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1.  平成23年3月期の連結業績（平成22年4月1日～平成23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 ％

23年3月期 59,278 10.2 5,401 76.2 5,572 73.0 3,144 47.4
22年3月期 53,791 △18.4 3,065 △28.1 3,220 △7.3 2,134 18.1

（注）包括利益 23年3月期 2,619百万円 （―％） 22年3月期 ―百万円 （―％）

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 ％ ％ ％

23年3月期 392.46 ― 14.9 9.1 9.1
22年3月期 266.31 ― 11.3 5.3 5.7

（参考） 持分法投資損益 23年3月期  476百万円 22年3月期  461百万円

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

23年3月期 60,824 27,137 36.0 2,732.92
22年3月期 62,001 25,715 32.8 2,539.86

（参考） 自己資本   23年3月期  21,899百万円 22年3月期  20,352百万円

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

23年3月期 10,539 △5,883 △3,606 2,677
22年3月期 10,147 △7,711 △3,668 1,807

2.  配当の状況 

（注）平成24年３月期の第２四半期及び期末の配当については未定であり、配当予想額の開示が可能となった時点で速やかに開示する予定にしておりま
す。 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

22年3月期 ― 10.00 ― 12.00 22.00 176 8.3 0.9
23年3月期 ― 12.00 ― 13.00 25.00 200 6.4 1.0

24年3月期(予想) ― ― ― ― ― ―

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
平成24年３月期連結業績予想については、東日本大震災の影響により現時点での合理的な算定が困難であるため、未定といたしました。詳細について
は、添付資料２ページ「１．経営成績(1)経営成績に関する分析」をご覧ください。 



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) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）詳細は、添付資料14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」をご覧下さい。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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  ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期 8,737,200 株 22年3月期 8,737,200 株

② 期末自己株式数 23年3月期 724,061 株 22年3月期 723,942 株

③ 期中平均株式数 23年3月期 8,013,210 株 22年3月期 8,013,405 株

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信は、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表
の監査手続きは終了しておりません。 

※ 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将来に関する記述は、本資料の発表日において入手可能な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って大きく異なる可能性があります。 
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当連結会計年度における国内外の経済情勢は、国内では世界経済の緩やかな回復や各種の政策効果などにより景

気持ち直しの動きが見られましたものの、円高や厳しい雇用情勢、個人消費の低迷など、依然として先行き不透明

な状況が続きました。海外につきましては、米国においては高い失業率が続きましたものの個人消費や設備投資の

持ち直しの動きが見られたほか、アジアにおいては、中国、インドなどを中心として内需が拡大し、引き続き回復

傾向で推移いたしました。 

自動車業界につきましては、国内では上半期については減税や補助金効果などにより販売が堅調に推移いたしま

したものの、下半期については補助金の打ち切り等により販売が減少に転じました。しかしながら、海外経済の回

復により輸出が増加基調で推移したことなどにより、生産は僅かながら増加いたしました。海外におきましては、

生産、販売とも中国などのアジアを中心として拡大傾向で推移いたしました。 

このような状況のもと当社グループは、引き続き国内外における収益体質の強化を図るとともに、高尾金属工業

株式会社との合併に向けた体制の整備を進めてまいりました。 

なお、本年３月11日に発生いたしました東日本大震災における当社への影響につきましては、当社の国内生産拠

点の一つであります栃木工場（栃木県さくら市）におきまして、建物の一部損壊及び一部の機械設備に設置位置の

横ずれ等が生じましたが、すでに復旧し、生産への影響はありません。 

当連結会計年度の業績につきましては、国内、北米及び中国において車体部品の売上が増加したことなどによ

り、売上高は59,278百万円（前年同期比10.2％増）、営業利益5,401百万円（前年同期比76.2％増）、経常利益

5,572百万円（前年同期比73.0％増）、当期純利益は3,144百万円（前年同期比47.4％増）となりました。 

なお、当連結会計年度より「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)を適用しているため、前連結会計年度との比較数値は記載しておりません。 

国内につきましては、上半期を中心として主要得意先の生産が増加し車体部品の売上が増加したことに加え、金

型設備の販売及び試作売上等も増加したことなどから、売上高は28,609百万円、営業利益は2,148百万円となりまし

た。 

北米につきましては為替換算の影響はありましたものの、主要得意先の生産が増加基調で推移し、車体部品の売

上が増加したことにより売上高は5,939百万円、営業利益は567百万円となりました。 

アジアにつきましては、中国における主要得意先の生産が増加基調で推移し、車体部品の売上が増加したことに

より売上高は19,054百万円、営業利益は2,045百万円となりました。 

中南米につきましては、ブラジルにおける車体部品の売上が減少したほか、金型設備の販売も減少したことなど

により売上高は6,572百万円、営業利益は590百万円となりました。 

  

