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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 31,280 △6.6 1,715 △45.4 1,974 △36.0 1,091 △40.9

24年3月期 33,508 11.9 3,140 △21.7 3,087 △23.5 1,844 △22.0

（注）包括利益 25年3月期 1,861百万円 （△22.8％） 24年3月期 2,410百万円 （△3.0％）

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 28.49 ― 4.8 4.8 5.5
24年3月期 47.94 ― 8.6 8.3 9.4

（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 43,566 28,583 52.6 599.74
24年3月期 38,035 27,536 58.3 575.78

（参考） 自己資本   25年3月期  22,927百万円 24年3月期  22,156百万円

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 6,820 △5,828 △634 631
24年3月期 4,349 △5,384 965 299

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 ― 8.00 ― 10.00 18.00 692 37.5 3.2
25年3月期 ― 8.00 ― 8.00 16.00 611 56.2 2.7

26年3月期(予想) ― 8.00 ― 8.00 16.00 43.8

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) 15,000 △10.5 800 △14.8 800 △10.7 450 △11.5 11.75
通期 33,000 5.5 2,500 45.7 2,500 26.6 1,400 28.3 36.55

yaguchi-k
ロゴ（新）



※  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） ： 有  

(注) 詳細は、添付資料P.16「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。 

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 1 社 （社名）
日本電産トーソク・プレシジョン・ベトナ
ム会社

、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更  ： 無

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  ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期 38,500,466 株 24年3月期 38,500,466 株

② 期末自己株式数 25年3月期 271,686 株 24年3月期 19,834 株

③ 期中平均株式数 25年3月期 38,304,155 株 24年3月期 38,480,657 株

（参考）個別業績の概要 

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 29,341 △11.4 632 △58.1 647 △54.9 427 △53.0

24年3月期 33,109 12.2 1,510 △40.4 1,433 △43.6 909 △39.1

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 11.17 ―

24年3月期 23.64 ―

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 30,158 15,296 50.7 400.13
24年3月期 29,779 15,930 53.5 413.98

（参考） 自己資本 25年3月期  15,296百万円 24年3月期  15,930百万円

※ 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 
1.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「経営成績・財政状態に関する分析」をご覧ください。 
2.決算補足説明資料につきましては、決算説明会開催後、速やかに当社ホームページに掲載する予定です。 
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① 当期の経営成績 

当連結会計年度における日本の経済環境は、新政権の景気刺激策により好転の兆しを見せており、金融
市場では大幅な円安と株高が進展しています。 
世界経済は緩やかな回復に向かいつつあるものの、低調が続く欧州経済や成長率が低下している中国経

済など依然として懸念が残っています。 
このような状況下、当連結会計年度の当社グループの業績は、売上高は312億８千万円（前連結会計年

度比6.6％減）、営業利益は17億１千５百万円（同45.4%減）、経常利益は19億７千４百万円（同36.0％
減）、当期純利益は10億９千１百万円（同40.9％減）となりました。  

  

 当連結会計年度における当社の業績は、以下のとおりであります。 

  
当社の主力製品である自動車のＣＶＴ（無段自動変速機）用コントロールバルブについては、国内市場

向けは好調な新車販売に支えられ堅調に推移しておりましたが、中国及び欧米向けは市場の冷え込みによ
り売上高が減少しました。欧州向け環境対応コモンレールディーゼルエンジン用燃料流量制御弁も、欧州
市場の冷え込みの影響で売上高減となりました。  
収益面では、原価低減や費用削減に取り組んでいるものの、売上高の減少や新たな取引先様向けの新規

大型受注を含む将来の売上増に向けた開発・製造の大幅増強に伴う固定費負担の増加に加え、最近の急速
な円安による海外子会社から輸入している製品の原価増もあり、減益となりました。  
計測機器関係では、一部事業のグループ会社への移管による事業内容の見直しと集中に加え、中国生産

子会社への生産移管拡大や間接部門を含めた生産性向上なども図り、収益体質の改善が進んでおります。 
当社は、中期経営計画（TOSOKルネッサンス）に基づいて、積極的にグローバル体制の強化を推進して

おります。開発は、ベトナムと中国での体制強化を進めており、ベトナムでは既に100名規模の開発体制
を構築しており、設計や実験業務の日本からの移管を進めております。  
一方、生産面でのグローバル対応としては、主力製品であるコントロールバルブの中国拠点での生産準

備を進めており、第４四半期より量産を開始いたしました。 
また、原価低減効果の大きいダイカストの本格展開も推進しております。ベトナムホーチミン市にある

日本電産トーソク秋葉・ベトナム会社では第二棟も量産を開始し、稼働中の第一棟と合わせ、主力製品の
内製化を更に推進しております。 
中国平湖市にある日本電産魚岸東測（平湖）有限公司でもダイカストおよび金型の新工場を建設してお

り、中国でバルブボディの生産準備を進めております。 
加えて、ベトナムのホーチミン市南方にあるベンチェ省に設立した日本電産トーソク・プレシジョン・

ベトナム会社では、ホーチミンよりも労務費の安い地域での能力増強とリスク分散を目指しており、来年
度の量産開始に向けて工場建設・生産準備を進めております。 

  

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
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② 次期の見通し 

次期の経済環境も、年度前半は欧州市場低迷や中国市場回復の遅れが続く見込みですが、不透明ながら
も、下期以降は回復が見込まれます。また、当社では新規製品の量産開始も計画されており、売上高を見
込んでおります。 
こうした状況のもと、当社は、電動化・地産地消に合わせた新技術・新製品の開発や海外拠点の強みを

生かした低コスト化および筋肉質の事業体質を一層強化・加速するための構造改革を実行してまいりま
す。 
ベトナムでは、新たに設立した日本電産トーソク・プレシジョン・ベトナム会社の準備を進めており、

主に自動車用自動変速機、ＣＶＴ用のコントロールバルブ部品をより低コストで製造し、主要な自動車関
連メーカー様に供給していく計画です。 
日本電産トーソク秋葉・ベトナム会社でアルミダイカストの生産能力増強を進めております。昨年度に

第二棟を建設してアルミダイカストの量産を開始しておりますが、本年度はさらにその能力増強に取り組
んでまいります。同様に、平成24年２月に設立した日本電産魚岸東測(平湖)有限公司（連結子会社）で
は、本年度に自動車部品向けアルミダイカスト製品及び金型の量産開始を予定しております。 
 開発体制では、ベトナム製造子会社の開発能力の一層の能力強化に取り組んでおります。日本での長期
研修等を行い、既存製品の適用設計業務等の業務移管を進め、日本では新たな取引先様向けの新製品や電
子制御技術分野の技術開発を強化してまいります。 
営業面では、既存のお客様との取引関係を維持発展するとともに、新しい日系自動車メーカー様や拡大

