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(百万円未満切捨て)
1. 平成21年３月期第１四半期の連結業績（平成20年４月１日～平成20年６月30日）

　(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 ％

21年３月期第１四半期 7,627 ─ 456 ─ 446 ─ 253 ─

20年３月期第１四半期 6,392 12.9 250 △6.6 246 0.8 141 1.0

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

21年３月期第１四半期 16 08 ─ ─

20年３月期第１四半期 9 00 ─ ─

　(2) 連結財政状態

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

21年３月期第１四半期 24,954 7,045 28.2 446 73

20年３月期 24,737 6,861 27.7 435 04
(参考) 自己資本 21年３月期第１四半期 7,045百万円 20年３月期 6,861百万円

2. 配当の状況

１株当たり配当金

(基準日) 第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭

　 20年３月期 ─ 0 00 ─ 6 00 6 00

　 21年３月期 ─

　 21年３月期(予想) 0 00 ─ 6 00 6 00
(注) 配当予想の当四半期における修正の有無 ： 無

3. 平成21年３月期の連結業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日）

(％表示は、通期は対前期、第２四半期連結累計期間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２四半期連結累計期間 15,900 ─   890 ─ 850 ─ 480 ─ 30 44

通期 33,600 22.7  1,690 28.1 1,600 27.7 930 29.1 58 97
(注) 連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 有
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4. その他

(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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有

　 [(注) 詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。]

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成
のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの）

　① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

　② ①以外の変更 ： 無

　 [(注) 詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。]

(4) 発行済株式数（普通株式）

　① 期末発行済株式数（自己株式を含む）

21年３月期第１四半期 15,786,910株 20年３月期 15,786,910株

　② 期末自己株式数

21年３月期第１四半期 16,298株 20年３月期 15,798株

　③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間）

21年３月期第１四半期 15,770,779株 20年３月期第１四半期 15,771,112株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
　
・平成21年３月期の連結業績予想につきましては、平成20年５月16日に発表しました内容より修正していま
す。その内容につきましては、平成20年８月７日発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照くだ
さい。

　
・平成21年３月期の連結業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づいた見通しであり、実際
の業績は、今後の様々な要因によって変動する場合があります。

　・当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に
関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しています。また、「四半期連結財務諸表
規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しています。
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平成21年３月期 第1四半期決算短信

【定性的情報・財務諸表等】

1. 連結経営成績に関する定性的情報

当社の主要受注部門である自動車部品部門では、国内の軽自動車市場、東南アジアの小型車市場
が堅調であり、また新規ユニット部品の受注も寄与したことにより、売上は順調に推移しました。
一方、建設機械部品部門では、日米欧を除く地域でのグローバルな建機市場の増加基調が持続し、
売上も好調に推移しました。この結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は76億２千７百万円
（前年同期比19.3%増）となりました。部門別では、自動車部品は40億９千１百万円（前年同期比
12.3%増）、建設機械部品は31億５千２百万円（前年同期比30.3%増）、農業機械部品は２億３千４
百万円（前年同期比24.0%増）、その他部品は１億４千９百万円（前年同期比7.0%増）となりまし
た。
　損益面におきましては、売上高が順調に伸びたことや当社グループを挙げての原価低減活動を進
めたこと等により、営業利益は４億５千６百万円（前年同期比81.9%増）、経常利益は４億４千６百
万円（前年同期比81.1%増）、四半期純利益は２億５千３百万円（前年同期比78.7%増）となりまし
た。

2. 連結財政状態に関する定性的情報

当第１四半期連結会計期間末の財政状態につきましては、総資産は、前連結会計年度末に比べ２億１千７
百万円増加し、249億５千４百万円となりました。
　資産の部では、流動資産は現金及び預金が４億４千１百万円減少し、受取手形及び売掛金が５億９千３百
万円増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ１億９千４百万円増加し、128億８千万円となり、また
固定資産は前連結会計年度末に比べ２千２百万円増加し、120億７千４百万円となりました。
　負債の部では、流動負債のその他に含めています設備支払手形が10億６千３百万円減少し、支払手形及び
買掛金が４億９百万円増加、短期借入を９億円実施したこと等により、前連結会計年度末に比べ３千３百万
円増加し、179億９百万円となりました。
　純資産は、四半期純利益を２億５千３百万円計上したこと等により、前連結会計年度末に比べ１億８千４
百万円増加し、70億４千５百万円となりました。

