べ180百万円減少し、当連結会計年度末には544百万円となりました。 

  当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因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） 

  営業活動によるキャッシュ・フローは470百万円の獲得（前年同期は460百万円の獲得）となりました。これは、

 主に税金等調整前当期純利益の増加、売上債権の増減額の増加等によるものであります。 

（投資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・フローは599百万円の使用（前年同期は744百万円の使用）となりました。これは、

 主に譲渡性預金預入支出等によるものであります。 

（財務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・フローは56百万円の使用（前年同期は68百万円の使用）となりました。これは配当

 金の支払によるものであります。 

キャッシュ・フロー指標 

  

（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 

債務償還年数：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います。 

※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あります。  

※キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・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にしています。 

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

  当社は株主の皆様に対して収益状況に対応した安定的な配当を継続することが重要であると認識しています。 

  将来の事業展開を視野に入れ、経営基礎の強化のため株主資本の充実を図りつつ、長期的に安定した利益還元に

 努めることを基本方針としております。 

  当期は非常に厳しい状況の中での経営となりましたが、株主重視姿勢をより明確にするため、当期配当につきま

 しては、１株当たり15円の配当予定としています。 

  なお、次期につきましては厳しい経営環境ではありますが１株当たり15円の計画としております。 

  

  
第61期 

 平成21年３月期
第62期

 平成22年３月期
第63期

 平成23年３月期
第64期 

 平成24年３月期 
第65期

 平成25年３月期

自己資本比率 85.6％ 85.4％ 85.1％ 84.5％ 86.8％ 

時価ベースの自己資本比率 32.4％ 34.4％ 31.0％ 41.9％ 36.1％ 

債務償還年数 0.0年         －         0.1年         0.0年         － 

インタレスト・カバレッジ・

レシオ 
167.1倍         － 254.3倍 590.4倍 1,294.0倍 
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（4）事業等のリスク  

  １. 事業内容について 

  ① 自動車部品製造について 

    当事業では自動車部品のトランスミッションを中心に、クルマの中核を担う部品加工でこれまでに多くの実

   績を残し技術レベルの高さを背景に、自動車メーカー数社に高精度機能部品を提供しています。 

    また、四輪車以外にも中型、大型二輪車のエンジン関連部品、船外機、農業機械に使用される汎用機のエン

   ジン関連部品等も供給しております。 

    すべての部品について競合会社とのコスト競争が一層厳しくなり、当社の経営に影響を与える可能性があり

   ます。 

  ② 工作機械製造事業について 

    当事業では基幹産業である自動車業界を中心に工作機械のなかでも独自の発想のもとに開発された、専用工

   作機械分野にて国内、海外に多くの機械を供給しています。 

    市場での新技術の開発、新システムの採用、新製品販売等の減少による経営成績に与える影響を軽減するた

   め当社自動車部品製造事業で実績のある製造ノウハウを活かした新製品開発力をつけ顧客密着型営業活動を行

   っています。 

    しかし当社の専用工作機械関連は競合するメーカーも多く、受注量の確保等のため価格競争により販売価格

   が低下する傾向もあり、業績に影響を与える可能性があります。 

    また、納入先も国内はもとより海外向が増加し製品の欠陥等に対するクレームによる製造物責任により当社

   の経営成績に重大な影響を与える可能性があります。 

  ２. 為替相場の変動による影響について 

    当社の自動車部品製造事業では海外子会社のSAKURAI VIETNAM CO., LTDへの技術支援費、売掛債権、また、

      工作機械製造事業においては海外向取引先との米国ドル建取引等があります。 

    これらの為替レートの変動により、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。  
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 当社グループは、株式会社桜井製作所（本社）、子会社２社及びその他の関係会社１社により構成されており、自動

車部品及び工作機械の製造販売を主な事業内容としております。 

 当社グループの事業内容及び当社と関係会社の事業系統図は次のとおりであります。  

  

  