している中国市場を中心とした新市場開拓を進めてまいります。また、欧州のお客様向け電磁弁の増産も
予定しており、更なる売上増を見込んでおります。  
計測機器事業については、引き続き中国市場を中心に当社が得意とするエアコンコンプレッサー用芯出

機、自動車生産ライン用検査装置および内製設備製作に経営資源を集中し、競争力を高めてまいります。 

  

売上高・営業利益・経常利益・当期純利益を以下のとおり見通しております。 
                                                                      (単位：百万円) 

   

 
連結業績見通し 

(第２四半期連結累計期間) 
 

 
連結業績見通し 

(通期) 
 

売上高 15,000 （前年同期比  10.5％減） 33,000 （前期比  5.5％増）

営業利益 800 （前年同期比   14.8％減） 2,500 （前期比  45.7％増）

経常利益 800 （前年同期比  10.7％減） 2,500 （前期比  26.6％増）

当期純利益 450 （前年同期比   11.5％減） 1,400 （前期比  28.3％増）
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① 資産、負債及び純資産の状況 

当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末に比べて55億３千１百万円増加し、435億６千
６百万円になりました。これは主に海外子会社が行った設備投資を主とした有形固定資産が増加したこと
によるものです。 
 当連結会計年度末における負債は、前連結会計年度末に比べて44億８千３百万円増加し、149億８千３
百万円になりました。これは主に設備関係未払金が増加したことによるものです。 
 当連結会計年度末における純資産は、前連結会計年度末に比べて10億４千７百万円増加し、285億８千
３百万円になりました。これは主に利益剰余金と為替換算調整勘定が増加したことによるものです。 
 以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末の58.3％から52.6％に減少しました。 
  

② キャッシュ・フローの状況 

 
  
営業活動により増加した資金は、前連結会計年度（43億４千９百万円の増加）より24億７千万円増加

し、68億２千万円となりました。これは、税金等調整前当期純利益17億９百万円と減価償却費31億１千５
百万円、売上債権の減少額31億６千９百万円等の増加によるものです。 
投資活動により減少した資金は、前連結会計年度（53億８千４百万円の減少）より４億４千３百万円増

加し、58億２千８百万円となりました。これは、海外子会社が行った設備投資を主とした有形固定資産の
取得による支出67億４千４百万円等の減少によるものです。 
財務活動により減少した資金は、前連結会計年度（９億６千５百万円の増加）より16億円減少し、６億

３千４百万円となりました。これは、配当金の支払額６億８千９百万円等の減少によるものです。 

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 
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 
  

 
  

当社は、株主の皆様への利益還元は、企業が果たすべき重要な役割と認識し、財務の健全性を維持しつ
つ連結業績に応じた還元を行っていくことを基本方針としております。その実施につきましては、当該期
及び今後の業績を勘案して総合的に決定することとしております。 
 当社は、会社法第459条の規定に基づき、取締役会の決議によって剰余金の配当を行うことができる旨
を定めております。 
 また、内部留保につきましては、将来に向けた新製品の開発や今後の事業拡大のための設備投資と研究
開発などに有効活用し、さらなる経営基盤の強化と収益力の向上に注力してまいります。 
 当期の配当金は、中間配当８円を実施いたしました。期末配当につきましても、予想どおり８円を実施
させていただく予定であります。 
 次期の配当予想金額につきましても、前期と同様に中間配当８円、期末配当８円の年間16円を実施させ
ていただく見通しであります。 

  

（２）財政状態に関する分析

・営業活動によるキャッシュ・フロー 6,820百万円

・投資活動によるキャッシュ・フロー △5,828百万円

・財務活動によるキャッシュ・フロー △634百万円

・現金及び現金同等物の増減額 331百万円

・現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高 631百万円

 

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 平成25年３月期

自己資本比率（％） 68.0 63.2 56.8 58.3 52.6

時価ベースの自己資本比率
（％）

49.8 84.8 77.8 96.5 54.4

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率（％）

39.2 9.1 20.5 54.5 38.5

インタレスト・カバレッジ・
レシオ（倍）

266.1 1,485.2 1,883.3 392.9 342.2

（注 1） いずれも連結ベースの財務数値により計算しています。
（注 2） 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います。

（注 3） 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。
（注 4） 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

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
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本決算短信に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資家の判断に重要な影響を及
ぼす可能性のある事項には次のようなものがあります。なお、本項において将来に関する事項が含まれて
いますが、当該事項は当連結会計年度末において判断したものであります。当社グループはこれらのリス
ク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める所存であります。 
  
① 海外生産に伴うリスク 
 当社は製品の大部分を、ベトナム子会社および中国子会社で生産しております。このため当社グループ
の業績は、下記リスク等の影響を受ける可能性があります。 
・税、輸出入、通貨決済、雇用等企業活動に影響を及ぼす法律、規則の施行や運用の変更 
・政治、経済、社会不安 
・労働争議 
・急激なインフレ、賃金上昇によるコスト増       
  
② 大規模災害等 
 当社グループは国内拠点の他、ベトナム、中国に生産拠点を有しますが、特にベトナム、中国において
拠点の拡充を図っています。このため、これらの地域において大規模災害、テロ、新型インフルエンザ等
の感染症が発生した場合、企業活動への影響が大きくなる可能性があります。 
 また、当社グループの生産、販売拠点において地震、台風、洪水等の大規模災害が発生した場合にも、
生産設備の破損、原材料部品の調達停止、物流販売機能の麻痺等により、生産拠点の操業が停止し、生産
販売能力に重大な影響を与える可能性があります。 
このようなリスクに備え、当社グループは、耐震対策、大規模震災対応緊急体制の整備に加え、事業継続
計画(BCP)を充実させる等、影響の回避に努めています。 
  
③ 特定販売先への高い依存度について 
 自動車部品メーカーであるジヤトコ様（以下同社とします）への連結売上高比率が約57％と高く、同社
の事業方針・営業施策等に変更があった場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 
  
④ 当社グループ外の部品供給元にかかるリスク 
 当社グループは、材料やサブアッセンブリー品等の一部を外部の供給元に依存しております。これらの
いくつかが入手不能になった場合、生産が制限され、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性がありま
す。 
  
⑤ 製品の欠陥にかかるリスク 
 当社グループは品質管理を徹底しておりますが、将来大規模なリコール等が発生する可能性が全く無い
という保証はありません。特に自動車部品事業で大規模なリコールが発生した場合、賠償額のみならず企
業評価も傷つけ、当社グループの業績、事業運営に重大な影響を受けるリスクを内在しています。 

  

（４）事業等のリスク
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当社グループは、当社と連結子会社６社で構成され、自動車部品・計測機器の開発・製造・販売を主