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末
に比べ４億４千１百万円減少し、６億１千１百万円となりました。

当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況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）
営業活動による資金の増加は５億３千２百万円となりました。この主な要因は税金等調整前四半期純利益

４億４千６百万円、減価償却費３億４千６百万円であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）
投資活動による資金の減少は16億４千１百万円となりました。これは、主にCVTトランスミッション用部品

加工の設備投資に伴う有形固定資産の取得による支出16億３千９百万円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）
財務活動による資金の増加は６億６千７百万円となりました。これは、主に短期借入れによる収入が９億

円、長期借入金の返済による支出が１億３千７百万円、配当金の支払額が９千５百万円によるものであり
ます。

3. 連結業績予想に関する定性的情報

平成20年５月16日に発表しました業績予想につきましては、平成20年８月７日付けで業績予想の修正を行
っています。その内容につきましては、「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。
なお、実際の業績は、今後の様々な要因によって変動する場合があります。
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4. その他
(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)

該当事項はありません。

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

　 
 ① 固定資産の減価償却費の算定方法

　 固定資産の年度中の取得、売却又は除却等の見積りを考慮した予算に基づく年間償却予定額
を期間按分法によっています。

 ② 税金費用の計算

　 当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引等調
整前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しています。

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

① 「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日 企業会計基
準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成19
年３月14日 企業会計基準適用指針第14号)を当第1四半期連結会計期間から適用しています。
また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しています。

② 「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年7月5日 企業会計基準
第9号）を当第1四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収
益性の低下による簿価切下げの方法）に変更しています。
この変更により、当第1四半期連結会計期間の損益に与える影響は、軽微であります。

③ リース取引に関する会計基準の適用
　「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月17日 最終改正平成19年３月30
日企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成６
年１月18日 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号）を当第１四半期連結会計期間
から早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法
に準じた会計処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リース資産として計上し
ています。
　また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する
方法によっています。
  なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常
の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しています。
　この結果、従来の方法によった場合と比較して、固定資産が3,050千円、流動負債が662千円、固定負
債が2,540千円増加しています。なお、当該変更により、当第1四半期連結会計期間の損益に与える影響
はありません。

(4) 追加情報

 ① 有形固定資産の耐用年数の変更

　   当社の機械装置については、従来、耐用年数を10～12年としていましたが、当第1四半期連結会計期間
より9～12年に変更しました。この変更は、法人税法の改正を契機として企業グループの資産利用状況等
を見直した結果であります。また、当第1四半期連結会計期間より機械装置の一部について稼働状況を考
慮し、増加償却を実施することとしています。
　この結果、従来の方法を採用した場合と比較して、減価償却費は、67,173千円増加し、営業利益、経
常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ57,640千円減少しています。
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5. 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末

(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る

要約連結貸借対照表

(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 611,946 1,053,851

受取手形及び売掛金 5,985,364 5,392,003

製品 760,685 607,713

仕掛品 1,068,657 1,117,826

原材料及び貯蔵品 1,474,987 1,431,150

未収入金 2,726,766 2,846,446

その他 252,521 237,105

流動資産合計 12,880,929 12,686,098

固定資産

有形固定資産

機械装置及び運搬具（純額） 5,825,343 5,919,014

その他（純額） 5,318,018 5,242,558

有形固定資産合計 11,143,362 11,161,573

無形固定資産 40,084 39,273

投資その他の資産

投資有価証券 609,933 566,289

その他 284,008 287,965

貸倒引当金 △3,380 △3,380

投資その他の資産合計 890,561 850,875

固定資産合計 12,074,008 12,051,722

資産合計 24,954,938 24,737,820
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末