本年３月11日に発生いたしました東日本大震災から1ヶ月以上経過いたしましたが、その影響は長期にわたる

ことが予想されます。当社の主要顧客である自動車メーカーにおきましては国内生産を再開しておりますものの

稼働率は未だ低い状態のままとなっております。また、海外における生産についても部品供給の停滞による減産

が見込まれるなど、国内外の生産動向が不透明な状態となっております。 

従いまして当社の平成24年３月期の業績見通しについても現段階では見極められない状況となっておりますの

で、今後の得意先の生産動向を注視し、開示が可能な段階をもって速やかに開示することといたします。 

  

１. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

①各セグメントの業績は次のとおりであります。

日本

北米

アジア

中南米

② 次期の見通し
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当連結会計年度末における資産につきましては、現金及び預金、仕掛品の増加、有形固定資産の減少等によ

り、資産の部が前連結会計年度末に比べ1,176百万円減少し、60,824百万円となりました。 

当連結会計年度末における負債につきましては、主に借入金の返済が進んだことなどにより、負債の部が前連

結会計年度に比べ2,597百万円減少し、33,687百万円となりました。 

当連結会計年度末における純資産につきましては、利益剰余金の増加及び為替換算調整勘定等により純資産の

部が前連結会計年度に比べ1,421百万円増加し、27,137百万円となりました。 

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、2,677百万円となり、前連結会

計年度末に比べ870百万円増加いたしました。 

営業活動の結果得られた資金は、10,539百万円（前年同期比391百万円増加）となりました。これは主に税金

等調整前当期純利益5,599百万円、減価償却費6,543百万円、たな卸資産の増加額△1,006百万円などによるもの

であります。 

投資活動の結果使用した資金は、5,883百万円（前年同期比1,827百万円減少）となりました。これは主に国内

における埼玉工場の新規車種生産用設備の取得、中国における生産能力増強のための機械設備等の取得等、有形

固定資産の取得による支出△5,813百万円などによるものであります。 

財務活動の結果使用した資金は、3,606百万円（前年同期比61百万円減少）となりました。これは主に長期借

入金の返済による支出△5,190百万円、長期借入れによる収入2,496百万円、などによるものであります。 

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 
自己資本比率：自己資本／総資産×100 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産×100 

債務償還年数：有利子負債／営業活動によるキャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業活動によるキャッシュ・フロー／支払利息 

（注）１．いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

   ２．株式時価総額は、自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

   ３．有利子負債は貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っているすべての負債を対象として

います。 

  

(2) 財政状態に関する分析

① 当連結会計年度末における資産、負債及び純資産の状況

② 当連結会計期間におけるキャッシュ・フロー

（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）

平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期 平成23年３月期

自己資本比率（％） 34.0 32.5 29.3 32.8 36.0

時価ベースの自己資本比率
（％）

38.7 20.2 9.9 22.0 24.4

債務償還年数（年） 3.0 2.2 2.9 2.5 2.2

インタレスト・カバレッ
ジ・レシオ（倍）

14.0 17.1 14.9 18.8 23.3
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当社は、株主の皆様に対する安定的な配当を基本としつつ、業績、成果に基づく利益還元を継続的に実施する

ことが経営上の重要な政策の一つであると考えております。 

このため、企業体質のさらなる強化を図るとともに、新型車部品生産用の設備開発及び海外を含めた将来の事

業展開に備えるための内部留保の充実等を勘案し、長期的な株主利益の確保を実現していくことを基本方針とし

ております。また、剰余金の配当は、中間配当と期末配当の年２回実施することとしております。 

当期の配当につきましては、期末配当として1株につき金13円とし、先の中間配当金12円と合わせ、年間配当

として1株につき金25円を予定しております。 

また、次期の配当予想につきましては、業績の見通しが現段階で見極められない状況となっておりますので未

定とし、開示が可能な段階をもって開示することといたします。 

  

当社グループの財政状態及び経営成績等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなものがあり、投資

者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のあることを認識しております。 

当社グループは、国内外において事業を展開しております。また、当社グループは、現地の完成車メーカー及

び関連部品メーカーに対し製品を供給しており、これらの市場における経済の低迷は、自動車の需要低下につな

がり、当社グループの財政状態又は業績に影響を与える可能性があります。 

当社グループについては、連結売上高の相当の割合を本田技研工業株式会社及びそのグループ会社が占めてお

ります。同社とは、資本的関係及び継続的かつ安定した取引上の関係にあり、今後、同社からのさらなる受注拡

大に努めるとともに、同社以外への販路拡大を推進してまいりますが、同社及びそのグループ会社の国内外にお

ける生産及び販売の動向等により当社グループの財政状態又は業績は大きな影響を受ける可能性があります。 

当社グループは、海外において積極的な事業展開を図っております。これらの国、地域においては、予期する

ことのできない法律又は諸規制の決定又は変更、政府による政策発動、急激な経済の変化等の要因により材料や

部品の調達、生産、販売に遅延や停止を生ずる可能性があります。このような事態が生じた場合には、当社グル

ープの財政状態又は業績に影響を与える可能性があります。 

当社グループは、海外において子会社等によって現地生産を行っているほか、海外の販売先に対し金型・治工

具等の生産設備を販売するなど、一部の製品及び部品等を輸出しておりますが、円建取引により為替変動リスク

の軽減を図っております。 

当社グループは、国内外において工場を設け、プレス、溶接加工等の生産設備を活用し、現地で従業員を採用

し自動車部品の生産、販売を行っており、地震、気象災害等の自然災害、疾病の流行、戦争及びテロ、大衆運

動、現地従業員のストライキ等の労働問題に影響されることがあります。これらが発生した場合には、材料や部

品の調達、生産、販売に遅延や停止を生ずる可能性があり、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を与え