な事業内容とし、更に各事業に関連するアフターサービス等の事業活動を展開しております。 

当社グループの事業に係る位置付け及びセグメントとの関連は、次のとおりであります。 

当社の主力製品である自動車部品関連は、当社及び日本電産トーソク・ベトナム会社（連結子会社）

が油圧及び空気制御用電磁弁・自動変速機用油圧制御システム等を開発・製造し、当社が国内外のユー

ザーに販売しております。日本電産トーソク秋葉・ベトナム会社（連結子会社）は、主に自動車部品向

けのダイカスト製品の製造・販売を行っております。また中国での製造・販売を行うため、日本電産東

測(浙江)有限公司（連結子会社）に自動車部品製造のための新工場を建設し生産を開始、さらに、アル

ミダイカスト製品供給と他社向けダイカスト製品及び金型の製造・販売を目的として、魚岸精機工業株

式会社との合弁で、日本電産魚岸東測(平湖)有限公司（連結子会社）を設立し2012年度下期より生産を

開始しております。加えて、ベトナムのホーチミン市南方にあるベンチェ省に日本電産トーソク・プレ

シジョン・ベトナム会社を平成24年４月６日に設立し、2013年度の量産開始に向けて工場建設・生産準

備を進めております。 

計測機器関連は、当社及び日本電産東測(浙江)有限公司（連結子会社）が自動測定装置、コンプレッ

サー用芯出機、画像処理装置等を開発・製造し、国内外のユーザーに販売しております。また、中国向

けには日電産東測(上海)国際貿易有限公司（連結子会社）からも販売しております。 

  

事業の系統図は次のとおりであります。 

 

  

(注１)  平成24年４月６日付で、日本電産トーソク・プレシジョン・ベトナム会社（連結子会社）を設立しており

ます（2013年度生産開始予定）。 

２．企業集団の状況
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当社は、永年に亘り蓄積した超精密加工・測定技術及び制御技術をベースに、顧客が求める製品を開
発・製造・販売しております。高収益・高成長・高株価を実現することで企業価値を増大し、株主皆様の
負託に応えたいと考えており、以下の方針で経営を行ってまいりました。 

① キャッシュ・フロー重視 ② スピード重視 ③ 開発・技術体制強化 
各機能の層を厚くし、責任ある実行体制とすることを目指して2012年度から機能本部制を導入しており

ますが、更なるスピードと質の向上を図り、お客様に満足いただけるような新技術・新製品を提供する技
術立社・提案型企業の実現を目指してまいります。 
  

2013年度も引き続き、将来の成長を目指して新たな事業展開に取組んでまいります。 
 電動化・地産地消に合わせた新技術・新製品、新マーケット、新顧客開拓の「スリー新戦略」を強力に
推進し、併せて企業体質の強化や海外拠点の拡充と再構築に取組み、事業変革を一層推進させてまいりま
す。 
 また日本電産グループの共通した経営管理項目である品質・在庫・材外費・経費・生産性の５大項目に
加えて、キャッシュ化速度（キャッシュ・コンバージョン・サイクル）の改善を目指して在庫・売掛金・
買掛金の管理を徹底してまいります。また、筋肉質の経営体質の実現を目指して収益性の抜本的な改革を
推進し、損益分岐点を着実に引き下げ、収益性の大幅な改善を推進してまいります。 
  

当社グループは、技術立社・提案型企業の実現に向けて成長していくことを目指しております。 
「スリー新戦略」に基づき、製品毎に以下の内容で重点的な取り組みを進めてまいります。 

 主力製品である自動変速機用コントロールバルブは、製品の高機能化と、日系企業や中国市場のお客様
を拡大し、更なる拡販を目指します。 
 中核技術である自動車用電磁弁については、環境・省エネ対応、新分野への取り組みを行ってまいりま
す。既に環境対応コモンレールディーゼルエンジン用燃料流量制御弁は、ユーロ５排気規制対応商品とし
て量産を開始し、新製品投入も予定しております。 
 自動車業界の電動化の動きに対応し、ハイブリッド車、電気自動車に対応した電動化新製品の開発も強
化しております。既存のステッピングモータ技術に加え、新分野である制御技術やインバーターの技術開
発に重点的に取り組み、アイドルストップ用の電動オイルポンプを始めとする電動化対応新製品の開発を
進めてまいります。 
計測機器については、当社が得意とするエアコンコンプレッサー用芯出機、自動車生産ライン用検査装

置および内製設備製作に集中し、新製品の開発および拡販を行ってまいります。また、中国子会社への生
産移管の拡大を積極的に推進しており、中国生産比率を高めると同時に中国内の現地調達化も一層進め、
中国市場で勝てるコスト競争力の達成を目指します。 
新製品開発の重点的取り組みに加えて、販売体制整備・低コスト生産体制についても強力に推進いたし

ます。既存の海外生産拠点であるベトナム国ホーチミン市の「日本電産トーソク・ベトナム会社」、「日
本電産トーソク秋葉・ベトナム会社」、及び中国平湖市の「日本電産東測（浙江）有限公司」の能力増強
に加えて、新たに設立したベトナム国ホーチミン市南方にあるベンチェ省の「日本電産トーソク・プレシ
ジョン・ベトナム会社」、中国におけるダイカスト及び金型の生産拠点である「日本電産魚岸東測(平湖)
有限公司」の量産準備を進めております。また中国販売拠点である「日電産東測(上海)国際貿易有限公
司」を更に有効活用していくことで、コスト優位性のある製品づくりだけでなく、拡販および収益の増大
も目指します。 

  

３．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
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 当社グループは、諸施策に戦略的に取組んでまいります。 
  

① 激しい価格競争に打ち勝つためには新製品・新技術の開発が不可欠となります。技術優位の新製品を
どこよりも早く市場に投入していかなければ、健全な利益をあげ成長することは不可能です。従って新
製品開発、新マーケットおよび新顧客の開拓に積極的に取り組み、付加価値の高い製品を提供してまい
ります。 
  
② ベトナムおよび中国等での積極的な設備投資に加えて、海外展開の拡大に伴う在庫増加や中国向け売
上高増加による売掛金滞留期間の長期化等の課題があり、設備投資の管理強化とともにキャッシュ化速
度（キャッシュ・コンバージョン・サイクル）改善のため生産管理システム活用によるきめ細かな在庫
管理、売掛金管理、買掛金管理を進め、キャッシュ・フロー改善に努めてまいります。 
  
③ 中国等新興国での生産が一般化する中で、企業間競争の激化に伴って業績格差が拡大してきておりま
す。収益力の向上には、これに対抗できるコスト競争力が不可欠ですが、原材料の高騰、人手不足、労
務費増等のリスクが想定されます。筋肉質の経営体質の実現を目指した収益性の抜本的な改革を推進
し、ベトナムおよび中国の生産子会社の生産拡大、一層の現地調達化を含めた原価低減の加速、生産性
の大幅な改善、関連するサプライヤのものづくり力向上支援活動等、あらゆる改革に取組み、厳しい環
境を乗り切れる企業体質への転換を推進してまいります。 

