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1. 平成23年３月期第３四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年12月31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 ％

23年３月期第３四半期 35,499 71.4 1,784 ― 1,562 ― 873 ―

22年３月期第３四半期 20,705 △51.4 △1,845 ― △2,112 ― △1,306 ―

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

23年３月期第３四半期 19. 49 ―
22年３月期第３四半期 △29. 14 ―

 (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

23年３月期第３四半期 48,364 19,541 40.4 435. 79
22年３月期 50,332 18,744 37.2 418. 01

(参考) 自己資本 23年３月期第３四半期 19,541百万円 22年３月期 18,744百万円

2. 配当の状況

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

22年３月期 ― 0.00 ― 0. 00 0. 00

23年３月期 ― 0.00 ―

23年３月期(予想) 3. 00 3. 00

3. 平成23年３月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日）
(％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
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 46,700 51.7 1,900 ― 1,600 ― 850 ― 18.96



  

 

 
（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

(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、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー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 

・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、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。 

  

  

  

  

  

  

  

  

4. その他（詳細は【添付資料】P.３「その他」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

  新規  ―社 (          ―)  除外  ―社 (         ―)

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

（注）簡便な会計処理および四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
 

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

 ② ①以外の変更 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年３月期３Ｑ 45,000,000株 22年３月期 45,000,000株

② 期末自己株式数 23年３月期３Ｑ 159,332株 22年３月期 158,498株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期３Ｑ 44,841,085株 22年３月期３Ｑ 44,842,935株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府による経済対策効果や海外経済の回復により、
企業収益が改善し、設備投資や個人消費にも持ち直しの動きが見られ、景気は緩やかな回復傾向で推移い
たしました。しかし、長引く円高や欧米の景気減速懸念により、今後の景気悪化に対する不透明感は依然
残っております。 
このような経済情勢の下、当社グループの得意先であるトラック業界は、環境対応車普及促進対策費補

助金（エコカー補助金）や大型車のポスト新長期排ガス規制施行により需要は増加し、海外需要もアジア
を中心とした新興国の需要により好調に推移いたしました。また、建設機械業界も中国を中心とした需要
回復により受注量が増加となりました。 
その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は354億99百万円（前年同四半期207億５百万円の71.4％

増）となりました。損益面におきましては、売上高が回復したこと、引き続き生産効率向上と費用削減に
取り組んだことにより、営業利益は17億84百万円（前年同四半期18億45百万円の営業損失）、経常利益は
15億62百万円（前年同四半期21億12百万円の経常損失）となりました。 
 これに、投資有価証券売却益35百万円を特別利益へ、固定資産除却損12百万円、綾瀬部品工場等跡地の
減損損失１億33百万円を特別損失へ計上し、税金費用を控除した結果、四半期純利益は８億73百万円（前
年同四半期13億６百万円の四半期純損失）となりました。 

  

流動資産は、前連結会計年度末に比べ13億74百万円減少し、151億69百万円となりました。これは主と
して、売上高の増加により受取手形及び売掛金が16億99百万円増加したのに対し、借入金の返済により現
金及び預金が31億22百万円減少したことなどによります。 
 固定資産は、前連結会計年度末に比べ５億93百万円減少し、331億95百万円となりました。これは主と
して、有形固定資産が４億79百万円、投資その他の資産が１億12百万円それぞれ減少したことなどにより
ます。この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて19億67百万円減少し、483億64百万円となりまし
た。 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて17億46百万円増加し、163億63百万円となりました。これは主
として、仕入高の増加により支払手形及び買掛金が20億18百万円増加し、短期借入金が返済により７億23
百万円減少したことなどによります。  
 固定負債は、前連結会計年度末に比べて45億11百万円減少し、124億60百万円となりました。これは主
として、長期借入金が返済により43億41百万円減少したことなどによります。 

純資産は、前連結会計年度末に比べて７億97百万円増加し、195億41百万円となりました。主な要因は
土地再評価差額金が79百万円減少したのに対し、四半期純利益が８億73百万円増加したことなどによりま
す。 

  

当第３四半期の連結業績は現時点では、概ね見込みどおり推移しており、通期の連結業績に関しまして
は、平成22年11月５日発表の予想数値に変更はありません。 
なお、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、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。 

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(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

資産、負債および純資産の状況

(a)資産

(b)負債

(C)純資産

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 
  

１．簡便な会計処理 
①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がな
いと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。

