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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21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 ％

21年3月期 27,818 1.6 466 △64.6 447 △64.2 △33 ―

20年3月期 27,385 11.9 1,319 25.6 1,252 13.7 720 9.6

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 ％ ％ ％

21年3月期 △2.13 ― △0.5 2.1 1.7
20年3月期 45.66 ― 10.9 5.4 4.8

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20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

21年3月期 20,973 6,568 31.3 416.60
20年3月期 24,737 6,861 27.7 435.04

（参考） 自己資本   21年3月期  6,568百万円 20年3月期  6,861百万円

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

21年3月期 747 △2,856 1,829 773
20年3月期 2,242 △2,277 435 1,053

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（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 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 0.00 ― 6.00 6.00 94 13.1 1.4
21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

22年3月期 
（予想）

― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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

8,700 △46.2 △670 ― △670 ― △680 ― △43.13

通期 18,700 △32.8 △900 ― △900 ― △920 ― △58.35
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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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注） 詳細は、11ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

(注） １株当たり当期純利益(連結）の算定の基礎となる株式数については、14ページ「1株当たり情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期 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  19,298株 20年3月期  15,798株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21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 ％

21年3月期 27,818 1.6 △38 ― △36 ― △267 ―

20年3月期 27,385 11.9 891 22.8 838 7.4 475 7.6

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
円 銭 円 銭

21年3月期 △16.98 ―

20年3月期 30.16 ―

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 17,904 5,645 31.5 358.02
20年3月期 23,271 6,171 26.5 391.33

（参考） 自己資本 21年3月期  5,645百万円 20年3月期  6,171百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※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22年３月期の配当状況（予想）並びに連結業績予想及び個別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。 

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 
累計期間

8,700 △46.2 △600 ― △450 ― △455 ― △28.86

通期 18,700 △32.8 △800 ― △650 ― △660 ― △41.86
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（当期の経営成績） 
 当連結会計年度における我が国経済は、上半期においては米国サブプライムローン問題の影響により、
徐々に欧米先進国の景気が減速する一方、新興国を中心とした旺盛な需要が輸出を下支えし、企業収益も
堅調に推移しました。 
 しかし下半期に入り、欧米に端を発するグローバル規模の金融不安が新興国の実体経済を巻き込み、大
幅な需要後退を招きました。 
 このような状況のもと、当社グループの主要受注部門である自動車部品部門及び建設機械部品部門にお
いて、顧客の大幅な生産調整の結果、受注が11月後半より急落しました。 
 その結果、当連結会計年度の売上高は278億１千８百万円（前年同期比1.6%増）となり、前年同期に比
べ微増となりましたが、当期の大幅な鋼材価格値上げを反映したものであり、出荷量としては減少しまし
た。部門別では、自動車部品は160億２千８百万円（前年同期比5.9%増）、建設機械部品は104億１百万円
（前年同期比3.8%減）、農業機械部品は８億２千５百万円（前年同期比0.7%増）、その他部品は５億６千
２百万円（前年同期比8.8%減）となりました。 
 損益面におきましては、下期に入っての大幅な受注の急減に対応すべく、操業体制の見直しによる労務
人件費の抑制をはじめ徹底したコスト削減にグループを挙げて取り組みましたが、予想を上回る受注の急
減という収益環境の悪化により、当連結会計年度の営業利益は４億６千６百万円（前年同期比64.6%
減）、経常利益は４億４千７百万円（前年同期比64.2%減）、さらに、投資有価証券評価損等を特別損失
に計上したことや繰延税金資産を取崩したことにより、当期純損失は３千３百万円（前期は７億２千万円
の当期純利益）となりました。 
 
（次期の見通し） 
 当社グループの主要受注先である自動車業界及び建設機械業界における需要の回復の見通しは不透明で
あり、受注の低迷が続くものと予想されます。こうした厳しい経営環境のなか、次期の業績につきまして
は、大幅な受注の減少に伴う収益の悪化により、売上高は187億円（前年同期比32.8%減）、営業損失は９
億円（前期は４億６千６百万円の営業利益）、経常損失は９億円（前期は４億４千７百万円の経常利
益）、当期純損失は９億２千万円（前期は３千３百万円の当期純損失）と予想しています。 
  

