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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

当連結会計年度におけるわが国経済は、日銀の金融緩和政策に相応の効果が現れ、消費税増税前の駆け込み需要

などもあり緩やかな上昇方向を維持しました。

また、世界経済は、米国は回復基調であり、欧州は緩やかな持ち直し傾向が続いておりますが、中国は減速感が

強まってきております。

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国内生産台数は、前年同期

に比べ増加しました。

（生産、受注及び販売の状況） (単位：千円)

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 12,653,942 81.9% 12,176,843 1,866,446 12,120,144 78.9% 12,265,906 83.3%

アメリカ 665,074 4.3 990,198 74,346 948,298 6.2 685,420 4.7

インド 461,630 3.0 461,630 38,086 437,508 2.8 230,893 1.6

タイ 1,676,906 10.8 1,879,002 165,140 1,866,723 12.1 1,530,732 10.4

合計 15,457,552 100.0 15,507,673 2,144,018 15,372,675 100.0 14,712,952 100.0

こうした状況のもと当社グループは、高品質な製品づくりとに販売・競争力の強化に努め、売上高は、15,372百

万円となり前年同期に比べ659百万円(4.5％)の増収となりました。この売上高の増加により、営業利益は841百万円

と前年同期に比べ166百万円(24.6％)、経常利益は1,091百万円と前年同期に比べ115百万円(11.8％)、当期純利益

は、852百万円となり前年同期に比べ283百万円(49.9％)の増益となりました。

（２）財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況

当連結会計年度末の総資産は、現金及び預金が減少したものの、有形固定資産が増加したことにより、前年同期

に比べ108百万円増加し、15,932百万円となりました。

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906百万円減少し、5,582百万円となりました。

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1,014百万円増加し、10,350百万円となり

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、3,691百万円と期首に比べ

537百万円減少いたしました。

営業活動の結果得られた資金は、前年同期に比べ256百万円減少し、1,006百万円となりました。主な内訳は、税

金等調整前当期純利益1,110百万円、減価償却費614百万円、為替差益230百万円および法人税等の支払額306百万円

によるものであります。

投資活動の結果使用した資金は、847百万円となりました。主な内訳は、定期預金の預入による支出1,246百万円、

定期預金の払戻による収入1,439百万円、有形固定資産の取得による支出1,059百万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、867百万円となりました。これは、主に長期借入金の返済による支出838百万円

によるものであります。

（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。

決算短信 （宝印刷）  2014年05月07日 17時59分 2ページ （Tess 1.40 20131220_01）



尾張精機株式会社(7249) 平成26年３月期 決算短信

－ 3 －

２．経営方針

（１）会社の経営の基本方針

経営方針

①お客様あっての企業に徹します。

②明るく働きがい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。

（２）目標とする経営指標

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。

（３）中長期的な会社の経営戦略

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。

（４）会社の対処すべき課題

今後の見通しにつきましては、懸念材料として、国内情勢では消費税増税の駆け込み需要の反動など、国際情勢

ではウクライナ情勢を巡る米欧とロシアの対立が予断を許さないことから、原油・天然ガスの価格高騰への波及な

どがあげられます。

このように先の見通しにくい国内外の状況のなかではありますが、当社は「お客様あっての企業に徹します」「明

るく働きがいのある職場を作ります」「環境の変化に対応します」の経営方針のもと、安全を基本に品質と生産性の

向上に努め、ステークホルダーの皆様に喜んでいただける企業体質を作りあげてまいります。
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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25年３月31日)

当連結会計年度
(平成26年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,306,625 4,576,061

受取手形及び売掛金 2,695,545 2,689,124

商品及び製品 757,853 769,309

仕掛品 435,390 487,580

原材料及び貯蔵品 888,100 975,936

繰延税金資産 25,183 14,097

その他 275,724 192,182

流動資産合計 10,384,424 9,704,292

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,588,564 1,589,993

機械装置及び運搬具（純額） 1,406,949 1,826,975

土地 730,560 735,125

リース資産（純額） 82,113 56,920

建設仮勘定 112,564 355,588

その他（純額） 59,236 86,785

有形固定資産合計 3,979,988 4,651,388

無形固定資産 14,600 16,441

投資その他の資産

投資有価証券 984,696 1,046,671

繰延税金資産 19,461 19,864

前払年金費用 287,102 -

退職給付に係る資産 - 318,394

その他 163,548 185,421

貸倒引当金 △9,550 △9,550

投資その他の資産合計 1,445,259 1,560,801

固定資産合計 5,439,848 6,228,631

資産合計 15,824,273 15,932,924
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当連結会計年度
(平成26年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,616,611 2,654,559

