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1. 平成26年3月期第3四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年12月31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 ％

26年3月期第3四半期 11,299 4.3 628 20.3 874 44.4 743 78.1
25年3月期第3四半期 10,837 4.1 522 0.8 605 45.9 417 39.0

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 972百万円 （125.9％） 25年3月期第3四半期 430百万円 （110.3％）

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

26年3月期第3四半期 64.68 ―
25年3月期第3四半期 36.67 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第3四半期 15,756 10,285 64.9
25年3月期 15,824 9,336 58.8

（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 10,225百万円 25年3月期 9,300百万円

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

25年3月期 ― 3.00 ― 3.00 6.00
26年3月期 ― 3.00 ―

26年3月期（予想） 3.00 6.00

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、対前期増減率） 

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有  

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

通期 15,200 3.3 720 6.6 980 0.4 740 30.1 64.36

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 

(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 ： 無
②①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） 26年3月期3Q 11,659,500 株 25年3月期 11,659,500 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 85,707 株 25年3月期 278,087 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 11,497,958 株 25年3月期3Q 11,387,006 株
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当第３四半期連結累計期間のわが国経済は、政府による緊急経済対策が進行し、円相場も円安基調で

推移し輸出を後押ししたことから、着実に回復の度合いを増しております。 

また、世界経済は、新興国において景気の拡大がやや鈍化したものの、米国を中心とした先進国では

景気は回復方向にあり、緩やかな成長を維持しました。 

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国内生産台数

は、前年同四半期に比べ増加しました。 

こうした状況のもと当社グループは、販売力と高品質の製品づくりによる競争力の強化に努めた結

果、売上高は、11,299百万円で前年同四半期に比べ462百万円(4.3％)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628百万円と前年同四半期に比べ106百万円(20.3％)の増益、経

常利益も874百万円と前年同四半期に比べ268百万円(44.4％)の増益となりました。 

また、四半期純利益も743百万円と前年同四半期に比べ326百万円(78.1％)の増益となりました。 

  

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、有形固定資産、投資有価証券が増加したものの、現金及び

預金が減少したことにより、15,756百万円となり、前連結会計年度末に比べ67百万円減少いたしまし

た。   

負債について主には、借入金が減少したことにより前連結会計年度末に比べ1,017百万円減少し、

5,470百万円となりました。  

純資産については利益剰余金が増加したことにより10,285百万円となりました。  

  

平成26年３月期の連結業績予想につきましては、平成25年７月29日に公表いたしました数値から修正

しております。詳細につきましては平成26年２月３日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご

覧ください。  

  

該当事項はありません。  

  

税金費用の計算について、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。  

  

該当事項はありません。  

  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

（２）財政状態に関する説明

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

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

尾張精機株式会社(7249) 平成26年3月期第3四半期決算短信

-2-



 

３．四半期連結財務諸表
（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,306,625 4,566,057

受取手形及び売掛金 2,695,545 2,679,133

商品及び製品 757,853 787,933

仕掛品 435,390 482,000

原材料及び貯蔵品 888,100 855,229

繰延税金資産 25,183 26,680

その他 275,724 294,756

流動資産合計 10,384,424 9,691,791

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,588,564 1,600,851

機械装置及び運搬具（純額） 1,406,949 1,535,150

土地 730,560 734,044

リース資産（純額） 82,113 63,077

その他（純額） 171,800 425,513

有形固定資産合計 3,979,988 4,358,638

無形固定資産 14,600 14,312

投資その他の資産

投資有価証券 984,696 1,206,570

繰延税金資産 19,461 19,722

前払年金費用 287,102 296,536

その他 163,548 178,425

貸倒引当金 △9,550 △9,550

投資その他の資産合計 1,445,259 1,691,704

固定資産合計 5,439,848 6,064,656

資産合計 15,824,273 15,756,447
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,616,611 2,561,452

1年内返済予定の長期借入金 838,118 631,708

リース債務 6,379 5,676

未払法人税等 270,667 97,676

賞与引当金 249,404 119,723

役員賞与引当金 27,000 23,300

製品保証引当金 14,600 14,700

契約損失引当金 155,673 －

未払消費税等 3,117 47,002

未払金 193,319 250,234

未払費用 403,132 386,158

設備関係支払手形 71,651 17,523

その他 177,842 184,945

流動負債合計 5,027,518 4,340,100

固定負債

長期借入金 1,088,407 665,876

リース債務 8,081 3,824

繰延税金負債 155,680 238,962

退職給付引当金 34,490 37,977

役員退職慰労引当金 59,334 70,405

資産除去債務 114,717 113,771

固定負債合計 1,460,711 1,130,816

負債合計 6,488,230 5,470,917

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 8,298,883

自己株式 △86,069 △26,266

株主資本合計 9,399,701 10,123,956

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 223,071 379,372

為替換算調整勘定 △322,361 △277,747

その他の包括利益累計額合計 △99,289 101,624

少数株主持分 35,631 59,949

純資産合計 9,336,042 10,285,530

負債純資産合計 15,824,273 15,756,447
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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３四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
 至 平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日

 至 平成25年12月31日)

売上高 10,837,376 11,299,872

売上原価 9,423,679 9,708,225

売上総利益 1,413,696 1,591,646

販売費及び一般管理費

販売費 477,982 490,341

一般管理費 413,277 472,768

販売費及び一般管理費合計 891,259 963,109

営業利益 522,436 628,536

営業外収益

受取利息 13,007 10,974

受取配当金 11,991 23,250

為替差益 74,806 214,783

助成金収入 1,590 570

その他 9,983 14,460

営業外収益合計 111,379 264,039

営業外費用

支払利息 24,947 16,080

その他 3,308 2,218

営業外費用合計 28,256 18,299

経常利益 605,559 874,277

特別利益

固定資産売却益 3,658 1,006

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 3,658 19,869

特別損失

固定資産売却損 880 412

固定資産除却損 2,487 67

特別損失合計 3,367 479

税金等調整前四半期純利益 605,850 893,667

法人税、住民税及び事業税 164,730 132,156

法人税等調整額 10,664 △5,186

法人税等合計 175,395 126,969

少数株主損益調整前四半期純利益 430,454 766,697

少数株主利益 12,932 22,980

四半期純利益 417,522 743,716
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四半期連結包括利益計算書
第３四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
 至 平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日

 至 平成25年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 430,454 766,697

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △3,315 156,300

為替換算調整勘定 3,273 49,305

その他の包括利益合計 △41 205,606

四半期包括利益 430,412 972,304

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 417,147 944,630

少数株主に係る四半期包括利益 13,265 27,673
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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）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（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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