 【事業系統図】 

２．企業集団の状況

 会社名   事業内容 

 株式会社桜井製作所  

自動車部品、オートバイ部品、汎用機部品の製造販売 

ターレックス（多軸ヘッド交換型専用機）、ロータリーフライス盤、 

各種専用機械等工作機械の製造販売  

 SAKURAI VIETNAM CO., LTD  
自動車部品、オートバイ部品の製造販売 

工作機械及び精密機械部品の製造  

 SAKURAI U.S.A.,Co. 工作機械の販売、メンテナンス、アフターケア  

 桜井興産株式会社 不動産の賃貸  
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(1）会社の経営の基本方針 

 ①社会への奉仕 

 ②顧客への奉仕 

 ③個人能力の向上 

 ④技術開発への取組 

  当社では、モノ作りで社会に貢献することを使命と考え、事業活動を行っております。  

  

(2）中長期的な会社の経営戦略と会社の対処すべき課題  

 今後とも当社グループを取り巻く競争環境はますます激化していくものと思われます。当社グループは、自動車部

品加工と工作機械の結合企業として存続してまいりました。その特色をより一層高め、お客様のあらゆるニーズによ

り速く的確に対応し、自動車部品および工作機械分野において顧客ニーズを超越した製品づくりに励んでまいりま

す。また、それに耐えうる技術力を磨き、納期、品質、コスト面でのさらなる向上に努め、新規顧客の開拓を積極的

に展開してまいります。 

 また、技術の継承も会社の重要な課題として対処してまいります。  

  

(3）目標とする経営指標  

 当社は株主価値重視のＲＯＥ（自己資本当期純利益率）の向上を基本的な目標としております。 

 また、経営効率の面では原価の低減を重視し、売上高経常利益率も重要な経営指標としております。 

  

３．経営方針
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４．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 1,224,976 644,915

受取手形及び売掛金 892,957 731,502

電子記録債権 10,810 7,800

有価証券 800,000 1,700,000

製品 29,974 38,217

仕掛品 422,443 385,462

原材料 70,359 46,585

繰延税金資産 7,934 5,701

その他 6,766 31,796

貸倒引当金 △996 △562

流動資産合計 3,465,226 3,591,419

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 654,027 631,237

機械装置及び運搬具（純額） 983,950 809,660

土地 638,912 638,912

その他（純額） 28,307 36,303

有形固定資産合計 2,305,197 2,116,114

無形固定資産 13,250 13,384

投資その他の資産   

投資有価証券 379,445 439,029

組合預け金 456,207 448,152

その他 279,467 283,309

投資その他の資産合計 1,115,120 1,170,491

固定資産合計 3,433,569 3,299,991

資産合計 6,898,795 6,891,410
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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   

買掛金 270,273 178,591

未払金 124,689 155,054

１年内返済建物等未払金 13,446 －

未払法人税等 58,958 26,222

未払消費税等 19,736 4,167

役員賞与引当金 － 5,800

前受金 66,995 35,256

その他 15,445 17,893

流動負債合計 569,543 422,986

固定負債   

繰延税金負債 105,377 144,032

退職給付引当金 266,691 209,018

役員退職慰労引当金 18,180 18,180

資産除去債務 51,114 55,557

その他 59,341 59,432

固定負債合計 500,705 486,221

負債合計 1,070,248 909,207

純資産の部   

株主資本   

資本金 200,700 200,700

資本剰余金 25,563 25,563

利益剰余金 5,612,055 5,721,730

自己株式 △771 △771

株主資本合計 5,837,548 5,947,223

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 158,578 191,501

為替換算調整勘定 △167,579 △156,523

その他の包括利益累計額合計 △9,001 34,978

純資産合計 5,828,546 5,982,202

負債純資産合計 6,898,795 6,891,410
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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 4,733,293 3,771,084