(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る

要約連結貸借対照表

(平成20年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 7,458,028 7,048,972

短期借入金 3,591,392 2,744,392

未払法人税等 193,777 235,635

賞与引当金 110,258 270,027

役員賞与引当金 5,500 22,000

その他 2,070,702 2,964,573

流動負債合計 13,429,658 13,285,600

固定負債

長期借入金 4,265,288 4,349,386

退職給付引当金 42,912 41,130

役員退職慰労引当金 46,325 94,600

その他 125,622 106,033

固定負債合計 4,480,148 4,591,150

負債合計 17,909,807 17,876,751

純資産の部

株主資本

資本金 2,143,486 2,143,486

資本剰余金 1,641,063 1,641,063

利益剰余金 3,038,536 2,879,610

自己株式 △5,219 △4,989

株主資本合計 6,817,867 6,659,171

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 227,263 201,897

評価・換算差額等合計 227,263 201,897

純資産合計 7,045,130 6,861,069

負債純資産合計 24,954,938 24,737,820
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(2) 【四半期連結損益計算書】

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日

 至 平成20年６月30日)

売上高 7,627,463

売上原価 6,783,041

売上総利益 844,421

販売費及び一般管理費 387,956

営業利益 456,464

営業外収益

受取利息 24

受取配当金 5,358

受取ロイヤリティー 7,769

その他 14,319

営業外収益合計 27,472

営業外費用

支払利息 24,802

その他 12,688

営業外費用合計 37,490

経常利益 446,446

特別利益

固定資産売却益 86

特別利益合計 86

特別損失

固定資産売却損 354

特別損失合計 354

税金等調整前四半期純利益 446,179

法人税、住民税及び事業税 192,626

法人税等合計 192,626

四半期純利益 253,552
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日

 至 平成20年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 446,179

減価償却費 346,183

賞与引当金の増減額（△は減少） △159,769

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △16,500

退職給付引当金の増減額（△は減少） △43,072

受取利息及び受取配当金 △5,383

支払利息 24,802

有形固定資産除却損 5,063

有形固定資産売却損益（△は益） 267

売上債権の増減額（△は増加） △593,361

未収入金の増減額（△は増加） 119,680

たな卸資産の増減額（△は増加） △147,639

仕入債務の増減額（△は減少） 409,056

その他 395,095

小計 780,600

利息及び配当金の受取額 5,377

利息の支払額 △26,396

法人税等の支払額 △227,526

営業活動によるキャッシュ・フロー 532,055

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出 △1,011

有形固定資産の取得による支出 △1,639,616

有形固定資産の売却による収入 1,611

その他 △2,428

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,641,446

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 900,000

長期借入金の返済による支出 △137,098

リース債務の返済による支出 △110

自己株式の取得による支出 △230

配当金の支払額 △95,076

財務活動によるキャッシュ・フロー 667,484

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △441,905

現金及び現金同等物の期首残高 1,053,851

現金及び現金同等物の四半期末残高 611,946

― 8 ―

決算短信 2008年08月07日 08時59分 08315xe01_in 8ページ （Tess 1.10 20080626_01）



㈱メタルアート(5644)
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しています。また、「四半期連結財務諸表

規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しています。

(4) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(5) セグメント情報

① 事業の種類別セグメント情報

　 当社及び連結子会社は、ともに鍛工品製造販売の事業を行っている（連結子会社は鍛工品の製品及び当
社の一部部品加工を業としている。）ため、事業の種別セグメント情報の記載を行っていません。

② 所在地別セグメント情報

在外連結子会社及び在外支店がないため記載を行っていません。
③ 海外売上高

海外売上高はありません。

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。
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「参考」

前四半期に係る財務諸表等

（1）（要約）四半期連結損益計算書

科目
前年同四半期

(平成20年３月期
第１四半期)

区分 金額(千円)

Ⅰ 売上高 6,392,386

Ⅱ 売上原価 5,743,234

　　 売上総利益 649,151

Ⅲ 販売費及び一般管理費 398,261

　 営業利益 250,890

Ⅳ 営業外収益 20,239

Ⅴ 営業外費用 24,613

　 経常利益 246,516

Ⅵ 特別利益                                   ─

Ⅶ 特別損失 10,300

　 　税金等調整前四半期（当期）純利益 236,216

　 法人税、住民税及び事業税 94,345

　 四半期（当期）純利益 141,871
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