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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9月30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 ％

22年3月期第2四半期 9,453 △41.5 11 △98.9 6 △99.3 △74 ―

21年3月期第2四半期 16,156 ― 1,027 ― 1,009 ― 552 ―

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

22年3月期第2四半期 △4.74 ―

21年3月期第2四半期 35.06 ―

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

22年3月期第2四半期 20,581 6,524 31.7 413.82
21年3月期 20,973 6,568 31.3 416.60

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  6,524百万円 21年3月期  6,568百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

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

21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

22年3月期 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― 0.00 0.00

3.  平成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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 20,300 △27.0 230 △50.7 200 △55.3 50 ― 3.17
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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） 

〔（注） 詳細は、５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） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

・上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の実績等は、業績
の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第2四半期 15,786,910株 21年3月期  15,786,910株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  19,649株 21年3月期  19,298株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 15,767,361株 21年3月期第2四半期 15,769,820株
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当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、昨年秋以降の世界同時不況による急激な景気悪化局

面から、一部に景気の底打ちの兆しが見られるものの、設備投資の減少や雇用情勢の悪化に伴う個人消費

の低迷など依然として厳しい状況が続きました。 

 このような状況の中、自動車関連においてはグローバルな経済不況の影響で前期に引き続き需要が低迷

する一方、世界各国の各種優遇税制措置等の効果もあり、国内市場ではハイブリッドカーやコンパクトカ

ー、海外でもハイブリッドカー、小型ＳＵＶ及びコンパクトカーの販売が予想を上回り好調に推移しまし

た。また、建設機械・農業機械関連においては中国や東南アジア地域を除き厳しい受注環境が続き、日本

を含むグローバル市場において顧客である建設機械メーカーや農業機械メーカーの在庫調整が進まず販売

の低迷が続きました。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は94億５千３百万円（前年同期比41.5%減）となりまし

た。部門別では、自動車部品は73億９千５百万円（前年同期比14.8%減）、建設機械部品は15億２千１百

万円（前年同期比77.4%減）、農業機械部品は２億８百万円（前年同期比56.4%減）、その他部品は３億２

千８百万円（前年同期比20.9%増）となりました。 

 損益面におきましては、前期に実施した操業体制見直しによる労務人件費の削減効果や当社グループを

挙げての原価低減効果があったものの、売上の大幅な減少による利益の減少をカバーすることができず、

営業利益は１千１百万円（前年同期比98.9%減）、経常利益は６百万円（前年同期比99.3%減）、四半期純

損益は７千４百万円の損失（前年同期は５億５千２百万円の利益）となりました。 

  

  

当第２四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３億９千

２百万円減少し、205億８千１百万円となりました。 

 資産の部では、流動資産は現金及び預金が４億３千２百万円増加、受取手形及び売掛金が２億９千万円

増加、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５億３千５百万円減少、未収入金が

１億３千７百万円減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ５千９百万円増加し、98億７千３百万

円となり、また固定資産は有形固定資産が４億８千９百万円減少したこと等により前連結会計年度末に比

べ４億５千１百万円減少し、107億７百万円となりました。 

 負債の部では、流動負債は、支払手形及び買掛金が３億４千８百万円増加、未払法人税等が８千４百万

円減少、「その他」に含まれる設備未払金が２億３千５百万円減少したこと等により、前連結会計年度末

に比べ１億４百万円増加し、94億３千６百万円となり、固定負債は、長期借入金を４億３千１百万円返済

したこと等により、前連結会計年度末に比べ４億５千２百万円減少し、46億２千万円となりました。 

 純資産は、四半期純損失を７千４百万円計上したこと、その他有価証券評価差額金が３千万円増加した

こと等により、前連結会計年度末に比べ４千３百万円減少し、65億２千４百万円となりました。 

  

当第２四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４億３千２百万円増加し、12億６百万円となりました。 

  

[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

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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当第２四半期連結累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11億７千７百万円（前年同四半期比30.3%減）となりました。この主な要

因は減価償却費６億２千１百万円、たな卸資産の減少５億３千５百万円、仕入債務の増加３億４千８百万

円等の増加要因があり、また、減少要因として売上債権の増加２億９千万円等によるものであります。 

  

（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３億８百万円（前年同四半期比87.9%減）となりました。これは、主に有

形固定資産の取得による支出２億９千７百万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減少は４億３千６百万円となりました。これは、主に長期借入金の返済による支

出が４億３千１百万円によるものであります。 

  

  

通期の連結業績予想につきましては、平成21年５月14日に発表しました内容より修正を行っています。

具体的な内容につきましては、平成21年11月12日に公表の「業績予想の修正等に関するお知らせ」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。 

  
  

  

 該当事項はありません。 

  

  

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 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

  繰延税金資産の回収可能性の判断に関しましては、前連結会計年度末以降に経営環境に著しい変化が

なく、かつ、一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められる場合には、前連結会計年度決算

において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっており、前連結会

計年度末以降に経営環境に著しい変化があるか、または、一時差異等の発生状況に著しい変化が認め

られた場合には、前連結会計年度決算において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングに

当該著しい変化の影響を加味したものを利用する方法によっています。 

3. 連結業績予想に関する定性的情報

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)

(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
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 ③ 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。ただし、当該見積実効税

率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用する

方法によっています。 

 なお、法人税等調整額は、法人税、住民税及び事業税に含めて表示しています。 

  

  

 ① たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

  従来、連結子会社である㈱メタルテックスは、製品及び仕掛品については、売価還元法による原価法

（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっていましたが、第１四半期連結会計期間より、いず

れも総平均法による原価法（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。 

 この変更は、たな卸資産管理におけるコンピューターシステムの整備を契機に、たな卸資産の評価

と期間損益計算をより適切にするために行ったものです。 

 この変更により、従来と同様の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利

益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ1,939千円減少しています。 

 ② 表示方法の変更 

  前第２四半期連結会計期間において、有形固定資産の「その他（純額）」に含めていました「建物及

び構築物（純額）」は、資産総額の100分の10を超えたため、当第２四半期連結会計期間では区分掲記

しています。なお、前第２四半期連結会計期間の有形固定資産の「その他（純額）」に含まれる「建

物及び構築物（純額）」は2,824,852千円であります。 

  

(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

-5-

㈱メタルアート（5644）平成22年3月期　第２四半期決算短信



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２四半期連結会計期間末
(平成21年９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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,206,318 773,792

受取手形及び売掛金 3,240,513 2,949,911

製品 264,853 435,237

仕掛品 820,840 825,700

原材料及び貯蔵品 1,181,249 1,541,145

未収入金 3,062,954 3,200,089

その他 97,241 88,149

流動資産合計 9,873,972 9,814,026

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,778,371 2,846,737

機械装置及び運搬具（純額） 4,994,217 5,335,416

その他（純額） 2,395,103 2,474,931

有形固定資産合計 10,167,691 10,657,085

無形固定資産 101,276 96,726

投資その他の資産   

投資有価証券 268,131 214,990

その他 173,919 194,189

貸倒引当金 △3,380 △3,380

投資その他の資産合計 438,670 405,800

固定資産合計 10,707,639 11,159,612

資産合計 20,581,611 20,973,638

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,212,010 3,863,330

短期借入金 4,234,392 4,193,752

未払法人税等 83,779 168,420

賞与引当金 207,410 209,742

その他 699,029 897,271

流動負債合計 9,436,622 9,332,517

固定負債   

長期借入金 4,355,998 4,828,514

退職給付引当金 105,647 122,361

役員退職慰労引当金 69,900 59,900

その他 88,576 61,633

固定負債合計 4,620,122 5,072,409

負債合計 14,056,744 14,404,926
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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21年３月31日) 

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 2,676,768 2,751,439

自己株式 △6,183 △6,130

株主資本合計 6,455,135 6,529,859

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 69,731 38,852

評価・換算差額等合計 69,731 38,852

純資産合計 6,524,866 6,568,711

負債純資産合計 20,581,611 20,973,638
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 16,156,736 9,453,769

売上原価 14,340,992 8,848,788

売上総利益 1,815,743 604,981

販売費及び一般管理費 787,879 593,897

営業利益 1,027,864 11,083

営業外収益   

受取利息 97 48

受取配当金 5,359 2,241

受取ロイヤリティー 18,082 9,949

物品売却益 13,997 4,210

助成金収入 － 22,837

その他 17,483 27,910

営業外収益合計 55,021 67,197

営業外費用   

支払利息 52,341 56,626

その他 20,742 14,864

営業外費用合計 73,083 71,491

経常利益 1,009,802 6,790

特別利益   

固定資産処分益 86 －

特別利益合計 86 －

特別損失   

固定資産処分損 16,194 1,979

投資有価証券評価損 30,324 －

特別損失合計 46,518 1,979

税金等調整前四半期純利益 963,370 4,810

法人税、住民税及び事業税 410,526 68,433

過年度法人税等 － 11,048

法人税等合計 410,526 79,482

四半期純利益又は四半期純損失（△） 552,843 △74,671
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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）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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 963,370 4,810

減価償却費 675,771 621,744

賞与引当金の増減額（△は減少） 5,653 △2,332

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △11,000 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） △10,528 △6,713

受取利息及び受取配当金 △5,457 △2,289

支払利息 52,341 56,626

投資有価証券評価損益（△は益） 30,324 －

有形固定資産除却損 16,448 2,841

有形固定資産売却損益（△は益） 267 －

売上債権の増減額（△は増加） △1,006,199 △290,602

未収入金の増減額（△は増加） 327,370 △67,012

たな卸資産の増減額（△は増加） △480,493 535,140

仕入債務の増減額（△は減少） 1,327,127 348,679

その他 83,473 △16,316

小計 1,968,470 1,184,577

利息及び配当金の受取額 5,457 2,291

利息の支払額 △55,116 △50,443

法人税等の支払額 △228,563 △180,345

法人税等の還付額 － 221,420

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,690,247 1,177,500

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 △1,311 △1,242

有形固定資産の取得による支出 △2,541,320 △297,759

有形固定資産の売却による収入 1,611 1,041

その他 △6,678 △10,647

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,547,699 △308,608

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 △447,196 △431,876

リース債務の返済による支出 △464 △3,754

自己株式の取得による支出 △960 △52

配当金の支払額 △94,211 △682

財務活動によるキャッシュ・フロー 357,166 △436,366

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △500,285 432,526

現金及び現金同等物の期首残高 1,053,851 773,792

現金及び現金同等物の四半期末残高 553,566 1,206,318
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当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 
  
 該当事項はありません。 

  

  

 ① 事業の種類別セグメント情報 

  
  前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日）及び当第２四半期連結

累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 
  

  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組立を業としている。）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 

  
  前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日）及び当第２四半期連結

累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 
  

  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 

  
  前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日）及び当第２四半期連結

累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 
  

  海外売上高はありません。 
  

  
当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 
  
 該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

(6) 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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