1年内返済予定の長期借入金 838,118 533,708

リース債務 6,379 5,676

未払法人税等 270,667 175,173

賞与引当金 249,404 230,400

役員賞与引当金 27,000 31,000

製品保証引当金 14,600 15,600

契約損失引当金 155,673 -

未払消費税等 3,117 26,712

未払金 193,319 213,894

未払費用 403,132 409,571

設備関係支払手形 71,651 212,863

その他 177,842 90,252

流動負債合計 5,027,518 4,599,410

固定負債

長期借入金 1,088,407 554,699

リース債務 8,081 2,405

繰延税金負債 155,680 199,780

退職給付引当金 34,490 -

退職給付に係る負債 - 37,565

役員退職慰労引当金 59,334 74,092

資産除去債務 114,717 114,056

固定負債合計 1,460,711 982,598

負債合計 6,488,230 5,582,009

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 7,634,431 8,408,042

自己株式 △86,069 △26,536

株主資本合計 9,399,701 10,232,844

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 223,071 276,080

為替換算調整勘定 △322,361 △226,142

退職給付に係る調整累計額 - 2,138

その他の包括利益累計額合計 △99,289 52,077

少数株主持分 35,631 65,992

純資産合計 9,336,042 10,350,914

負債純資産合計 15,824,273 15,932,924
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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24年４月１日
　至 平成25年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成25年４月１日
　至 平成26年３月31日)

売上高 14,712,952 15,372,675

売上原価 12,805,843 13,219,049

売上総利益 1,907,109 2,153,625

販売費及び一般管理費

販売費 646,678 660,969

一般管理費 585,256 651,189

販売費及び一般管理費合計 1,231,934 1,312,158

営業利益 675,174 841,467

営業外収益

受取利息 18,311 17,058

受取配当金 11,991 23,250

為替差益 289,548 211,170

保険配当金 2,918 2,972

助成金収入 2,140 870

保険解約返戻金 341 1,968

雑収入 10,738 15,896

営業外収益合計 335,990 273,187

営業外費用

支払利息 31,888 20,936

障害者雇用納付金 2,400 2,200

雑損失 909 19

営業外費用合計 35,197 23,155

経常利益 975,967 1,091,499

特別利益

固定資産売却益 3,557 1,214

投資有価証券売却益 - 5,773

契約損失引当金戻入額 - 13,089

特別利益合計 3,557 20,077

特別損失

固定資産売却損 880 509

固定資産除却損 6,226 73

退職給付信託一部返還に伴う影響額 59,831 -

特別損失合計 66,938 583

税金等調整前当期純利益 912,585 1,110,992

法人税、住民税及び事業税 322,894 208,040

法人税等調整額 4,851 22,707

法人税等合計 327,745 230,748

少数株主損益調整前当期純利益 584,839 880,244

少数株主利益 15,920 27,368

当期純利益 568,919 852,876
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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24年４月１日
　至 平成25年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成25年４月１日
　至 平成26年３月31日)

少数株主損益調整前当期純利益 584,839 880,244

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 77,031 53,009

為替換算調整勘定 56,959 102,567

その他の包括利益合計 133,991 155,576

包括利益 718,831 1,035,821

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 700,273 1,002,104

少数株主に係る包括利益 18,557 33,716
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（３）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度(自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日)

(単位：千円)

　
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 1,093,978 757,360 7,134,006 △84,403 8,900,942

当期変動額 　 　 　 　 　

剰余金の配当 　 　 △68,327 　 △68,327

当期純利益 　 　 568,919 　 568,919

自己株式の取得 　 　 　 △2,175 △2,175

自己株式の処分 　 　 △167 509 342

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額)
　 　 　 　 　