る可能性があります。 

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

(4) 事業等のリスク

①市場環境の変化について

②特定の販売先への高い依存度について

③海外事業について

④為替変動について

⑤災害、戦争、テロ、ストライキ等の影響について
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当社は、平成23年４月１日に高尾金属工業株式会社と合併し、「株式会社ジーテクト」として新たなスタートを

切り、次の企業理念とそれらを実現するための経営ビジョン（当社の進めべき方向性）を策定いたしました。これ

らの経営方針とビジョンの下、グローバル競争に打ち勝つ企業規模と展開力を実現し、安全・環境に即した先進技

術の追求を通じ、車体骨格部品メーカーとして世界トップを目指し、企業価値・株主価値の向上に努めてまいりま

す。 

＜社是＞ 

・人間性尊重 

・技術革新 

・堅実経営 

  

＜行動指針＞ 

・愛情と相互信頼をモットーに自己啓発に努めよう 

・先進技術を追求し良質廉価な製品を提供しよう 

・自主性をもち英知と機敏さで社会に貢献しよう 

  

＜経営ビジョン＞ 

 安全・環境に即した先進技術の追求を通じ、車体骨格部品の専門メーカーとして世界トップを目指す。 

  

当社グループは、目標とする経営指標を連結売上高経常利益率の向上と位置付け、良質かつ廉価な部品の開発及

び生産に取り組むとともに、従来から重視してまいりました営業利益の対売上高比率、１株当たり利益（ＥＰＳ）

に加え、資本、資産効率をより意識し、総資産利益率（ＲＯＡ）や自己資本利益率（ＲＯＥ）についてもさらなる

向上を目指してまいります。 

  

当社グループを取り巻く経営環境は、新興国における自動車需要の高まりやハイブリッド車などの環境対応車種

への需要シフトなど、グローバル競争の激化や市場構造の変化などが続くことが予想されます。このような経営環

境の下、当社グループは世界市場をターゲットとし、安全・環境に即した先進技術の追求を通じ、車体骨格部品の

専門メーカーとして世界トップになることを目標とし、次の経営戦略を展開してまいります。 

① 融合の促進を加速し、合併効果の早期具現化を図る。 

  

②  管理体質の更なる改革を図る。 

  

③ 品質、コスト、生産、開発、管理の全域の競争力強化による売上拡大を図る。 

  

④ 強靭な収益体制を構築し、連結売上高経常利益率の向上を図る。 

  

当社においては、事業運営上の組織として事業管理本部及び業務監査室が組織横断的に内部管理、内部牽制の役

割を果たし、組織として事業の健全な運営を図っております。 

当期につきましては、会社法及び金融商品取引法に基づく内部統制制度の効果的な運用に向けて、社内諸規程・

諸規則の整備などを推進しております。 

また、当社は株式会社大阪証券取引所（ＪＡＳＤＡＱ市場）へ「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」を

提出しており、当該事項は「内部統制システムに関する基本的な考え方及び整備状況」に記載しております。な

お、同報告書は大阪証券取引所ホームページに開示されております。 

  

２. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略及び対処すべき課題

(4) 内部管理体制の整備・運用状況
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３．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22年３月31日)

当連結会計年度
(平成23年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,727,432 3,718,259

受取手形及び売掛金 8,514,831 8,180,504

有償支給未収入金 338,171 253,874

製品 250,926 320,278

仕掛品 1,192,606 2,008,243

原材料 764,849 743,927

貯蔵品 243,954 235,658

繰延税金資産 367,493 660,500

その他 951,937 1,298,091

流動資産合計 15,352,205 17,419,336

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 19,525,727 19,084,095

減価償却累計額 △5,676,874 △6,304,278

建物及び構築物（純額） 13,848,853 12,779,816

機械装置及び運搬具 28,047,778 27,465,908

減価償却累計額 △17,038,569 △18,743,346

機械装置及び運搬具（純額） 11,009,208 8,722,561

工具器具及び備品 29,281,628 29,232,727

減価償却累計額 △23,979,555 △25,435,475

工具器具及び備品（純額） 5,302,073 3,797,252

土地 7,273,623 7,180,119

建設仮勘定 1,187,323 3,176,921

有形固定資産合計 38,621,083 35,656,671

無形固定資産 499,774 477,647

投資その他の資産

投資有価証券 6,738,717 6,652,714

繰延税金資産 498,253 336,100

保険積立金 160,235 179,403

その他 148,530 120,416

貸倒引当金 △17,340 △17,340

投資その他の資産合計 7,528,396 7,271,295

固定資産合計 46,649,253 43,405,615

資産合計 62,001,458 60,824,952
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成22年３月31日)