  

④ 新政権の景気刺激策により長く続いた円高局面が是正され、急激な円安が進行しております。ほぼす
べての製品をベトナムおよび中国で生産している当社にとって円安の進行はコスト増加要因となりま
す。一層の原価低減活動の加速により円安によるコスト増加分を吸収する一方で、販売価格への転嫁に
より、為替変動の影響を受けにくい事業構造への転換も進めてまいります。 

  

  

  

  
  

  

（４）会社の対処すべき課題
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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 299,814 631,416 

受取手形及び売掛金 7,247,601 4,488,370 

親会社株式 － 382,840 

商品及び製品 997,111 1,083,695 

仕掛品 3,322,849 2,979,511 

原材料及び貯蔵品 2,105,248 2,425,324 

繰延税金資産 349,025 458,303 

未収消費税等 396,951 847,770 

その他 453,319 731,550 

貸倒引当金 △2,915 － 

流動資産合計 15,169,006 14,028,783 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 10,408,950 11,547,835 

減価償却累計額 △4,885,918 △5,214,471 

建物及び構築物（純額） 5,523,032 6,333,363 

機械装置及び運搬具 23,521,967 26,517,321 

減価償却累計額 △12,363,754 △13,194,184 

機械装置及び運搬具（純額） 11,158,212 13,323,137 

工具、器具及び備品 2,941,199 3,218,233 

減価償却累計額 △2,074,094 △2,308,184 

工具、器具及び備品（純額） 867,105 910,049 

土地 1,425,130 1,423,713 

リース資産 140,993 145,899 

減価償却累計額 △84,659 △92,262 

リース資産（純額） 56,334 53,637 

建設仮勘定 1,685,691 6,243,485 

有形固定資産合計 20,715,506 28,287,386 

無形固定資産   

ソフトウエア 314,321 300,902 

その他 173,347 11,446 

無形固定資産合計 487,668 312,349 

投資その他の資産   

投資有価証券 1,136,075 84,499 

繰延税金資産 35,609 157,093 

その他 493,064 698,688 

貸倒引当金 △1,850 △1,850 

投資その他の資産合計 1,662,899 938,431 

固定資産合計 22,866,074 29,538,167 

資産合計 38,035,080 43,566,950 
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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 4,526,073 4,725,802 

短期借入金 2,283,665 2,600,503 

1年内返済予定の長期借入金 60,000 － 

リース債務 22,106 24,549 

未払費用 692,241 897,066 

未払法人税等 306,623 282,307 

賞与引当金 471,580 430,430 

設備関係未払金 1,726,644 5,597,496 

その他 243,569 250,238 

流動負債合計 10,332,504 14,808,393 

固定負債   

リース債務 37,043 31,407 

長期未払金 9,735 9,735 

退職給付引当金 47,914 61,543 

環境対策引当金 67,963 67,963 

資産除去債務 3,901 3,968 

固定負債合計 166,557 174,617 

負債合計 10,499,061 14,983,010 

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,087,026 5,087,026 

資本剰余金 4,604,553 4,604,553 

利益剰余金 12,385,876 12,786,466 

自己株式 △11,034 △172,305 

株主資本合計 22,066,421 22,305,740 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 148,216 △61,340 

繰延ヘッジ損益 △1,007 △1,460 

為替換算調整勘定 △57,199 684,230 

その他の包括利益累計額合計 90,009 621,429 

少数株主持分 5,379,587 5,656,769 

純資産合計 27,536,018 28,583,940 

負債純資産合計 38,035,080 43,566,950 
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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 33,508,274 31,280,745 

売上原価 26,856,276 25,443,388 

売上総利益 6,651,997 5,837,357 

販売費及び一般管理費   

運搬費 196,176 252,282 

給料及び手当 1,036,343 1,120,441 

賞与引当金繰入額 250,759 247,575 

退職給付費用 28,411 29,804 

減価償却費 117,095 131,863 

研究開発費 985,948 1,065,334 

その他 897,200 1,274,537 

販売費及び一般管理費合計 3,511,935 4,121,840 

営業利益 3,140,062 1,715,516 

営業外収益   

受取利息 1,539 2,825 

受取配当金 23,622 18,067 

為替差益 － 227,827 

固定資産賃貸料 4,425 3,937 

受取ロイヤリティー 7,462 19,992 

保険配当金 12,326 2,175 

その他 12,580 15,746 

営業外収益合計 61,957 290,571 

営業外費用   

支払利息 11,071 19,933 

売上割引 2,075 1,601 

為替差損 100,303 － 

売上債権売却損 － 4,537 

その他 1,117 5,296 

営業外費用合計 114,566 31,368 

経常利益 3,087,453 1,974,719 

特別利益   

有形固定資産売却益 1,701 2,983 

投資有価証券売却益 － 81,819 

特別利益合計 1,701 84,802 

特別損失   

有形固定資産売却損 1,808 6,123 

有形固定資産処分損 15,084 34,621 

事業譲渡損 54,305 56,337 

事業構造改善費用 － 253,188 

特別損失合計 71,199 350,271 

税金等調整前当期純利益 3,017,956 1,709,250 

法人税、住民税及び事業税 735,093 515,294 

法人税等調整額 △53,063 △104,862 

法人税等合計 682,029 410,432 

少数株主損益調整前当期純利益 2,335,926 1,298,818 

少数株主利益 491,054 207,591 

当期純利益 1,844,871 1,091,226 
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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 2,335,926 1,298,818 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △17,041 △209,557 

繰延ヘッジ損益 3,359 △452 

為替換算調整勘定 88,685 773,039 

その他の包括利益合計 75,002 563,029 

包括利益 2,410,928 1,861,847 

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 1,919,467 1,622,929 

少数株主に係る包括利益 491,461 238,917 
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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 5,087,026 5,087,026 

当期末残高 5,087,026 5,087,026 

資本剰余金   

当期首残高 4,604,553 4,604,553 

当期末残高 4,604,553 4,604,553 

利益剰余金   

当期首残高 11,156,695 12,385,876 

当期変動額   

剰余金の配当 △615,690 △690,636 

当期純利益 1,844,871 1,091,226 

当期変動額合計 1,229,181 400,589 

当期末残高 12,385,876 12,786,466 

自己株式   

当期首残高 △10,996 △11,034 

当期変動額   

自己株式の取得 △37 △161,271 

当期変動額合計 △37 △161,271 

当期末残高 △11,034 △172,305 

株主資本合計   

当期首残高 20,837,278 22,066,421 

当期変動額   

剰余金の配当 △615,690 △690,636 

当期純利益 1,844,871 1,091,226 

自己株式の取得 △37 △161,271 

当期変動額合計 1,229,143 239,318 

当期末残高 22,066,421 22,305,740 

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 165,258 148,216 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △17,041 △209,557 