売上原価 3,932,092 3,061,283

売上総利益 801,201 709,801

販売費及び一般管理費 577,206 517,726

営業利益 223,995 192,075

営業外収益   

受取利息 4,572 5,751

受取配当金 7,275 8,908

受取賃貸料 51,508 49,106

助成金収入 2,158 2,706

為替差益 － 29,698

雑収入 11,142 11,514

営業外収益合計 76,658 107,685

営業外費用   

支払利息 780 363

賃貸収入原価 16,992 16,359

為替差損 16,264 －

雑損失 206 2,270

営業外費用合計 34,244 18,993

経常利益 266,408 280,767

特別利益   

固定資産売却益 31 1,512

特別利益合計 31 1,512

特別損失   

固定資産売却損 3,865 463

固定資産廃棄損 5,998 9,260

投資有価証券評価損 － 1,131

特別損失合計 9,864 10,856

税金等調整前当期純利益 256,576 271,423

法人税、住民税及び事業税 103,900 79,017

法人税等調整額 7,808 22,744

法人税等合計 111,708 101,762

少数株主損益調整前当期純利益 144,867 169,661

当期純利益 144,867 169,661
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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 144,867 169,661

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 11,256 32,923

為替換算調整勘定 △17,987 11,056

その他の包括利益合計 △6,731 43,979

包括利益 138,136 213,641

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 138,136 213,641
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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 200,700 200,700

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 200,700 200,700

資本剰余金   

当期首残高 25,563 25,563

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 25,563 25,563

利益剰余金   

当期首残高 5,527,174 5,612,055

当期変動額   

剰余金の配当 △59,985 △59,985

当期純利益 144,867 169,661

当期変動額合計 84,881 109,675

当期末残高 5,612,055 5,721,730

自己株式   

当期首残高 △771 △771

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 △771 △771

株主資本合計   

当期首残高 5,752,666 5,837,548

当期変動額   

剰余金の配当 △59,985 △59,985

当期純利益 144,867 169,661

当期変動額合計 84,881 109,675

当期末残高 5,837,548 5,947,223
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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 147,322 158,578

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 11,256 32,923

当期変動額合計 11,256 32,923

当期末残高 158,578 191,501

為替換算調整勘定   

当期首残高 △149,592 △167,579

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △17,987 11,056

当期変動額合計 △17,987 11,056

当期末残高 △167,579 △156,523

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 △2,269 △9,001

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △6,731 43,979

当期変動額合計 △6,731 43,979

当期末残高 △9,001 34,978

純資産合計   

当期首残高 5,750,396 5,828,546

当期変動額   

剰余金の配当 △59,985 △59,985

当期純利益 144,867 169,661

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △6,731 43,979

当期変動額合計 78,150 153,655

当期末残高 5,828,546 5,982,202
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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 256,576 271,423

減価償却費 364,604 324,148

退職給付引当金の増減額（△は減少） △24,978 △57,673

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △6,000 5,800

貸倒引当金の増減額（△は減少） 151 △434

受取利息及び受取配当金 △11,848 △14,659

支払利息 780 363

固定資産廃棄損 5,998 9,260

固定資産売却損益（△は益） 3,833 △1,049

投資有価証券評価損益（△は益） － 1,131

売上債権の増減額（△は増加） △69,130 135,304

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,505 53,727

仕入債務の増減額（△は減少） 112,529 △92,870

未払消費税等の増減額（△は減少） 15,091 △15,568

その他 △81,699 △51,431

小計 562,403 567,474

利息及び配当金の受取額 11,848 14,659

利息の支払額 △780 △363

法人税等の納付額 △112,828 △111,455

営業活動によるキャッシュ・フロー 460,642 470,314

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 △900,000 △100,000

定期預金の払戻による収入 1,213,000 500,000

譲渡性預金の預入による支出 △1,900,000 △3,300,000

譲渡性預金の払戻による収入 1,250,000 2,400,000

貸付金の回収による収入 30 －

有形固定資産の取得による支出 △430,620 △134,324

有形固定資産の売却による収入 8,056 5,321

無形固定資産の取得による支出 － △3,466

投資有価証券の取得による支出 △8,262 △9,650

その他 22,960 42,733

投資活動によるキャッシュ・フロー △744,834 △599,385

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △68,110 △56,528

財務活動によるキャッシュ・フロー △68,110 △56,528

現金及び現金同等物に係る換算差額 12,154 5,538

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △340,148 △180,060

現金及び現金同等物の期首残高 1,065,124 724,976

現金及び現金同等物の期末残高 724,976 544,915
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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。 