当連結会計年度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37億６千４百万円減
少し、209億７千３百万円となりました。 
 資産の部では、流動資産は現金及び預金が２億８千万円減少し、下期からの急激な売上高の減少に伴い
受取手形及び売掛金が24億４千２百万円減少、製品、仕掛品、原材料及び貯蔵品をはじめとするたな卸資
産が３億５千４百万円減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ28億７千２百万円減少し、98億１
千４百万円となり、また固定資産は前連結会計年度末に比べ８億９千２百万円減少し、111億５千９百万
円となりました。 
 負債の部では、流動負債は、支払手形及び買掛金が31億８千５百万円減少、設備関係支払手形が20億８
千５百万円減少、短期借入を14億２千３百万円実施したこと等により、前連結会計年度末に比べ39億５千
３百万円減少し、93億３千２百万円となり、固定負債は、長期借入を14億円実施した一方、長期借入金を
８億９千４百万円返済したこと等により、前連結会計年度末に比べ４億８千１百万円増加し、50億７千２
百万円となりました。 
 純資産は、その他有価証券評価差額金が１億６千３百万円減少したこと等により、前連結会計年度末に
比べ２億９千２百万円減少し、65億６千８百万円となりました。 
  
当連結会計年度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

２億８千万円減少し、７億７千３百万円となりました。 
  
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７億４千７百万円となりました。この主な要因は税金等調整前当期純利益

３億８千７百万円、減価償却費12億８千８百万円であります。 
  
（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28億５千６百万円となりました。これは、主にCVT用部品加工の設備投資

を中心とした有形固定資産の取得による支出28億８千４百万円によるものであります。 

  

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

(2) 財政状態に関する分析
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（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18億２千９百万円となりました。これは、主に短期借入れによる収入が14

億２千３百万円、長期借入れによる収入が14億円、長期借入金の返済による支出が８億９千４百万円、配
当金の支払額が９千４百万円によるものであります。 

  

当社は、株主に対する利益還元を重要な経営目的の一つであると考え、安定した配当の実施を基本と

し、業績と企業体質の強化を総合的に勘案して決定することにしています。また、内部留保金につきま

しては、企業体質の強化と事業活動の発展につながる投資に備えてまいります。 

 当期の期末配当につきましては、経営環境の急速な悪化に伴い当期純損失を計上したこと、先行きが

未だ不透明であり、今後の業績も厳しい見通しであることから無配とさせていただきます。 

 次期の配当につきましても、現時点の業績見通しでは損失を計上せざるを得ない状況であることか

ら、無配とさせていただきたいと考えております。 

  

最近の有価証券報告書（平成20年６月27日提出）における「事業系統図（事業内容）」及び「関係会社

の状況」から重要な変更がないため開示を省略します。 

  

・当社は、お客様第一、品質第一をモットーに新技術の開発と新分野の開拓を図り、市場に対応できる

競争力を実現することに努めます。 

・株主、取引先、地域住民、従業員の方々等会社関係者に満足と信頼を提供し、社会に貢献する企業を

目指しています。 

・環境保全対策を事業展開する上での最重要テーマの一つとして認識し、徹底した取り組をしてまいり

ます。 

今後のわが国経済は、世界的な金融危機や経済不況の影響を受けた在庫調整を伴う大幅減産には底打

ち感も出ており、また、世界各国の積極的な経済対策や金融政策の効果が期待されるところですが、未

だ需要回復の見通しは不透明であり、不況が当面持続する可能性も指摘されています。 

 このような厳しい不況の中、当社グループは原点に立ち返り、ＴＰＭ活動と原価低減活動を軸に、ス

リムで強固な企業体質を構築するとともに収益構造の改革に取り組んでまいります。また、世界的な

「省エネ、低コスト」のニーズに対応した鍛造技術の開発にも積極的に取り組んでまいります。 

 さらに、企業の社会的責任（ＣＳＲ）においては、地球環境・地域環境に配慮した環境保全対策に取

り組むとともに、コンプライアンスや内部統制システムの充実に取り組んでまいります。 

  

  

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

2. 企業集団の状況

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 中期的な経営戦略と対処すべき課題
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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20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,053,851 773,792