当連結会計年度
(平成23年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 5,028,556 4,530,572

短期借入金 11,393,240 11,266,900

1年内返済予定の長期借入金 4,864,960 4,592,647

未払金 2,228,500 2,031,057

未払法人税等 48,939 809,551

前受金 591,591 853,265

賞与引当金 513,201 482,729

役員賞与引当金 29,500 －

その他 329,834 573,532

流動負債合計 25,028,324 25,140,255

固定負債

長期借入金 9,457,702 6,949,911

長期未払金 16,174 19,385

退職給付引当金 484,886 502,742

役員退職慰労引当金 397,186 526,030

繰延税金負債 275,551 316,990

資産除去債務 － 88,933

その他 625,738 143,634

固定負債合計 11,257,239 8,547,627

負債合計 36,285,564 33,687,882

純資産の部

株主資本

資本金 1,531,708 1,531,708

資本剰余金 1,620,525 1,620,525

利益剰余金 19,593,638 22,546,205

自己株式 △1,059,992 △1,060,224

株主資本合計 21,685,878 24,638,214

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 841,617 821,315

為替換算調整勘定 △2,174,958 △3,560,248

その他の包括利益累計額合計 △1,333,341 △2,738,933

少数株主持分 5,363,356 5,237,788

純資産合計 25,715,894 27,137,069

負債純資産合計 62,001,458 60,824,952
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書

 連結損益計算書

（単位：千円）

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

売上高 53,791,430 59,278,644

売上原価 46,849,761 49,718,463

売上総利益 6,941,668 9,560,181

販売費及び一般管理費 3,876,590 4,158,527

営業利益 3,065,077 5,401,653

営業外収益

受取利息 53,630 81,098

受取配当金 28,196 34,499

持分法による投資利益 461,873 476,665

作業くず売却益 23,697 33,833

その他 171,405 127,613

営業外収益合計 738,804 753,710

営業外費用

支払利息 540,454 452,045

為替差損 － 97,445

その他 43,311 33,612

営業外費用合計 583,766 583,103

経常利益 3,220,115 5,572,260

特別利益

固定資産売却益 2,670 7,795

投資有価証券売却益 811,445 －

子会社清算益 － 19,801

持分変動利益 － 175,275

損害補償損失引当金戻入額 14,000 －

特別利益合計 828,115 202,872

特別損失

固定資産除却損 39,939 79,031

固定資産売却損 241 2,665

投資有価証券評価損 － 51,432

ゴルフ会員権評価損 6,000 －

貸倒引当金繰入額 110 －

早期割増退職金 5,271 －

希望退職金 326,290 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 42,050

特別損失合計 377,852 175,180

税金等調整前当期純利益 3,670,378 5,599,953

法人税、住民税及び事業税 513,859 1,592,104

法人税等還付税額 △184,835 －

法人税等調整額 337,715 △64,650

法人税等合計 666,739 1,527,454

少数株主損益調整前当期純利益 － 4,072,498

少数株主利益 869,624 927,613

当期純利益 2,134,013 3,144,884
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 連結包括利益計算書

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

少数株主損益調整前当期純利益 － 4,072,498

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 － △20,302

為替換算調整勘定 － △1,478,482

持分法適用会社に対する持分相当額 － 45,745

その他の包括利益合計 － △1,453,039

包括利益 － 2,619,458

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 － 1,739,292

少数株主に係る包括利益 － 880,165
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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21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 1,531,708 1,531,708

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,531,708 1,531,708

資本剰余金

前期末残高 1,620,525 1,620,525

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,620,525 1,620,525

利益剰余金

前期末残高 17,659,961 19,593,638

当期変動額

剰余金の配当 △200,337 △192,317

当期純利益 2,134,013 3,144,884

当期変動額合計 1,933,676 2,952,567

当期末残高 19,593,638 22,546,205

自己株式

前期末残高 △1,059,666 △1,059,992

当期変動額

自己株式の取得 △326 △231

当期変動額合計 △326 △231

当期末残高 △1,059,992 △1,060,224

株主資本合計

前期末残高 19,752,527 21,685,878

当期変動額

剰余金の配当 △200,337 △192,317

当期純利益 2,134,013 3,144,884

自己株式の取得 △326 △231

当期変動額合計 1,933,350 2,952,335

当期末残高 21,685,878 24,638,214
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