②棚卸資産の評価方法 

当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、第２四半期連結会計
期間末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算出する方法によっております。 
また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額

を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 
③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、売却また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
間按分する方法によっております。 
④繰延税金資産およ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ては、前連結会計年度末以降に経営環境等に著しい変化が
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ます。前連
結会計年度末以降に経営環境等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おります。 
  

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 
税金費用の計算 

税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む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おります。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をとっております。 
なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

  

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20
年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平
成20年３月31日）を適用しております。これによる損益への影響はありません。 

  

  

該当事項はありません。  

  

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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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）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,553,866 5,676,591

受取手形及び売掛金 8,885,170 7,186,066

製品 787,478 1,029,369

仕掛品 519,469 321,710

原材料及び貯蔵品 1,171,994 1,121,469

その他 1,253,852 1,210,001

貸倒引当金 △2,455 △1,817

流動資産合計 15,169,377 16,543,392

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 12,222,498 12,493,034

機械装置及び運搬具（純額） 11,403,174 8,746,545

土地 6,592,884 6,726,256

その他（純額） 1,254,838 3,986,609

有形固定資産合計 31,473,395 31,952,445

無形固定資産 26,431 28,122

投資その他の資産

投資有価証券 1,189,667 1,253,708

その他 508,332 557,032

貸倒引当金 △2,600 △2,600

投資その他の資産合計 1,695,400 1,808,140

固定資産合計 33,195,227 33,788,708

資産合計 48,364,604 50,332,100

㈱アイメタルテクノロジー　(5605)　平成23年３月期　第３四半期決算短信

―　4　―



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 7,493,165 5,474,784

短期借入金 5,782,160 6,505,880

未払法人税等 671,004 17,913

その他 2,416,700 2,617,626

流動負債合計 16,363,030 14,616,204

固定負債

長期借入金 9,813,740 14,155,280

退職給付引当金 403,219 461,179

環境対策引当金 475,861 475,861

その他 1,767,618 1,879,443

固定負債合計 12,460,439 16,971,764

負債合計 28,823,469 31,587,968

純資産の部

株主資本

資本金 1,480,000 1,480,000

資本剰余金 9,510,553 9,510,553

利益剰余金 6,982,995 6,029,712

自己株式 △18,556 △18,444

株主資本合計 17,954,991 17,001,820

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 39,615 40,453

繰延ヘッジ損益 △31,020 △54,208

土地再評価差額金 1,840,722 1,920,161

為替換算調整勘定 △263,174 △164,095

評価・換算差額等合計 1,586,143 1,742,311

純資産合計 19,541,135 18,744,132

負債純資産合計 48,364,604 50,332,100
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(2) 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21年４月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
 至 平成22年12月31日)

売上高 20,705,989 35,499,845

売上原価 20,898,415 31,622,143

売上総利益又は売上総損失（△） △192,425 3,877,702

販売費及び一般管理費 1,653,194 2,093,274

営業利益又は営業損失（△） △1,845,620 1,784,427

営業外収益

受取利息 93 479

受取配当金 6,614 23,673

固定資産賃貸料 36,250 41,087

受取ロイヤリティー 6,579 14,694

還付加算金 21,427 589

持分法による投資利益 10,208 20,335

その他 22,257 28,930

営業外収益合計 103,431 129,790

営業外費用

支払利息 242,230 235,800

シンジケートローン手数料 48,270 47,020

その他 80,232 69,219

営業外費用合計 370,733 352,040

経常利益又は経常損失（△） △2,112,922 1,562,177

特別利益

固定資産売却益 53 －

投資有価証券売却益 － 35,510

特別利益合計 53 35,510

特別損失

固定資産除却損 23,398 12,307

減損損失 － 133,372

会員権評価損 250 －

特別損失合計 23,648 145,679

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純
損失（△）

△2,136,517 1,452,007

法人税等 △829,915 578,163

少数株主損益調整前四半期純利益 － 873,844

四半期純利益又は四半期純損失（△） △1,306,601 873,844
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当第３四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日）  

該当事項はありません。 

  

当社グループは、自動車用等関連部品製造事業の単一セグメントであるため、記載を省略しておりま
す。  
  

 （追加情報） 

第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17
号 平成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基
準適用指針第20号 平成20年３月21日）を適用しております。 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日）  

該当事項はありません。 

  

  

  

  

  

  

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) セグメント情報

(5) 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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