受取手形及び売掛金 5,392,003 2,949,911

たな卸資産 3,156,690 －

製品 － 435,237

仕掛品 － 825,700

原材料及び貯蔵品 － 1,541,145

繰延税金資産 214,830 66,127

未収入金 2,846,446 3,200,089

その他 22,274 22,021

流動資産合計 12,686,098 9,814,026

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,705,563 2,846,737

機械装置及び運搬具 5,919,014 5,335,416

工具、器具及び備品 528,198 438,775

土地 1,970,591 1,982,929

リース資産 － 28,888

建設仮勘定 38,205 24,338

有形固定資産合計 11,161,573 10,657,085

無形固定資産   

公共施設利用権 21,397 19,476

その他 17,876 77,249

無形固定資産合計 39,273 96,726

投資その他の資産   

投資有価証券 566,289 214,990

長期貸付金 1,550 1,250

前払年金費用 75,843 －

繰延税金資産 34,768 29,215

その他 175,803 163,724

貸倒引当金 △3,380 △3,380

投資その他の資産合計 850,875 405,800

固定資産合計 12,051,722 11,159,612

資産合計 24,737,820 20,973,638
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,048,972 3,863,330

短期借入金 2,744,392 4,193,752

リース債務 － 6,999

未払費用 472,197 339,743

未払法人税等 235,635 168,420

設備関係支払手形 2,118,373 32,386

賞与引当金 270,027 209,742

役員賞与引当金 22,000 －

その他 374,002 518,142

流動負債合計 13,285,600 9,332,517

固定負債   

長期借入金 4,349,386 4,828,514

リース債務 － 23,333

繰延税金負債 106,033 38,300

退職給付引当金 41,130 122,361

役員退職慰労引当金 94,600 59,900

固定負債合計 4,591,150 5,072,409

負債合計 17,876,751 14,404,926

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 2,879,610 2,751,439

自己株式 △4,989 △6,130

株主資本合計 6,659,171 6,529,859

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 201,897 38,852

評価・換算差額等合計 201,897 38,852

純資産合計 6,861,069 6,568,711

負債純資産合計 24,737,820 20,973,638
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(2)【連結損益計算書】 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 27,385,064 27,818,020

売上原価 24,260,363 25,897,474

売上総利益 3,124,701 1,920,545

販売費及び一般管理費 1,805,018 1,453,879

営業利益 1,319,683 466,665

営業外収益   

受取利息 195 160

受取配当金 9,094 9,948

受取ロイヤリティー 40,258 31,365

物品売却益 25,841 21,145

助成金収入 － 36,355

その他 26,954 24,297

営業外収益合計 102,344 123,271

営業外費用   

支払利息 83,926 109,459

債務整理損 20,640 －

固定資産除却損 28,702 3,878

その他 36,246 28,811

営業外費用合計 169,516 142,149

経常利益 1,252,511 447,787

特別利益   

固定資産処分益 － 378

投資有価証券売却益 － 65,090

特別利益合計 － 65,468

特別損失   

固定資産処分損 － 16,591

役員退職慰労金 10,300 －

投資有価証券評価損 － 51,441

和解金 － 58,091

特別損失合計 10,300 126,125

税金等調整前当期純利益 1,242,211 387,131

法人税、住民税及び事業税 518,491 223,172

法人税等調整額 3,567 197,502

法人税等合計 522,059 420,675

当期純利益又は当期純損失（△） 720,152 △33,544
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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19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 2,143,486 2,143,486

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,143,486 2,143,486

資本剰余金   

前期末残高 1,641,063 1,641,063

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,641,063 1,641,063

利益剰余金   

前期末残高 2,254,088 2,879,610

当期変動額   

剰余金の配当 △94,630 △94,626

当期純利益又は当期純損失（△） 720,152 △33,544

当期変動額合計 625,521 △128,170

当期末残高 2,879,610 2,751,439

自己株式   

前期末残高 △4,751 △4,989

当期変動額   

自己株式の取得 △237 △1,141

当期変動額合計 △237 △1,141

当期末残高 △4,989 △6,130

株主資本合計   

前期末残高 6,033,887 6,659,171

当期変動額   

剰余金の配当 △94,630 △94,626

当期純利益又は当期純損失（△） 720,152 △33,544

自己株式の取得 △237 △1,141

当期変動額合計 625,284 △129,311

当期末残高 6,659,171 6,529,859
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 278,685 201,897