   これによる損益に与える影響は軽微であります。  

（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  

 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち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おります。  

 当社は、「自動車部品」「オートバイ部品」「汎用機部品」の製造をする自動車部品製造事業と「ター

レックス（多軸ヘッド交換型専用機）」「ロータリーフライス盤」「マシニングセンター各種専用機」の

製造をする工作機械製造事業を報告セグメントとしております。 

  

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、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事

項」における記載と概ね同一であります。 

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。 

セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。 

  

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23年４月１日  至平成24年３月31日） 

                                         （単位：千円）

（注） 調整額の内容は以下のとおりであります。 

（１）セグメント資産の調整額は、当社における現金預金、有価証券及び管理部門に係る資産等  

   千円、その他の調整額 千円であります。 

   （２）有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社資産 

      千円であります。  

  

（セグメント情報等）

ａ．セグメント情報

  報告セグメント
調整額 
（注） 

  

連結財務諸表
計上額 

    
自動車部品製造

事業 
工作機械製造

事業 
計

売上高  

外部顧客への売上高  3,032,016  1,701,277  4,733,293 －  4,733,293

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

－  4,055  4,055  △4,055 －

計  3,032,016  1,705,332  4,737,348  △4,055  4,733,293

セグメント利益  250,332 △26,336  223,995 －  223,995

セグメント資産  3,348,467  1,283,020  4,631,488  2,267,307  6,898,795

その他の項目  

減価償却費  295,038  69,566  364,604 －  364,604

有形固定資産及び無形固定
資産の増加額  356,662  74,735  431,398  420  431,818

2,596,024

△328,716

420
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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） 調整額の内容は以下のとおりであります。 

（１）セグメント資産の調整額は、当社における現金預金、有価証券及び管理部門に係る資産等  

   千円、その他の調整額 千円であります。 

   （２）有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社資産 

      千円であります。 

  

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） 

１．製品及びサービスごとの情報 

  

２．地域ごとの情報 

(1）売上高 

  

(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） 

  

連結財務諸表
計上額 

    
自動車部品製造

事業 
工作機械製造

事業 
計

売上高  

外部顧客への売上高  2,015,648  1,755,436  3,771,084  －  3,771,084

セグメント間の内部売上高
又は振替高  2,950  6,364  9,314  △9,314 －

計  2,018,599  1,761,800  3,780,399  △9,314  3,771,084

セグメント利益  82,032  110,042  192,075  －  192,075

セグメント資産  3,071,467  1,238,419  4,309,886  2,581,523  6,891,410

その他の項目  

減価償却費  272,734  51,413  324,148  －  324,148

有形固定資産及び無形固定
資産の増加額  82,358  38,020  120,378  3,966  124,344

2,968,780

△387,257

3,966

ｂ．関連情報

（単位：千円）

  自動車部品製造事業 工作機械製造事業 合計 

外部顧客への売上高  3,032,016  1,701,277  4,733,293

（単位：千円）

日本 インド その他 合計 

 3,571,512  203,591  958,190  4,733,293

（単位：千円）

日本 ベトナム その他 合計 

 2,051,817  251,596  1,783  2,305,197

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名 

本田技研工業株式会社  1,266,514 自動車部品製造事業、工作機械製造事業

株式会社旭商工社  1,130,549 自動車部品製造事業、工作機械製造事業
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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） 

１．製品及びサービスごとの情報 

  

２．地域ごとの情報 

(1）売上高 

  

(2）有形固定資産 

  

  

３．主要な顧客ごとの情報 

                                       （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） 

該当事項はありません。  

  

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） 

該当事項はありません。  

  

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） 

該当事項はありません。  

  

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） 

該当事項はありません。  

  

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） 

該当事項はありません。 

  