前期末残高 791,440 841,617

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

50,176 △20,302

当期変動額合計 50,176 △20,302

当期末残高 841,617 821,315

為替換算調整勘定

前期末残高 △3,098,309 △2,174,958

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

923,350 △1,385,289

当期変動額合計 923,350 △1,385,289

当期末残高 △2,174,958 △3,560,248

その他の包括利益累計額合計

前期末残高 △2,306,868 △1,333,341

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

973,527 △1,405,591

当期変動額合計 973,527 △1,405,591

当期末残高 △1,333,341 △2,738,933

少数株主持分

前期末残高 4,361,112 5,363,356

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,002,244 △125,568

当期変動額合計 1,002,244 △125,568

当期末残高 5,363,356 5,237,788

純資産合計

前期末残高 21,806,771 25,715,894

当期変動額

剰余金の配当 △200,337 △192,317

当期純利益 2,134,013 3,144,884

自己株式の取得 △326 △231

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,975,771 △1,531,160

当期変動額合計 3,909,122 1,421,175

当期末残高 25,715,894 27,137,069
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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21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23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 3,670,378 5,599,953

減価償却費 8,041,121 6,543,126

退職給付引当金の増減額（△は減少） △207,049 17,855

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 26,624 128,844

賞与引当金の増減額（△は減少） △93,162 △29,137

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 12,000 △29,500

受取利息及び受取配当金 △81,827 △115,598

支払利息 540,454 452,045

持分法による投資損益（△は益） △461,873 △476,665

持分法適用会社への未実現利益調整額 △232,830 30,102

投資有価証券評価損益（△は益） － 51,432

投資有価証券売却損益（△は益） △811,445 －

子会社清算損益（△は益） － △19,801

固定資産除売却損益（△は益） 37,510 73,901

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 42,050

持分変動損益（△は益） － △175,275

希望退職金 326,290 －

売上債権の増減額（△は増加） △2,667,897 19,695

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,033,259 △1,006,746

仕入債務の増減額（△は減少） 1,168,264 △363,223

未収又は未払消費税等の増減額(△は減少) △204,859 183,224

前受金の増減額（△は減少） 715,134 △231,413

未払金の増減額（△は減少） 307,673 721,983

その他 98,218 △108,169

小計 11,215,983 11,308,682

利息及び配当金の受取額 141,659 194,267

利息の支払額 △543,575 △452,853

法人税等の還付額 222,919 228,762

法人税等の支払額 △522,110 △839,126

国庫補助金等の受取額 － 99,817

希望退職金の支払額 △326,290 －

損害補償金の支払額 △41,000 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 10,147,585 10,539,549
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（単位：千円）

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △1,694,560 △2,012,860

定期預金の払戻による収入 1,585,120 1,857,580

有形固定資産の取得による支出 △8,513,717 △5,813,837

有形固定資産の売却による収入 46,169 98,269

無形固定資産の取得による支出 △105,113 △83,024

非連結子会社の清算による収入 － 129,420

投資有価証券の取得による支出 △18,931 △21,423

投資有価証券の売却による収入 944,512 －

その他 45,470 △38,017

投資活動によるキャッシュ・フロー △7,711,050 △5,883,894

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △1,438,491 263,600

長期借入れによる収入 3,784,000 2,496,380

長期借入金の返済による支出 △4,730,770 △5,190,000

割賦債務及びファイナンス・リース債務の返済
による支出

△891,112 △394,179

少数株主への払戻による支出 － △411,651

自己株式の取得による支出 △326 △231

配当金の支払額 △200,229 △191,596

少数株主への配当金の支払額 △191,643 △179,095

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,668,573 △3,606,775

現金及び現金同等物に係る換算差額 134,349 △178,512

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,097,687 870,366

現金及び現金同等物の期首残高 2,905,080 1,807,392

現金及び現金同等物の期末残高 1,807,392 2,677,759
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該当事項はありません。 

  

 
  

 
  

 
  

(5)継続企業の前提に関する注記

(6)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

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

─────────

 

「資産除去債務に関する会計基準」等の適用

 当連結会計年度より、「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。 

 これにより、営業利益及び経常利益はそれぞれ4,516

千円減少し、税金等調整前当期純利益は44,392千円減少

しております。また、当会計基準等の適用開始による資

産除去債務の変動額は91,149千円であります。

(7)表示方法の変更

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

───────── (連結損益計算書関係) 

 当連結会計年度より、「連結財務諸表に関する会計基

準」(企業会計基準第22号  平成20年12月26日)に基づ

き、財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令(平成

21年３月24日  内閣府令第５号)を適用し、「少数株主

損益調整前当期純利益」の科目で表示しております。

(連結キャッシュ・フロー計算書) 

 前連結会計年度において、営業活動によるキャッシ

ュ・フローの「その他」に含めて表示しておりました

「未払金の増減額（△は減少）」は、当連結会計年度に

おいて、重要性が増したため区分掲記しております。 

 なお前連結会計年度の「その他」に含まれる「未払金

の増減額（△は減少）」は△333,678千円であります。

─────────

(8)追加情報

前連結会計年度
(自  平成21年４月１日
至  平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日)

───────── 当連結会計年度より、「包括利益の表示に関する会計

基準」(企業会計基準第25号  平成22年６月30日)を適用

しております。ただし、「その他の包括利益累計額」及

び「その他の包括利益累計額合計」の前連結会計年度の

金額は、「評価・換算差額等」及び「評価・換算差額等

合計」の金額を記載しております。
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前連結会計年度において、当連結グループは、車体プレス部品、厚物精密プレス部品等の輸送用機器部品の製