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △76,787 △163,045

当期変動額合計 △76,787 △163,045

当期末残高 201,897 38,852

評価・換算差額等合計   

前期末残高 278,685 201,897

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △76,787 △163,045

当期変動額合計 △76,787 △163,045

当期末残高 201,897 38,852

純資産合計   

前期末残高 6,312,572 6,861,069

当期変動額   

剰余金の配当 △94,630 △94,626

当期純利益又は当期純損失（△） 720,152 △33,544

自己株式の取得 △237 △1,141

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △76,787 △163,045

当期変動額合計 548,496 △292,357

当期末残高 6,861,069 6,568,711
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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19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21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 1,242,211 387,131

減価償却費 913,479 1,288,558

賞与引当金の増減額（△は減少） 22,403 △60,284

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 5,500 △22,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 86,628 122,374

受取利息及び受取配当金 △9,290 △10,108

支払利息 83,926 109,459

投資有価証券売却損益（△は益） － △65,090

投資有価証券評価損益（△は益） － 51,441

有形固定資産除却損 28,702 19,982

有形固定資産売却損益（△は益） 6 26

売上債権の増減額（△は増加） △251,816 2,442,091

未収入金の増減額（△は増加） 420,765 △149,095

たな卸資産の増減額（△は増加） △425,871 354,606

仕入債務の増減額（△は減少） 908,095 △3,185,641

その他 47,359 59,728

小計 3,072,100 1,343,181

利息及び配当金の受取額 9,286 10,116

利息の支払額 △80,989 △114,693

法人税等の支払額 △758,397 △491,390

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,242,000 747,214

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 △2,350 △2,569

投資有価証券の売却による収入 － 93,490

有形固定資産の取得による支出 △2,252,053 △2,884,820

有形固定資産の売却による収入 763 2,411

その他 △23,371 △65,163

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,277,011 △2,856,651

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 377,000 1,423,000

短期借入金の返済による支出 △1,030,000 －

長期借入れによる収入 2,100,000 1,400,000

長期借入金の返済による支出 △916,058 △894,512

リース債務の返済による支出 － △3,530

自己株式の取得による支出 △237 △1,141

配当金の支払額 △95,083 △94,438

財務活動によるキャッシュ・フロー 435,621 1,829,377

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 400,610 △280,059

現金及び現金同等物の期首残高 653,241 1,053,851

現金及び現金同等物の期末残高 1,053,851 773,792
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 該当事項はありません。 

  

なお、最近の有価証券報告書（平成20年６月27日提出）における記載から重要な変更がないため、開

示を省略しています。 

  

① 「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）
を当連結会計年度から適用し、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。 
この変更による当連結会計年度の損益に与える影響は、軽微であります。 
  

② 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28,888千円、流動負債が6,999千円、固
定負債が23,333千円増加しています。なお、当該変更による当連結会計年度の損益に与える影響はあ
りません。 

  

   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、当連結会計年度より
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、当連結会計年度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、当連結会計年度の減価償却費は、229,903千
円増加し、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ223,077千円減少していま
す。 

  

(5)【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

(6)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

(7)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更】

【追加情報】
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                                                              (当連結会計年度） 

     １.有形固定資産の減価償却累計額              9,648,634千円 

     ２.担保資産及び担保付債務               

             担保に供している資産                 751,176千円 

             上記に対する債務                  1,525,000千円 

  

  上記の他、長期借入金500,000千円に対して、土地620,483千円を抵当権の登記留保として提供

しています。また、長期借入金1,600,000千円に対し工場財団を担保に供する旨の金銭消費貸借契

約を締結しています。 

  

  

 
  

 
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加 3,500株 

  

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造

及び当社の一部部品加工組立を業としている)ため、事業の種類別セグメント情報の記載を行って

いません。 

  

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。 

  

海外売上高はありません。 

  

(8)【連結財務諸表に関する注記事項】

(連結貸借対照表関係)

(連結株主資本等変動計算書関係)

当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日）

１ 発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(千株) 15,786 ─ ─ 15,786

２ 自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 15,798 3,500 ─ 19,298

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

２ 所在地別セグメント情報

３ 海外売上高
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（注）当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれていま

す。 

 
  

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

 
  

(税効果会計関係)

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

当連結会計年度 
(平成21年３月31日)

繰延税金資産
 賞与引当金 85,929千円
 たな卸資産 77,156千円
 退職給付引当金 50,560千円
 ゴルフ会員権 28,164千円
 役員退職慰労引当金 24,290千円
 連結会社間未実現利益消去 17,823千円
 無形固定資産 17,059千円
 未払事業税 14,650千円
 繰越欠損金 13,317千円
 その他 17,530千円

繰延税金資産小計 346,483千円
評価性引当金 △251,139千円

繰延税金資産合計 95,343千円

繰延税金負債
 その他有価証券評価差額金 △26,445千円
 その他 △11,854千円

繰延税金負債合計 △38,300千円

繰延税金資産(負債)の純額 57,043千円

当連結会計年度 
(平成21年３月31日)

 流動資産 ― 繰延税金資産 66,127千円
 固定資産 ― 繰延税金資産  29,215千円
 流動負債 ― 繰延税金負債 ― 千円
 固定負債 ― 繰延税金負債 △38,300千円

当連結会計年度 
(平成21年３月31日)

連結財務諸表提出会社の 
法定実効税率

40.5％

  (調整)

 交際費等永久に損金に 
 算入されない項目

2.1％

 受取配当金等永久に 
 益金に算入されない項目

△0.5％

 住民税均等割等 1.0％

 評価性引当額 64.9％

 その他 0.7％

 税効果会計適用後の 
 法人税等の負担率

108.7％
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     １株当たりの純資産                      416円60銭 

     １株当たりの当期純損失                      ２円13銭 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため、記

載していません。 

     （注）１株当たり当期純利益算定上の基礎 

                                  （当連結会計年度） 

     当期純損失                          △33,544千円 

     普通株式に帰属しない金額                    ─  千円 

     普通株式に係る当期純損失                   △33,544千円 

     普通株式の期中平均株式数                    15,769千株 

  

  

 リース取引、関連当事者との取引、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ストック・オプシ

ョン等、資産除去債務、企業結合等に関する注記については、決算短信における開示の必要性が大きくないと

考えられるため開示を省略しています。 

  

(１株当たり情報)

                                （当連結会計年度）

(開示の省略)
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(販売の状況）

販    売    の   状    況

（単位：千円）

金　　　額 構成比 金　　　額 構成比 金　　　額 比　率

％ ％ ％

自 動 車 部 品 15,135,270 55.3 16,028,204 57.6 892,934 5.9

建 設 機 械 部 品 10,813,068 39.5 10,401,703 37.4 △ 411,364 △ 3.8 

農業機械部品 819,998 3.0 825,732 3.0 5,734 0.7

そ の 他 部 品 616,728 2.2 562,379 2.0 △ 54,348 △ 8.8 

合 計 27,385,064 100.0 27,818,020 100.0 432,955 1.6

(注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しています。

増　　　減
期 別

部門別

前連結会計年度 当連結会計年度
（平成19年4月1日～平成20年3月31日） （平成20年4月1日～平成21年3月31日）
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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20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,020,619 612,323

受取手形 312,919 225,021

売掛金 5,072,472 2,724,889

製品 334,747 276,565

原材料 105,299 －

仕掛品 653,610 427,490

貯蔵品 268,904 －

金型 530,416 －

原材料及び貯蔵品 － 983,022

前渡金 1,047,728 75,661

繰延税金資産 127,985 －

関係会社短期貸付金 － 180,000

未収入金 3,763,570 3,358,093

その他 20,260 23,033

流動資産合計 13,258,534 8,886,100

固定資産   

有形固定資産   

建物 2,442,464 2,527,294

減価償却累計額 △788,895 △854,493

建物（純額） 1,653,569 1,672,801

構築物 595,751 608,343

減価償却累計額 △281,294 △311,699

構築物（純額） 314,457 296,644

機械及び装置 9,547,759 9,666,149

減価償却累計額 △4,352,799 △5,077,839

機械及び装置（純額） 5,194,959 4,588,309

車両運搬具 42,498 31,871

減価償却累計額 △28,418 △23,336

車両運搬具（純額） 14,080 8,534

工具、器具及び備品 1,037,909 1,110,289

減価償却累計額 △685,508 △826,370

工具、器具及び備品（純額） 352,400 283,918

土地 1,521,741 1,521,741

リース資産 － 29,095

減価償却累計額 － △2,784

リース資産（純額） － 26,311

建設仮勘定 15,567 24,338

有形固定資産合計 9,066,775 8,422,598
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