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） 

該当事項はありません。  

（単位：千円）

  自動車部品製造事業 工作機械製造事業 合計 

外部顧客への売上高  2,015,648  1,755,436  3,771,084

（単位：千円）

日本 インド その他 合計 

 2,576,577  483,816  710,690  3,771,084

（単位：千円）

日本 ベトナム その他 合計 

 1,847,715  266,910  1,489  2,116,114

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名 

本田技研工業株式会社  1,068,059 自動車部品製造事業、工作機械製造事業

株式会社ホンダトレーディング  494,877 工作機械製造事業

ｃ．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

ｄ．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

ｅ．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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   該当事項はありません。   

  

（１株当たり情報）

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） 

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 円1,457.48

１株当たり当期純利益金額 円36.23

１株当たり純資産額 円1,495.90

１株当たり当期純利益金額 円42.43

なお、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。 

なお、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。 

１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎 １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎 

連結損益計算書上の当期純利益 千円144,867

普通株式に係る当期純利益 千円144,867

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 

 該当事項はありません。 

連結損益計算書上の当期純利益 千円169,661

普通株式に係る当期純利益 千円169,661

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 

 該当事項はありません。 

普通株式の期中平均株式数 株3,999,066 普通株式の期中平均株式数 株3,999,066

（重要な後発事象）
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当事業年度 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,135,141 549,517

受取手形 71,815 76,615

売掛金 823,269 623,964

電子記録債権 10,810 7,800

有価証券 800,000 1,700,000

製品 29,469 35,093

仕掛品 415,871 381,908

原材料 43,120 36,946

繰延税金資産 8,033 5,845

関係会社短期貸付金 26,901 110,902

未収入金 23,951 15,060

その他 9,345 419

貸倒引当金 △1,100 △950

流動資産合計 3,396,628 3,543,125

固定資産   

有形固定資産   

建物 2,406,034 2,403,754

減価償却累計額 △1,865,391 △1,898,700

建物（純額） 540,642 505,053

構築物 362,538 364,406

減価償却累計額 △314,379 △321,350

構築物（純額） 48,158 43,055

機械及び装置 4,262,830 4,090,558

減価償却累計額 △3,476,627 △3,474,344

機械及び装置（純額） 786,202 616,213

車両運搬具 43,448 45,000

減価償却累計額 △33,855 △36,824

車両運搬具（純額） 9,593 8,176

工具、器具及び備品 372,247 396,820

減価償却累計額 △343,940 △360,516

工具、器具及び備品（純額） 28,307 36,303

土地 638,912 638,912

有形固定資産合計 2,051,817 1,847,715

無形固定資産   

借地権 399 399

ソフトウエア 12,601 12,735

電話加入権 250 250

無形固定資産合計 13,250 13,384
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当事業年度 
(平成25年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 379,445 439,029

関係会社株式 172,473 172,473

出資金 2,990 2,990

組合預け金 456,207 448,152

投資不動産（純額） 225,657 222,000

関係会社長期貸付金 205,974 121,405

その他 3,280 6,402

貸倒引当金 △5,098 △10,945

投資その他の資産合計 1,440,930 1,401,507

固定資産合計 3,505,999 3,262,608

資産合計 6,902,627 6,805,733

負債の部   

流動負債   

買掛金 267,036 163,934

未払金 134,376 146,125

１年内返済建物等未払金 13,446 －

未払法人税等 58,958 26,222

未払消費税等 19,736 4,167

前受金 66,995 5,393

預り金 14,973 17,220

役員賞与引当金 － 5,800

流動負債合計 575,522 368,864

固定負債   

繰延税金負債 105,377 144,032

退職給付引当金 266,691 209,018

役員退職慰労引当金 18,180 18,180

資産除去債務 18,786 19,215

預り保証金 56,840 56,840

固定負債合計 465,876 447,286

負債合計 1,041,399 816,150
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当事業年度 
(平成25年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 200,700 200,700

資本剰余金   

資本準備金 25,563 25,563

資本剰余金合計 25,563 25,563

利益剰余金   

利益準備金 50,175 50,175

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金 227,207 227,207

別途積立金 5,330,000 5,080,000

繰越利益剰余金 △130,225 215,205

利益剰余金合計 5,477,157 5,572,588

自己株式 △771 △771

株主資本合計 5,702,650 5,798,080

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 158,578 191,501

評価・換算差額等合計 158,578 191,501

純資産合計 5,861,228 5,989,582

負債純資産合計 6,902,627 6,805,733
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