造・販売を主な事業としている専門メーカーでありますので、当該セグメント以外に開示基準に該当するセグメン

トがありません。このため事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

前連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

 
(注) １．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）北米地域…………米国 

(2）アジア地域………中国 

(3）中南米地域………ブラジル 

３．営業費用の消去又は全社の金額は、配賦不能営業費用を含んでおりません。 

４．資産の消去又は全社の金額は、全社資産を含んでおりません。 

  

近２連結会計年度の海外売上高は、次のとおりであります。 

前連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

 
(注) １．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する地域の内訳は、次のとおりであります。 

(1）北米地域…………米国、カナダ 

(2）アジア地域………中国、タイ、マレーシア、韓国 

(3）中南米地域………ブラジル、アルゼンチン 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

  

（セグメント情報等）

【事業の種類別セグメント情報】

【所在地別セグメント情報】

日本 
（千円）

北米地域
（千円）

アジア地域
（千円）

中南米地域
（千円）

計
（千円）

消去又は 
全社 

（千円）

連結
（千円）

Ⅰ．売上高及び営業損益

  売上高

 (1）外部顧客に 
   対する売上高

24,905,918 4,111,396 17,953,405 6,820,709 53,791,430 ― 53,791,430

 (2）セグメント間の 
   内部売上高

814,218 ― ― ― 814,218 (814,218) ―

計 25,720,136 4,111,396 17,953,405 6,820,709 54,605,648 (814,218) 53,791,430

  営業費用 25,652,861 4,096,351 16,050,338 6,032,194 51,831,745 (1,105,393) 50,726,352

  営業利益 67,275 15,045 1,903,066 788,515 2,773,902 (△291,174) 3,065,077

Ⅱ．資産 42,339,241 4,166,951 17,511,272 4,990,860 69,008,325 (7,006,866) 62,001,458

【海外売上高】

北米地域 アジア地域 中南米地域 計

Ⅰ．海外売上高(千円) 6,507,464 18,244,971 7,140,997 31,893,433

Ⅱ．連結売上高(千円) ― ― ― 53,791,430

Ⅲ．海外売上高の連結売上高に占める割合(％) 12.1 33.9 13.3 59.3

株式会社ジーテクト(5970)　平成23年３月期決算短信

15



(追加情報) 

当連結会計年度より「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。 

  

a. 報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取

締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているも

のであります。 

当社グループは、車体プレス部品、厚物精密プレス部品等の輸送用機器部品の製造・販売を主な事業

としている専門メーカーであり、国内においては当社が、海外においては北米、アジア、中南米の各現

地法人がそれぞれ製造・販売しております。現地法人はそれぞれ独立した経営単位であり、取り扱う製

品について各地域毎に、事業活動を展開しております。 

したがって、当社グループは生産・販売体制を基礎とした地域別のセグメントから構成されており、

「日本」、「北米地域」、「アジア地域」及び「中南米地域」の４つを報告セグメントとしておりま

す。 

  

ｂ．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債、その他の項目の金額の算定方法  

報告されているセグメントの会計の処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事

項」における記載と概ね同一であります。 

  

ｃ. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当連結会計年度(自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日) 

 
  

d. 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事

項) 

(セグメント情報)

【セグメント情報】

(単位：千円)

報告セグメント

合計

日本 北米地域 アジア地域 中南米地域

売上高

  外部顧客への売上高 27,733,694 5,939,099 19,054,318 6,551,532 59,278,644

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

875,677 ― ― 20,967 896,644

計 28,609,371 5,939,099 19,054,318 6,572,500 60,175,289

セグメント利益 2,148,883 567,587 2,045,064 590,573 5,352,108

セグメント資産 41,367,347 3,284,938 17,156,909 5,077,724 66,886,919

(単位：千円)

売上高 金額

報告セグメント計 60,175,289

セグメント間取引消去等 △896,644

連結財務諸表の売上高 59,278,644
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(注) １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
  

リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、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、企業結合等、資産除去債務、賃貸等不動産に関する注記事項については、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おります。 

  

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 5,352,108

セグメント間取引消去等 96,457

のれんの償却額 46,912

連結財務諸表の営業利益 5,401,653

(単位：千円)

資産 金額

報告セグメント計 66,886,919

その他の調整額 △6,061,967

連結財務諸表の資産合計 60,824,952

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

１株当たり純資産額 2,539円86銭 １株当たり純資産額 2,732円92銭

１株当たり当期純利益金額 266円31銭 １株当たり当期純利益金額 392円46銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に
ついては、潜在株式が存在しないため記載しておりま
せん。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ
いては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
ん。

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当期純利益(千円) 2,134,013 3,144,884

普通株主に帰属しない金額(千円) ─ ─

普通株式に係る当期純利益(千円) 2,134,013 3,144,884

期中平均株式数(株) 8,013,405 8,013,210

(開示の省略)
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(重要な後発事象)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