無形固定資産   

公共施設利用権 20,229 18,504

電話加入権 2,196 2,196

ソフトウエア 6,761 11,993

ソフトウエア仮勘定 － 14,950

無形固定資産合計 29,187 47,644

投資その他の資産   

投資有価証券 530,379 191,920

関係会社株式 175,910 222,970

出資金 140 140

長期貸付金 1,550 1,250

長期前払費用 2,017 257

前払年金費用 75,843 －

入会保証金 72,688 72,866

その他 58,718 59,031

投資その他の資産合計 917,247 548,436

固定資産合計 10,013,210 9,018,679

資産合計 23,271,745 17,904,780

負債の部   

流動負債   

支払手形 2,565,243 234,680

買掛金 5,230,788 3,026,626

短期借入金 1,430,000 2,830,000

1年内返済予定の長期借入金 566,896 725,756

リース債務 － 6,336

未払金 279,730 211,168

未払費用 261,015 198,603

未払法人税等 152,109 1,649

預り金 25,290 26,351

設備関係支払手形 2,109,521 15,725

賞与引当金 162,600 127,800

役員賞与引当金 22,000 －

その他 9,019 159,540

流動負債合計 12,814,215 7,564,239

固定負債   

長期借入金 1,999,043 2,416,167

関係会社長期借入金 2,100,000 2,100,000

リース債務 － 21,290

繰延税金負債 93,308 26,445

退職給付引当金 － 74,146
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

役員退職慰労引当金 93,400 57,300

固定負債合計 4,285,751 4,695,348

負債合計 17,099,966 12,259,588

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,143,486 2,143,486

資本剰余金   

資本準備金 1,641,063 1,641,063

資本剰余金合計 1,641,063 1,641,063

利益剰余金   

利益準備金 96,981 96,981

その他利益剰余金   

買換資産圧縮積立金 2,626 －

別途積立金 1,573,000 1,953,000

繰越利益剰余金 517,712 △222,061

利益剰余金合計 2,190,320 1,827,919

自己株式 △4,989 △6,130

株主資本合計 5,969,881 5,606,339

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 201,897 38,852

評価・換算差額等合計 201,897 38,852

純資産合計 6,171,779 5,645,191

負債純資産合計 23,271,745 17,904,780
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(2)【損益計算書】 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 27,385,064 27,818,020

売上原価   

製品期首たな卸高 212,704 334,747

当期製品製造原価 17,226,011 26,516,583

当期製品仕入高 7,696,632 －

合計 25,135,348 26,851,331

他勘定振替高 △221,929 108,195

製品期末たな卸高 334,747 276,565

売上原価合計 25,022,530 26,466,571

売上総利益 2,362,534 1,351,449

販売費及び一般管理費 1,470,971 1,390,357

営業利益又は営業損失（△） 891,562 △38,908

営業外収益   

受取利息 3,654 644

受取配当金 9,094 9,948

固定資産賃貸料 94,930 360,036

受取ロイヤリティー 40,258 31,365

物品売却益 18,394 21,145

雑収入 13,358 33,491

営業外収益合計 179,689 456,631

営業外費用   

支払利息 74,666 100,878

賃貸収入原価 101,342 313,260

雑損失 56,970 39,767

営業外費用合計 232,979 453,906

経常利益又は経常損失（△） 838,272 △36,183

特別利益   

投資有価証券売却益 － 65,090

固定資産処分益 － 186

特別利益合計 － 65,277

特別損失   

固定資産処分損 － 6,412

役員退職慰労金 10,300 －

投資有価証券評価損 － 51,441

和解金 － 58,091

特別損失合計 10,300 115,946

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 827,972 △86,852

法人税、住民税及び事業税 350,768 8,817

法人税等調整額 1,547 172,103

法人税等合計 352,316 180,921

当期純利益又は当期純損失（△） 475,656 △267,774
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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19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 2,143,486 2,143,486