当期変動額合計 △17,041 △209,557 

当期末残高 148,216 △61,340 

繰延ヘッジ損益   

当期首残高 △4,366 △1,007 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 3,359 △452 

当期変動額合計 3,359 △452 

当期末残高 △1,007 △1,460 
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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) 

為替換算調整勘定   

当期首残高 △146,817 △57,199 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 89,618 741,430 

当期変動額合計 89,618 741,430 

当期末残高 △57,199 684,230 

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 14,074 90,009 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 75,935 531,419 

当期変動額合計 75,935 531,419 

当期末残高 90,009 621,429 

少数株主持分   

当期首残高 4,860,281 5,379,587 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 519,305 277,182 

当期変動額合計 519,305 277,182 

当期末残高 5,379,587 5,656,769 

純資産合計   

当期首残高 25,711,634 27,536,018 

当期変動額   

剰余金の配当 △615,690 △690,636 

当期純利益 1,844,871 1,091,226 

自己株式の取得 △37 △161,271 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 595,240 808,602 

当期変動額合計 1,824,384 1,047,921 

当期末残高 27,536,018 28,583,940 
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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 3,017,956 1,709,250 

減価償却費 2,782,024 3,115,714 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,109 △2,919 

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,814 △41,620 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 18,144 13,629 

受取利息及び受取配当金 △25,162 △20,893 

支払利息 11,071 19,933 

有形固定資産売却損益（△は益） 106 3,140 

有形固定資産処分損益（△は益） 15,084 34,621 

投資有価証券売却損益（△は益） － △81,819 

事業譲渡損益（△は益） 54,305 56,337 

事業構造改善費用 － 253,188 

売上債権の増減額（△は増加） △1,055,114 3,169,723 

たな卸資産の増減額（△は増加） 267,700 △183,676 

仕入債務の増減額（△は減少） 267,529 △215,797 

未収入金の増減額（△は増加） 252,828 △110,311 

未払費用の増減額（△は減少） 103,638 222,018 

未収消費税等の増減額（△は増加） 62,222 △400,818 

その他 △178,960 △174,391 

小計 5,597,298 7,365,309 

利息及び配当金の受取額 25,162 20,893 

利息の支払額 △11,071 △14,059 

法人税等の支払額 △1,261,606 △551,753 

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,349,782 6,820,390 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △5,223,054 △6,744,484 

有形固定資産の売却による収入 2,844 101,344 

無形固定資産の取得による支出 △188,825 △87,880 

投資有価証券の売却による収入 － 419,055 

長期貸付金の回収による収入 84,000 60,000 

事業譲渡による収入 － 504,295 

その他 △59,248 △80,419 

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,384,284 △5,828,090 

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） 1,665,436 261,734 

長期借入金の返済による支出 △84,000 △60,000 

少数株主からの払込みによる収入 27,617 39,547 

配当金の支払額 △615,529 △689,619 

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △27,736 △24,790 

自己株式の取得による支出 △37 △161,271 

財務活動によるキャッシュ・フロー 965,750 △634,399 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △23,795 △26,298 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △92,546 331,602 

現金及び現金同等物の期首残高 392,361 299,814 

現金及び現金同等物の期末残高 299,814 631,416 

日本電産トーソク㈱ (7728) 平成25年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）

15



  
該当事項はありません。 

  

１ 連結の範囲に関する事項 

(1) 連結子会社数 ６社 

      連結子会社の名称 

日本電産トーソク・ベトナム会社 

日電産東測(上海)国際貿易有限公司 

日本電産東測(浙江)有限公司 

日本電産トーソク秋葉・ベトナム会社 

日本電産魚岸東測(平湖)有限公司 

日本電産トーソク・プレシジョン・ベトナム会社 

(注) 新規１社 日本電産トーソク・プレシジョン・ベトナム会社 

主に自動車部品用自動変速機、ＣＶＴ用コントロール部品の製造子会社を平成24年４月６日に設

立し、第１四半期連結会計期間より連結の範囲に含めております。 

(2) 非連結子会社はありません。 

  

２ 持分法の適用に関する事項 

(1) 持分法を適用した非連結子会社数 

なし 

(2) 持分法を適用した関連会社数 

なし 

(3) 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社はありません。 

  

３ 会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法  

① たな卸資産 

通常の販売目的で保有するたな卸資産 

評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。 

ａ 製品、仕掛品 

当社は、自動車部品については総平均法、計測機器は個別法を採用しております。主要連結

子会社は総平均法を採用しております。 

ｂ 商品、原材料、貯蔵品 

当社は先入先出法、主要連結子会社は総平均法を採用しております。 

② 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価

は移動平均法により算定) 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

（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）

（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）
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③ デリバティブ取引により生ずる債権（及び債務） 

時価法 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産（リース資産を除く） 

定額法を採用しております。 

② 無形固定資産（リース資産を除く） 

定額法を採用しております。 

なお、ソフトウエア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額

法によっております。 

③ リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零として算定する定額法によっております。 

(3) 重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等

特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 

② 賞与引当金 

従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。 

③ 退職給付引当金 

日本電産トーソク・ベトナム会社は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末におけ

る退職給付債務の見込額に基づき計上しております。 

④ 環境対策引当金 

「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」に基づき、保管している

ＰＣＢ廃棄物の処理費用の支出に備えるため、その金額を合理的に見積もることができる支出見込

額を計上しております。 

(4) 重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によっております。ただし、為替予約等が付されている外貨建金銭債権債務等に

ついては、振当処理を行っております。 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

外貨建金銭債権債務について為替予約取引を行っております。 

③ ヘッジ方針 

将来の為替変動によるリスクの回避を目的としております。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ手段とヘッジ対象の資産・負債又は予定取引に関する重要な条件が同一であり、かつ、ヘ

ッジ開始時及びその後も継続してキャッシュ・フロー変動を完全に相殺するものと想定することが

できるため、事後的なヘッジ有効性の評価は実施しておりません。 

(5) のれんの償却方法及び償却期間 

５年間で均等償却しております。  

(6) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少な

リスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資及び預け金であります。  
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(7) その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 

  

  

（連結貸借対照表関係） 

 前連結会計年度において、「流動資産」の「その他」に含めておりました「未収消費税等」は、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、「流動資産」の「その他」に表示していた

850,270千円は、「未収消費税等」396,951千円、「その他」453,319千円として組み替えております。 
  

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

 前連結会計年度において、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました

「自己株式の取得による支出」は、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キャッシュ・フロー計算書において、「財務活動によるキャッシ

ュ・フロー」の「その他」に表示していた△37千円は、「自己株式の取得による支出」△37千円として

組み替えております。 

  