売上高 4,675,660 3,626,576

売上原価   

製品期首たな卸高 45,242 29,469

当期製品製造原価 3,880,713 2,964,328

合計 3,925,955 2,993,798

製品期末たな卸高 29,469 35,093

製品売上原価 3,896,486 2,958,704

売上総利益 779,174 667,872

販売費及び一般管理費 523,930 478,425

営業利益 255,244 189,446

営業外収益   

受取利息 4,652 6,959

受取配当金 7,275 8,908

受取賃貸料 47,072 47,283

助成金収入 2,158 2,706

為替差益 － 29,618

雑収入 3,107 4,159

営業外収益合計 64,266 99,636

営業外費用   

支払利息 901 399

賃貸収入原価 16,992 16,359

為替差損 277 －

貸倒引当金繰入額 5,098 5,847

営業外費用合計 23,269 22,606

経常利益 296,240 266,477

特別利益   

固定資産売却益 674 1,512

特別利益合計 674 1,512

特別損失   

固定資産売却損 3,865 463

固定資産廃棄損 5,998 9,260

投資有価証券評価損 － 1,131

関係会社株式評価損 393,998 －

特別損失合計 403,863 10,856

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △106,947 257,133

法人税、住民税及び事業税 103,900 79,017

法人税等調整額 7,749 22,699

法人税等合計 111,649 101,716

当期純利益又は当期純損失（△） △218,596 155,416

（株）桜井製作所（7255）平成25年３月期　決算短信

-22-



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(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 200,700 200,700

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 200,700 200,700

資本剰余金   

資本準備金   

当期首残高 25,563 25,563

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 25,563 25,563

資本剰余金合計   

当期首残高 25,563 25,563

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 25,563 25,563

利益剰余金   

利益準備金   

当期首残高 50,175 50,175

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 50,175 50,175

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金   

当期首残高 210,087 227,207

当期変動額   

税率変更による固定資産圧縮積立金
の増加額

17,120 －

当期変動額合計 17,120 －

当期末残高 227,207 227,207

別途積立金   

当期首残高 5,330,000 5,330,000

当期変動額   

別途積立金の取崩 － △250,000

当期変動額合計 － △250,000

当期末残高 5,330,000 5,080,000

繰越利益剰余金   

当期首残高 165,478 △130,225

当期変動額   

剰余金の配当 △59,985 △59,985

別途積立金の取崩 － 250,000

税率変更による固定資産圧縮積立金
の増加額

△17,120 －

当期純利益又は当期純損失（△） △218,596 155,416

当期変動額合計 △295,703 345,430

当期末残高 △130,225 215,205
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

利益剰余金合計   

当期首残高 5,755,740 5,477,157

当期変動額   

剰余金の配当 △59,985 △59,985

別途積立金の取崩 － －

当期純利益又は当期純損失（△） △218,596 155,416

当期変動額合計 △278,582 95,430

当期末残高 5,477,157 5,572,588

自己株式   

当期首残高 △771 △771

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 △771 △771

株主資本合計   

当期首残高 5,981,232 5,702,650

当期変動額   

剰余金の配当 △59,985 △59,985

当期純利益又は当期純損失（△） △218,596 155,416

当期変動額合計 △278,582 95,430

当期末残高 5,702,650 5,798,080

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 147,322 158,578

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 11,256 32,923

当期変動額合計 11,256 32,923

当期末残高 158,578 191,501

評価・換算差額等合計   

当期首残高 147,322 158,578

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 11,256 32,923

当期変動額合計 11,256 32,923

当期末残高 158,578 191,501

純資産合計   

当期首残高 6,128,555 5,861,228

当期変動額   

剰余金の配当 △59,985 △59,985

当期純利益又は当期純損失（△） △218,596 155,416

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 11,256 32,923

当期変動額合計 △267,326 128,354

当期末残高 5,861,228 5,989,582
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(1）役員の異動 

該当事項はありません。  

  

(2）その他 

該当事項はありません。  

  

  

６．その他
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