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,143,486 2,143,486

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 1,641,063 1,641,063

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,641,063 1,641,063

資本剰余金合計   

前期末残高 1,641,063 1,641,063

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,641,063 1,641,063

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 96,981 96,981

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 96,981 96,981

その他利益剰余金   

買換資産圧縮積立金   

前期末残高 5,587 2,626

当期変動額   

買換資産圧縮積立金の取崩 △2,961 △2,626

当期変動額合計 △2,961 △2,626

当期末残高 2,626 －

別途積立金   

前期末残高 1,233,000 1,573,000

当期変動額   

別途積立金の積立 340,000 380,000

当期変動額合計 340,000 380,000

当期末残高 1,573,000 1,953,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 473,725 517,712

当期変動額   

買換資産圧縮積立金の取崩 2,961 2,626
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

別途積立金の積立 △340,000 △380,000

剰余金の配当 △94,630 △94,626

当期純利益又は当期純損失（△） 475,656 △267,774

当期変動額合計 43,987 △739,774

当期末残高 517,712 △222,061

利益剰余金合計   

前期末残高 1,809,294 2,190,320

当期変動額   

買換資産圧縮積立金の取崩 － －

別途積立金の積立 － －

剰余金の配当 △94,630 △94,626

当期純利益又は当期純損失（△） 475,656 △267,774

当期変動額合計 381,025 △362,400

当期末残高 2,190,320 1,827,919

自己株式   

前期末残高 △4,751 △4,989

当期変動額   

自己株式の取得 △237 △1,141

当期変動額合計 △237 △1,141

当期末残高 △4,989 △6,130

株主資本合計   

前期末残高 5,589,093 5,969,881

当期変動額   

剰余金の配当 △94,630 △94,626

当期純利益又は当期純損失（△） 475,656 △267,774

自己株式の取得 △237 △1,141

当期変動額合計 380,788 △363,541

当期末残高 5,969,881 5,606,339

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 278,685 201,897

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △76,787 △163,045

当期変動額合計 △76,787 △163,045

当期末残高 201,897 38,852

評価・換算差額等合計   

前期末残高 278,685 201,897

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △76,787 △163,045

当期変動額合計 △76,787 △163,045
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当期末残高 201,897 38,852

純資産合計   

前期末残高 5,867,778 6,171,779

当期変動額   

剰余金の配当 △94,630 △94,626

当期純利益又は当期純損失（△） 475,656 △267,774

自己株式の取得 △237 △1,141

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △76,787 △163,045

当期変動額合計 304,000 △526,587

当期末残高 6,171,779 5,645,191

㈱メタルアート（5644）
平成21年３月期決算短信

-22-



  

役 員 の 異 動  

（平成２１年６月２６日付） 

 

１．新任取締役候補 

 倉長 勇太郎  （現 ダイハツ工業㈱ 執行役員） 

 大野 一司   （現 ダイハツ工業㈱ 経理部長） 

           奥村 勝彦   （現 ダイハツ工業㈱ 取締役副社長） 

           完倉 洋一   （現 ㈱メタルワン特殊鋼 取締役社長） 

 

２．新任監査役候補 

 

  非常勤監査役   今井 敦    （現 ㈱メタルワン 大阪線材・特殊鋼部長） 

 

３．退任予定取締役 

           中 康則   （現 非常勤取締役・ 

ダイハツ工業㈱ 上級執行役員） 

           四戸 良治   （現 非常勤取締役・ 

㈱メタルワン 執行役員） 

 

４．退任予定監査役 

 伊藤 三郎   （現 非常勤監査役・ 

                    メタルワン上海有限公司 総経理） 

           

（注）１．新任取締役候補 奥村 勝彦氏、完倉 洋一氏は、社外取締役であります。 

   ２．新任監査役候補 今井 敦氏は、社外監査役であります。 

    

５．６月 26 日の株主総会後の取締役会において就任予定 

 

   取締役副社長  倉長 勇太郎  （現 ダイハツ工業㈱ 執行役員） 

   常務取締役   大野 一司   （現 ダイハツ工業㈱ 経理部長） 

 

  

以上 
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