当期変動額合計 ― ― 500,424 △1,665 498,759

当期末残高 1,093,978 757,360 7,634,431 △86,069 9,399,701

　

その他の包括利益累計額

少数株主持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金
為替換算調整勘定

退職給付に係る

調整累計額

その他の包括利益

累計額合計

当期首残高 146,039 △376,683 ― △230,643 17,073 8,687,372

当期変動額 　 　 　 　 　

剰余金の配当 　 　 　 　 △68,327

当期純利益 　 　 　 　 568,919

自己株式の取得 　 　 　 　 △2,175

自己株式の処分 　 　 　 　 342

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額)
77,031 54,322 ― 131,354 18,557 149,911

当期変動額合計 77,031 54,322 ― 131,354 18,557 648,670

当期末残高 223,071 △322,361 ― △99,289 35,631 9,336,042
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当連結会計年度(自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日)

(単位：千円)

　
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 1,093,978 757,360 7,634,431 △86,069 9,399,701

当期変動額 　 　 　 　 　

剰余金の配当 　 　 △68,871 　 △68,871

当期純利益 　 　 852,876 　 852,876

自己株式の取得 　 　 　 △2,316 △2,316

自己株式の処分 　 　 △10,393 61,848 51,455

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額)
　 　 　 　 　

当期変動額合計 ― ― 773,611 59,532 833,143

当期末残高 1,093,978 757,360 8,408,042 △26,536 10,232,844

　

その他の包括利益累計額

少数株主持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金
為替換算調整勘定

退職給付に係る

調整累計額

その他の包括利益

累計額合計

当期首残高 223,071 △322,361 ― △99,289 35,631 9,336,042

当期変動額 　 　 　 　 　

剰余金の配当 　 　 　 　 △68,871

当期純利益 　 　 　 　 852,876

自己株式の取得 　 　 　 　 △2,316

自己株式の処分 　 　 　 　 51,455

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額)
53,009 96,219 2,138 151,366 30,361 181,728

当期変動額合計 53,009 96,219 2,138 151,366 30,361 1,014,872

当期末残高 276,080 △226,142 2,138 52,077 65,992 10,350,914
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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24年４月１日
　至 平成25年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成25年４月１日
　至 平成26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 912,585 1,110,992

減価償却費 516,326 614,663

賞与引当金の増減額（△は減少） △7,405 △19,004

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 6,250 4,000

製品保証引当金の増減額（△は減少） △1,300 1,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 780 △34,490

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） - 37,565

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △377 14,757

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 △30,303 △40,309

支払利息 31,888 20,936

為替差損益（△は益） △213,258 △230,731

有形固定資産売却益 △3,557 △1,214

有形固定資産除売却損 7,107 583

投資有価証券売却損益（△は益） - △5,773

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） 87,510 59,017

たな卸資産の増減額（△は増加） 9,476 △72,314

仕入債務の増減額（△は減少） 71,457 4,502

未払消費税等の増減額（△は減少） △59,954 23,242

前払年金費用の増減額（△は増加） 56,811 287,102

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） - △315,077

その他の資産の増減額（△は増加） △14,359 95,158

その他の負債の増減額（△は減少） 138,398 △103,874

小計 1,567,908 1,295,057

利息及び配当金の受取額 27,801 39,148

利息の支払額 △32,871 △21,509

法人税等の支払額 △300,418 △306,340

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,262,420 1,006,356
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(単位：千円)
前連結会計年度

(自 平成24年４月１日
　至 平成25年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成25年４月１日
　至 平成26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 △6,343,093 △1,246,696