当社は、平成24年４月１日付で当社システム機器事業の中のボールねじ事業を日本電産サンキョー

株式会社にウェーハバンプ検査装置事業を日本電産リード株式会社に、また平成24年６月１日付で空

気・電気マイクロメータや関連ゲージ等の事業を日本電産シンポ株式会社に事業移管しております。 

  

（表示方法の変更）

（追加情報）
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１ 報告セグメントの概要 

当社グループは単一のセグメントであるため、記載を省略しております。 

  

２ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額の算定方法 

当社グループは単一のセグメントであるため、記載を省略しております。 

  

３ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、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) 

 

  

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) 

当社グループは単一のセグメントであるため、記載を省略しております。 

  

（報告セグメントの変更等に関する事項） 

前連結会計年度において、当社は事業部を基礎とした製品別セグメントから構成されており、「自

動車部品」及び「システム機器」の２つを報告セグメントとして開示しておりましたが、第１四半期

連結会計期間から、単一の報告セグメントに変更いたしました。 

 従来、当社は、製品別の事業部を置き、各事業部は取り扱う製品について国内及び海外の包括的な

戦略を立案し、事業活動を展開しておりました。従って、当社は事業部を基礎とした製品別セグメン

トから構成されておりました。 

  しかし当社は急速に進むグローバル化に対応するため、社長-事業部の階層を排除し、各機能の層を

厚くし責任実行体制を強化する目的で、平成24年４月１日付で製品の種類に応じた事業部制でのマネ

ジメント体制から、経営機能を軸とした機能別組織（機能別本部制）でのマネジメント体制へ移行い

たしました。 

 これに伴い、当連結会計年度より単一セグメントへ報告セグメントを変更することとし、報告セグ

メントの記載を省略いたします。 

  

(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
連結財務諸表 

計上額
自動車部品 システム機器 計

売上高 30,334,942 3,173,332 33,508,274 ― 33,508,274

営業利益 3,109,093 30,969 3,140,062 ― 3,140,062

セグメント資産 34,705,211 3,329,869 38,035,080 ― 38,035,080

その他の項目

減価償却費

のれんの償却額

2,605,198

5,550

176,825

785

2,782,024

6,336

―

―

2,782,024

6,336

有形固定資産及び 
無形固定資産の増加額

3,412,641 184,637 3,597,279 ― 3,597,279
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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) 

 
  

  

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 製品ごとの情報 

当社グループは単一のセグメントであるため、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) 

 
  

ｂ．関連情報

(単位：千円)

日本 北米 アジア 欧州 その他 合計

29,808,593 111,018 2,033,827 1,553,091 1,744 33,508,274

(単位：千円)

日本 ベトナム 中国 合計

6,437,996 12,522,883 1,754,626 20,715,506

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

ジヤトコ㈱ 20,116,681 自動車部品及びシステム機器

富士重工業㈱ 3,752,827 自動車部品

㈱デンソー 3,574,778 自動車部品

(単位：千円)

日本 北米 アジア 欧州 その他 合計

27,321,443 8,946 2,647,724 1,293,907 8,723 31,280,745

(単位：千円)

日本 ベトナム 中国 合計

6,651,892 17,284,569 4,350,924 28,287,386

顧客の名称又は氏名 売上高

ジヤトコ㈱ 17,758,209

富士重工業㈱ 5,591,302
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１株当たり純資産額及び算定上の基礎並びに１株当たり当期純利益金額及び算定上の基礎は、以下の

とおりであります。 

 
  

 
(注) 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。 

  

  

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) 

日本電産株式会社による当社の完全子会社化に関する株式交換契約締結の件 

当社は、本日（平成25年４月23日）開催の取締役会において、日本電産株式会社が当社を完全子会

社とするための株式交換を行うことを決議し、本日同社と株式交換契約を締結しました。詳細につき

ましては、本日発表の「日本電産株式会社による日本電産トーソク株式会社の完全子会社化に関する

株式交換契約締結に関するお知らせ」をご覧ください。 

  

  

(１株当たり情報)

項目
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)

(1) １株当たり純資産額 575.78円 599.74円

  (算定上の基礎)

連結貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 27,536,018 28,583,940

普通株式に係る純資産額(千円) 22,156,431 22,927,170

差額の主な内訳(千円)

   少数株主持分

 

5,379,587

 

5,656,769

普通株式の発行済株式数(株) 38,500,466 38,500,466

普通株式の自己株式数(株) 19,834 271,686

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(株)
38,480,632 38,228,780

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)

(2) １株当たり当期純利益金額 47.94円 28.49円

  (算定上の基礎)

連結損益計算書上の当期純利益(千円) 1,844,871 1,091,226

普通株式に係る当期純利益(千円) 1,844,871 1,091,226

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式の期中平均株式数(株) 38,480,657 38,304,155

(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 13,821 12,791 

受取手形 140,418 64,537 

売掛金 6,866,352 3,173,632 

親会社株式 － 382,840 

商品及び製品 625,304 588,538 

仕掛品 2,853,968 2,552,503 

原材料及び貯蔵品 358,371 360,782 

前払費用 30,343 33,839 

繰延税金資産 304,540 418,715 

未収入金 2,660,681 5,462,536 

未収消費税等 285,999 465,568 

関係会社売却用設備 841,068 1,303,098 

関係会社短期貸付金 2,135,200 1,840,450 

その他 6,824 28,063 

流動資産合計 17,122,895 16,687,897 

固定資産   

有形固定資産   

建物 6,867,155 6,732,162 

減価償却累計額 △3,747,230 △3,896,189 

建物（純額） 3,119,925 2,835,972 

構築物 327,139 317,878 

減価償却累計額 △282,626 △286,310 

構築物（純額） 44,513 31,568 

機械及び装置 5,345,122 5,007,934 

減価償却累計額 △4,683,310 △4,221,236 

機械及び装置（純額） 661,812 786,698 

車両運搬具 30,828 26,435 

減価償却累計額 △23,831 △21,477 

車両運搬具（純額） 6,996 4,957 

工具、器具及び備品 1,852,052 1,893,177 

減価償却累計額 △1,580,677 △1,629,112 

工具、器具及び備品（純額） 271,375 264,065 

土地 1,425,130 1,423,713 

リース資産 140,993 145,899 

減価償却累計額 △84,659 △92,262 

リース資産（純額） 56,334 53,637 

建設仮勘定 13,179 － 

有形固定資産合計 5,599,266 5,400,613 
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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) 