１．持分法適用関連会社の議決権比率の減少について
 持分法適用関連会社グローバルオートパーツアライア
ンスインディアプライベートリミテッドは、合併相手先
である高尾金属工業株式会社により行なわれた決算期後
（平成22年４月５日）の追加出資により、資本金が670
百万ルピーから1,150百万ルピーに増加し、当社の議決
権比率は40.0％から23.3％に減少しております。 
 これにより、翌連結会計年度におきまして持分変動利
益175,275千円が計上され、税金等調整前当期純利益が
175,275千円増加する見込みであります。

２．子会社の解散について
 子会社キクチ・ユーエスエー・インコーポレーテッド
は、平成22年４月９日付で解散しております。 
 これによる翌連結会計年度の損益に与える影響は軽微
であります。

３．当社と高尾金属工業株式会社との合併について
 当社は、平成22年５月24日開催の取締役会において、
高尾金属工業株式会社（滋賀県甲賀市、代表取締役：高
尾博之）と合併することを決議し、同日付で合併契約書
を締結いたしました。当該合併契約につきましては、平
成22年６月18日開催の第57回定時株主総会において承認
されております。 
 その概要は、次のとおりであります。
 (1) 合併の目的
 世界的な経済危機以降の自動車業界の環境激変を背
景に、自動車部品業界においても自動車メーカーのグ
ローバル調達に対応した生産体制への迅速なシフト、
良質かつ廉価な部品の開発及び生産、世界規模での環
境・安全対応技術の開発等、顧客ニーズに応えるため
の事業基盤拡大強化が緊急の課題になっております。
国内、北米を始め先進国の生産、販売が低迷する一方
で、新興国における新たな需要の高まりにスピーディ
に対応できる生産体制の確立に加え、現地メーカーを
含めたコスト競争も激化しており、世界中の顧客ニー
ズに 適な対応ができるグローバルな部品供給体制の
確立が急がれております。
 当社と高尾金属工業株式会社（以下「高尾金属」と
いう。）は、それぞれの担当領域において顧客ニーズ
への対応を図り、それぞれが事業展開を進めてまいり
ましたが、今後の自動車部品業界における厳しいグロ
ーバル競争を勝ち抜くためには、それぞれが単独では
達成し難い展開力の充実、業容の拡大及び事業基盤の
拡充による競争力向上が必要であり、両社の合併が
も有効であるとの認識に至りました。
 今回両社が合併することにより、経営効率の向上と
グローバルな相互補完体制の確立を果たすとともに、
これまで蓄積してきた製品開発力、技術、ノウハウ等
の相互の強みを生かしてシナジー効果を生み出し、開
発、生産、供給の効率と質を飛躍的に向上させ、業容
拡大と企業競争力の強化を図り、スピードある経営判
断と製品開発力の更なる向上を目指してまいります。
 また、グローバル競争に打ち勝つ全世界対応の企業
規模と展開力を実現し、コスト競争力の更なる向上を
図り、車体骨格部品メーカーとして世界トップを目指
した体制の構築を早急に図ってまいります。

 

１．当社と高尾金属工業株式会社との合併について   
平成22年６月18日開催の第57回定時株主総会におい

て、平成23年４月１日を効力発生日とする合併契約を承
認可決し、平成23年２月25日開催の臨時株主総会におけ
る定款変更議案の承認可決を経て平成23年４月１日、合
併が成立いたしました。
(1) 企業結合の概要   
①合併相手会社の商号・主な事業内容
商号 高尾金属工業株式会社
事業内容 自動車用部品の製造・販売
②合併の理由
今後の自動車部品業界における厳しいグローバル競争

を勝ち抜くため、展開力の充実、業容の拡大及び事業基
盤の拡大により、経営効率の向上、グローバルな相互補
完体制の確立、技術開発力の向上など企業競争力を強化
することを目指して合併いたしました。
③合併の効力発生日及び法的形式
・合併の効力発生日
平成23年４月１日
・合併の法的形式
当社を存続会社とする吸収合併方式
④合併後の会社の概要
商号：株式会社ジーテクト
本店：埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目９番地４
エクセレント大宮ビル
代表者：菊池 俊嗣
資本金の額：1,863,708千円
事業内容：自動車車体骨格部品、精密部品、金型・溶接
設備等の製造、販売
(2) 合併比率、合併により発行する株式の種類及び
額、合併交付金の額
① 合併比率

会社名 当社 高尾金属工業株式会社

合併比率 １ 32.896

② 合併により発行する株式の種類及び額
高尾金属工業株式会社の普通株式332,000株に対し、

当社の普通株式10,921,472株を新たに発行し、割当交付
いたしました（但し、そのうち723,942株については、
当社が保有する自己株式を割当交付いたしました。）
③ 合併交付金の額
1株に満たない端数が生じ、会社法第234条その他の関

係法令の規定に従い、当該株主に対し1株に満たない端
数部分に応じた金額を支払い、当社が当該株式を買い取
りました。

株式会社ジーテクト(5970)　平成23年３月期決算短信

18



 
  