定期預金の払戻による収入 9,893,153 1,439,793

有形固定資産の取得による支出 △1,124,620 △1,059,991

有形固定資産の売却による収入 9,989 1,658

資産除去債務の履行による支出 - △1,792

無形固定資産の取得による支出 △5,415 △4,477

投資有価証券の売却による収入 - 26,968

貸付けによる支出 △1,300 △3,820

貸付金の回収による収入 9,558 7,231

その他の支出 △10,981 △10,509

その他の収入 1,152 3,683

投資活動によるキャッシュ・フロー 2,428,443 △847,952

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △842,348 △838,308

自己株式の売却による収入 342 51,455

自己株式の取得による支出 △2,175 △2,316

リース債務の返済による支出 △22,966 △6,157

配当金の支払額 △68,032 △69,024

少数株主への配当金の支払額 - △3,355

財務活動によるキャッシュ・フロー △935,179 △867,707

現金及び現金同等物に係る換算差額 184,376 171,836

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,940,061 △537,466

現金及び現金同等物の期首残高 1,288,770 4,228,832

現金及び現金同等物の期末残高 4,228,832 3,691,365
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（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)

該当事項はありません。

(会計方針の変更)

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」という。）

及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年５月17日。以下「退職給付

適用指針」という。）を、当連結会計年度末より適用し（ただし、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指

針第67項本文に掲げられた定めを除く。）、退職給付債務から年金資産の額を控除した額を退職給付に係る負債およ

び退職給付に係る資産とする方法に変更し、未認識数理計算上の差異を退職給付に係る資産に計上いたしました。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従っており、当連結

会計年度末において、当該変更に伴う影響額をその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に加減してお

ります。

この結果、当連結会計年度末において、退職給付に係る負債が37百万円、退職給付に係る資産が318百万円計上さ

れております。また、その他の包括利益累計額が２百万円増加しております。

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。

(表示方法の変更)

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度において、「有形固定資産」の「その他（純額）」に含めていた「建設仮勘定」は、金額的重要性が

増したため、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貸借対照表において、「有形固定資産」の「その他（純額）」に表示していた

171,800千円は、「建設仮勘定」112,564千円、「その他（純額）」59,236千円として組み替えております。
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(セグメント情報等)

(セグメント情報)

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24年４月１日 至 平成25年３月31日)

(単位：千円)

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

(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、連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。
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当連結会計年度(自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日)

(単位：千円)

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 12,120,144 948,298 437,508 1,866,723 15,372,675 15,372,675 ― 15,372,675

セグメント間の内部

売上高又は振替高
513,462 ― 20,392 ― 533,855 533,855 △533,855 ―

計 12,633,607 948,298 457,900 1,866,723 15,906,530 15,906,530 △533,855 15,372,675

セグメント利益 730,804 △4,304 118,700 276,987 1,122,187 1,122,187 △30,688 1,091,499

セグメント資産 14,713,437 686,339 892,810 1,188,361 17,480,949 17,480,949 △1,548,024 15,932,924

セグメント負債 5,114,258 548,660 394,425 597,901 6,655,246 6,655,246 △1,073,236 5,582,009

その他の項目

減価償却費 464,170 29,930 47,178 73,383 614,663 614,663 ― 614,663

受取利息 14,553 131 6,996 3,776 25,457 25,457 △8,398 17,058

支払利息 19,346 5,839 1,710 2,438 29,334 29,334 △8,398 20,936

　有形固定資産及び

　無形固定資産の増加額
866,620 96,020 38,962 235,044 1,236,648 1,236,648 ― 1,236,648

(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、連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。

(１株当たり情報)

項目
前連結会計年度

(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日)

１株当たり純資産額 817.16円 888.70円

１株当たり当期純利益金額 49.97円 74.06円

(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.「会計方針の変更」に記載のとおり、退職給付会計基準等を適用し、退職給付会計基準第37項に定める経過

的な取扱いに従っております。

この結果、当連結会計年度の１株当たり純資産額が、0.18円増加しております。

３.１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日)

当期純利益(千円) 568,919 852,876

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) 568,919 852,876

普通株式の期中平均株式数(千株) 11,385 11,515

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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４．その他

（１）役員の異動（平成26年６月24日付予定）

　
（１） 代表者の異動

　〔新任代表取締役候補〕 （現）
　 ひょうどう こうじ

代表取締役副社長 兵 藤 光 司 （常務取締役）

（２） その他の役員の異動

　〔新任取締役候補〕 （現）
　 ひらまつ しげたか

取 締 役 平 松 繁 孝 （本社副工場長）

　〔退任予定取締役〕 （現）
　 にしの たつや

　 西 野 達 也 （取 締 役）
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