無形固定資産   

ソフトウエア 301,215 283,387 

その他 160,674 5,110 

無形固定資産合計 461,889 288,497 

投資その他の資産   

投資有価証券 1,136,075 84,499 

出資金 10,486 10,486 

関係会社出資金 4,893,620 7,036,305 

関係会社長期貸付金 540,800 545,600 

繰延税金資産 7,142 98,670 

その他 9,568 7,583 

貸倒引当金 △1,850 △1,850 

投資その他の資産合計 6,595,844 7,781,295 

固定資産合計 12,657,001 13,470,406 

資産合計 29,779,896 30,158,304 

負債の部   

流動負債   

支払手形 251,625 181,335 

買掛金 7,975,713 5,202,879 

短期借入金 2,283,665 2,165,985 

リース債務 22,106 24,549 

未払金 2,912 21,689 

未払費用 652,618 868,952 

未払法人税等 232,479 184,666 

前受金 1,135 15,645 

預り金 25,229 29,103 

受入保証金 27,768 27,556 

賞与引当金 446,248 403,000 

設備関係支払手形 120,554 52,308 

設備関係未払金 1,686,426 5,567,797 

その他 2,392 3,314 

流動負債合計 13,730,875 14,748,783 

固定負債   

長期未払金 9,735 9,735 

リース債務 37,043 31,407 

環境対策引当金 67,963 67,963 

資産除去債務 3,901 3,968 

固定負債合計 118,643 113,074 

負債合計 13,849,518 14,861,857 
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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 5,087,026 5,087,026 

資本剰余金   

資本準備金 4,604,553 4,604,553 

資本剰余金合計 4,604,553 4,604,553 

利益剰余金   

利益準備金 231,518 231,518 

その他利益剰余金   

別途積立金 1,243,000 1,243,000 

繰越利益剰余金 4,628,105 4,365,454 

利益剰余金合計 6,102,623 5,839,973 

自己株式 △11,034 △172,305 

株主資本合計 15,783,168 15,359,247 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 148,216 △61,340 

繰延ヘッジ損益 △1,007 △1,460 

評価・換算差額等合計 147,209 △62,800 

純資産合計 15,930,378 15,296,446 

負債純資産合計 29,779,896 30,158,304 
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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 33,109,966 29,341,182 

売上原価 28,648,518 25,403,537 

売上総利益 4,461,447 3,937,645 

販売費及び一般管理費   

販売手数料 19,273 4,851 

広告宣伝費 14,780 12,155 

運搬費 144,625 149,581 

サービス補償費 30,572 325,268 

役員報酬 103,926 78,352 

給料及び手当 862,269 884,545 

賞与 116,856 135,280 

賞与引当金繰入額 127,520 104,102 

退職給付費用 26,677 29,185 

福利厚生費 200,299 220,786 

旅費及び交通費 53,709 56,833 

通信費 13,625 15,715 

水道光熱費 6,548 9,201 

消耗品費 2,261 1,107 

租税公課 56,985 46,793 

保険料 11,138 11,775 

修繕費 20,828 20,771 

賃借料 16,639 12,127 

交際費 1,703 1,745 

特許権使用料 5,434 1,128 

減価償却費 62,444 66,743 

研究開発費 927,080 957,177 

業務委託費 124,789 153,871 

その他 918 6,379 

販売費及び一般管理費合計 2,950,910 3,305,480 

営業利益 1,510,537 632,164 

営業外収益   

受取利息 7,722 18,293 

受取配当金 23,622 18,067 

固定資産賃貸料 48,880 29,893 

受取ロイヤリティー 7,462 19,992 

保険配当金 12,326 2,175 

その他 7,022 6,369 

営業外収益合計 107,037 94,791 
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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) 

営業外費用   

支払利息 11,073 13,244 

売上割引 2,075 1,601 

為替差損 125,352 30,779 

貸与資産減価償却費 44,455 25,955 

売上債権売却損 － 4,537 

その他 696 3,430 

営業外費用合計 183,653 79,548 

経常利益 1,433,921 647,408 

特別利益   

有形固定資産売却益 1,281 191 

投資有価証券売却益 － 81,819 

特別利益合計 1,281 82,011 

特別損失   

有形固定資産売却損 1,808 － 

有形固定資産処分損 974 408 

事業譲渡損 46,082 50,954 

事業構造改善費用 － 53,068 

特別損失合計 48,865 104,431 

税引前当期純利益 1,386,337 624,987 

法人税、住民税及び事業税 488,524 280,483 

法人税等調整額 △11,891 △83,482 

法人税等合計 476,633 197,000 

当期純利益 909,704 427,986 
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（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 5,087,026 5,087,026 

当期末残高 5,087,026 5,087,026 

資本剰余金   

資本準備金   

当期首残高 4,604,553 4,604,553 

当期末残高 4,604,553 4,604,553 

資本剰余金合計   

当期首残高 4,604,553 4,604,553 

当期末残高 4,604,553 4,604,553 

利益剰余金   

利益準備金   

当期首残高 231,518 231,518 

当期末残高 231,518 231,518 

その他利益剰余金   

別途積立金   

当期首残高 1,243,000 1,243,000 

当期末残高 1,243,000 1,243,000 

繰越利益剰余金   

当期首残高 4,334,091 4,628,105 

当期変動額   

剰余金の配当 △615,690 △690,636 

当期純利益 909,704 427,986 

当期変動額合計 294,013 △262,650 

当期末残高 4,628,105 4,365,454 

利益剰余金合計   

当期首残高 5,808,609 6,102,623 

当期変動額   

剰余金の配当 △615,690 △690,636 

当期純利益 909,704 427,986 

当期変動額合計 294,013 △262,650 

当期末残高 6,102,623 5,839,973 

自己株式   

当期首残高 △10,996 △11,034 

当期変動額   

自己株式の取得 △37 △161,271 

当期変動額合計 △37 △161,271 

当期末残高 △11,034 △172,305 
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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) 

株主資本合計   

当期首残高 15,489,192 15,783,168 

当期変動額   

剰余金の配当 △615,690 △690,636 

当期純利益 909,704 427,986 

自己株式の取得 △37 △161,271 

当期変動額合計 293,976 △423,921 

当期末残高 15,783,168 15,359,247 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 165,258 148,216 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △17,041 △209,557 

当期変動額合計 △17,041 △209,557 

当期末残高 148,216 △61,340 

繰延ヘッジ損益   

当期首残高 △4,366 △1,007 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 3,359 △452 

当期変動額合計 3,359 △452 

当期末残高 △1,007 △1,460 

評価・換算差額等合計   

当期首残高 160,892 147,209 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △13,682 △210,010 

当期変動額合計 △13,682 △210,010 

当期末残高 147,209 △62,800 

純資産合計   

当期首残高 15,650,084 15,930,378 

当期変動額   

剰余金の配当 △615,690 △690,636 

当期純利益 909,704 427,986 

自己株式の取得 △37 △161,271 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △13,682 △210,010 

当期変動額合計 280,293 △633,931 

当期末残高 15,930,378 15,296,446 
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該当事項はありません。 
  

新任取締役候補  北尾  宜久（６月20日付） 
  

  

 
② 監査役 

 
③ 執行役員 

 
  