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

 

(2) 合併する相手会社の名称、主な事業内容、規模
等

（平成22年３月期）

名称 高尾金属工業株式会社

主な事業内容 自動車用部品の製造・販売

売上高
(連結) 7,323百万円 (注)１,２
(単独) 4,126百万円 (注)１,２

当期純利益
(連結) 2,098百万円 (注)１,２
(単独) 1,561百万円 (注)１,２

純資産
(連結) 34,311百万円 (注)１
(単独) 21,926百万円 (注)１

総資産
(連結) 48,637百万円 (注)１
(単独) 31,625百万円 (注)１

従業員数 (単独) 392名

(注) １．高尾金属は会計監査人設置会社ではないた
め、同社の決算数値は非監査の数値となりま
す。また、同社は連結財務諸表提出会社では
ありませんので、連結数値は参考として記載
しております。

２．高尾金属は平成22年１月１日から始まる事業
年度から、事業年度の末日を12月31日から３
月31日へ変更しております。なお、平成21年
12月期の売上高及び当期純利益は以下のとお
りであります。

売上高
(連結) 37,564百万円  
(単独) 19,168百万円

当期純利益
(連結) 2,637百万円 
(単独) 1,432百万円

(3) 合併の方法、合併後の会社の名称
 当社を存続会社とする吸収合併方式で、高尾金属
は解散いたします。なお、合併の効力発生日をもっ
て、当社の商号を株式会社ジーテクト（英文名：G-
TEKT CORPORATION）に変更する予定であります。

 

(4) 合併比率、合併により発行する株式の種類及び
額、合併交付金の額
① 合併比率

会社名 当社 高尾金属

合併比率 １ 32.896

② 合併により発行する株式の種類及び額
 高尾金属の普通株式332,000株に対し、当社の普
通株式10,921,472株を新たに発行し、割当交付し
ます（但し、そのうち723,942株については、当社
が保有する自己株式を割当交付する予定で
す。）。なお、高尾金属は自己株式を保有してお
らず、当社は高尾金属株式を保有しておりませ
ん。

 ③ 合併交付金の額
 １株に満たない端数が生じた場合には、会社法
第234条その他の関係法令の規定に従い、当該株主
に対し１株に満たない端数部分に応じた金額を支
払う予定です。
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該当事項はありません。 

  

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

(5) 合併比率の算定根拠
 当社及び高尾金属は、本合併に用いられる合併比
率の算定に当たって公正性・妥当性を確保するた
め、それぞれ別個に、両社から独立した第三者算定
機関に合併比率の分析を依頼することとし、その算
定結果を参考に、それぞれ両社の財務の状況、資産
の状況、将来の見通し等の要因を総合的に勘案し、
両社で合併比率について慎重に協議を重ね、 終的
に上記の合併比率が妥当であるとの判断に至り合意
いたしました。 
 なお、当社はみずほ証券株式会社（以下「みずほ
証券」という。）を、高尾金属は株式会社桜橋コン
サルティング（以下「桜橋コンサルティング」とい
う。）をそれぞれ第三者算定機関に選定し、みずほ
証券は、本合併の諸条件、合併する両当事会社の企
業規模等を分析した上で、上場会社である当社につ
いては市場株価基準法及びディスカウンテッド・キ
ャッシュ・フロー法（以下「ＤＣＦ法」という。）
を用いて算定し、非上場会社である高尾金属につい
ては類似企業比較法及びＤＣＦ法を用いて算定を行
い、桜橋コンサルティングは、上場会社である当社
については、市場株価基準法及び類似企業比較法並
びにＤＣＦ法を用いて算定し、非上場会社である高
尾金属については類似企業比較法及びＤＣＦ法を用
いて算定をいたしました。
(6) 合併の日程及び時期
基本合意書締結     平成22年３月31日
合併契約書承認取締役会 平成22年５月24日 
合併契約書締結     平成22年５月24日 
合併契約承認株主総会  平成22年６月18日 
（当社：定時株主総会） 
合併契約承認株主総会  平成22年６月18日 
（高尾金属：定時株主総会） 
合併期日（効力発生日） 平成23年４月１日(予定) 
合併登記        平成23年４月上旬(予定)
(7) 会計処理の概要
 本合併は、企業結合に関する会計基準における取
得に該当し、パーチェス法を適用することを前提と
しています。また、本合併ではのれんが発生する見
込みです。のれんの金額については現時点では未定
であります。
(8) 引継資産・負債の状況
 当社は、効力発生日において、高尾金属の一切の
資産、負債及び権利義務を引き継ぎ、承継いたしま
す。
(9) 吸収合併存続会社となる会社の概要
  商 号：株式会社ジーテクト
  代表者：代表取締役社長 菊池 俊嗣
  資本金の額：1,863,708,000円(予定)
  事業内容：自動車車体骨格部品、精密部品、
       金型・溶接設備の製造・販売

 
 
 
 

４. その他
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