６．その他

（１）役員の異動

  １．代表者の異動

 ２．その他の役員の異動                                    

 ３．役員及び執行役員体制（平成25年６月20日開催予定定時株主総会及び取締役会終了後）   

   ① 取締役                        （＊執行役員兼務予定者）             

氏 名 新役職名 現役職名

永 守 重 信 取締役会長 取締役会長

村 田   薫 代表取締役社長 代表取締役社長

開発本部長 開発本部長

購買本部長 購買本部長

横 山   徹 ＊ 取締役常務執行役員 取締役常務執行役員

管理本部長 管理本部長

飯 嶋 嘉 隆 ＊ 取締役執行役員 取締役執行役員

営業本部長 営業本部長

佐 藤   明 取締役 取締役

北 尾 宜 久 取締役 ―

氏 名 新役職名 現役職名

小 川   登 常勤監査役 常勤監査役

前 田 孝 一   監査役 監査役

井 上 哲 夫 監査役 監査役

成 宮   治 監査役 監査役

目 崎  八 郎 監査役 監査役

氏 名 新役職名 現役職名

川 上   修 常務執行役員 常務執行役員

生産技術本部長 生産技術本部長

上 拾 石    孝 執行役員 執行役員

日本電産トーソク・ベトナム会社
代表取締役社長

日本電産トーソク・ベトナム会社
代表取締役社長

日本電産トーソク・プレシジョン・
ベトナム会社
代表取締役社長

日本電産トーソク・プレシジョン・
ベトナム会社
代表取締役社長

加 藤 洋 治 執行役員 執行役員

生産技術本部 副本部長 生産技術本部 副本部長

石 田 博 之 執行役員 執行役員

日本電産東測（浙江）有限公司
菫事総経理

日本電産東測（浙江）有限公司
菫事総経理

山 田 正 彰 執行役員 執行役員

計測機器統轄 計測機器統轄

小 山 正 雄 執行役員 執行役員

購買本部 副本部長 購買本部 副本部長
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（２）第４四半期連結損益計算書（３ヶ月）

(単位 ： 千円)

区 分

前第４四半期連結会計期間 
（自 平成24年１月１日  

  至 平成24年３月31日)

当当当当第第第第４４４４四半期連結四半期連結四半期連結四半期連結会会会会計期間計期間計期間計期間    
（自 平成25年１月１日  

  至 平成25年３月31日)

金  額 金  額

Ⅰ 売上高 8,789,007 7,346,640

Ⅱ 売上原価 7,201,835 6,049,161

   売上総利益 1,587,172 1,297,478

Ⅲ 販売費及び一般管理費 925,785 1,128,476

   営業利益 661,386 169,002

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 381 547

 ２ 為替差益 15,110 100,468

 ３ 固定資産賃貸料 1,088 838

 ４ 受取ロイヤリティー 3,564 10,884

 ５ 保険配当金 12,326 -

 ６ その他 4,174 1,785

   営業外収益合計 36,645 114,524

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 3,504 8,079

 ２ 売上割引 441 9

 ３ 売上債権売却損 - 4,537

 ４ その他 412 1,834

   営業外費用合計 4,358 14,460

   経常利益 693,673 269,066

Ⅵ 特別利益

 １ 有形固定資産売却益 0 542

 ２ 投資有価証券売却益 - 3,111

   特別利益合計 0 3,653

Ⅶ 特別損失

 １ 有形固定資産売却損 - 250

 ２ 有形固定資産処分損 5,925 1,161

 ３ 事業譲渡損 54,305 12,470

 ４ 事業構造改善費用 - 253,188

   特別損失合計 60,231 267,070

   税金等調整前四半期純利益 633,442 5,648

   法人税、住民税及び事業税 182,691 205,816

   法人税等調整額 △151,393 △169,627

   法人税等合計 31,297 36,189

   少数株主利益 210,789 △97,182

   四半期純利益 391,355 66,641
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平成25年４月23日
日本電産トーソク株式会社

平成25年３月期（第83期）連結決算概要 

1. 連結業績の状況 
（百万円未満切捨て）

 
(注) （  ）内は、対売上高比率 
  
2. 連結財政状態 

   
3. 配当の状況 

 
  
4. 連結範囲及び持分法の適用に関する事項 
  連結子会社数 ６社 
＜前期末(平成24年３月)比の異動状況＞ 

 
  

（３）連結決算概要

 

 

当連結会計年度 対前期 
増減率

前連結会計年度 当第４四半期 対前年 
同期 

増減率

前第４四半期

自 平成24年４月１日 自 平成23年４月１日 自 平成25年１月１日 自 平成24年１月１日
至 平成25年３月31日 至 平成24年３月31日 至 平成25年３月31日 至 平成24年３月31日

売  上  高
百万円 ％ 百万円 百万円 ％ 百万円

31,280 △6.6 33,508 7,346 △16.4 8,789

営 業 利 益
1,715

△45.4
3,140 169

△74.4
661

( 5.5% ) ( 9.4% ) ( 2.3% ) ( 7.5% )

経 常 利 益
1,974

△36.0
3,087 269

△61.2
693

( 6.3% ) ( 9.2% ) ( 3.7% ) ( 7.9% )

当期（四半期） 
純  利  益

1,091
△40.9

1,844 66
△83.0

391

( 3.5% ) ( 5.5% ) ( 0.9% ) ( 4.5% )

１ 株 当 た り 
当期（四半期） 
純  利  益

円 銭 

─
円 銭 円 銭 

─
円 銭 

28.49 47.94 1.74 10.17

潜在株式調整後 
１ 株 当 た り 

当期（四半期）純利益

─ ─ ─ ─ ─ ─

当 連 結 会 計 年 度 末 前 連 結 会 計 年 度 末

総  資  産
百万円 百万円

43,566 38,035

純  資  産
28,583 27,536

自 己 資 本 比 率
％ ％

52.6 58.3
１ 株 当 た り 
純   資   産

円 銭 円 銭

599.74 575.78

当 連 結 会 計 年 度  前 連 結 会 計 年 度

営 業 活 動 に よ る 
キ ャ ッ シ ュ・フ ロ ー

百万円 百万円

6,820 4,349
投 資 活 動 に よ る 

キ ャ ッ シ ュ・フ ロ ー △5,828 △5,384
財 務 活 動 に よ る 

キ ャ ッ シ ュ・フ ロ ー △634 965

現 金 及 び 現 金 同 等 物 
期  末  残  高 631 299

第 ２ 四 半 期 末 期        末 合        計

２ ４ 年 ３ 月 期
円 銭 円 銭 円 銭 

8.00 10.00 18.00

２ ５ 年 ３ 月 期
8.00 8.00 16.00

２６年３月期（ 予 想 ）
8.00 8.00 16.00

連結 （新規） １ 社（除外） ─ 社 持分法 （新規） ─ 社（除外） ─ 社
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