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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6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 ％

24年3月期第1四半期 5,473 △9.1 311 15.2 348 27.0 203 49.7
23年3月期第1四半期 6,023 41.0 270 ― 274 ― 135 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 199百万円 （80.9％） 23年3月期第1四半期 110百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 12.91 ―

23年3月期第1四半期 8.62 ―

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

24年3月期第1四半期 21,236 8,016 37.7 508.49
23年3月期 21,679 7,911 36.5 501.84

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  8,016百万円 23年3月期  7,911百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  

平成24年３月期の配当金額は未定であります。 

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

23年3月期 ― 0.00 ― 6.00 6.00
24年3月期 ―

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） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有  
平成24年３月期の連結業績予想に関する事項にについては、本日（平成23年８月３日）公表の「業績予想に関するお知らせ」をご参照ください。 

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) 12,500 △0.4 850 △4.8 870 △1.2 450 △8.4 28.54
通期 26,000 △0.2 1,550 △2.3 1,550 0.3 850 △2.5 53.92



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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、四半期連結財務諸表に対
する四半期レビュー手続が実施中です。 

※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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期
決算短信（添付資料）２ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 15,786,910 株 23年3月期 15,786,910 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 21,594 株 23年3月期 21,594 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 15,765,316 株 23年3月期1Q 15,766,636 株



  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報・・・・・・・・・・・・・・2 

（１）連結経営成績に関する定性的情報・・・・・・・・・・・・2 

（２）連結財政状態に関する定性的情報・・・・・・・・・・・・2 

（３）連結業績予想に関する定性的情報・・・・・・・・・・・・2 

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項・・・・・・・・・・・・3 

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動・・・・3 

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用・・・・3 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示・・・3 

  

３．四半期連結財務諸表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4 

（１）四半期連結貸借対照表・・・・・・・・・・・・・・・・・4 

（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書・・・6 

（３）継続企業の前提に関する注記・・・・・・・・・・・・・・8 

（４）追加情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8 

（５）セグメント情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記・・・・・8 

○添付資料の目次

-1-

㈱メタルアート（5644）平成24年３月期　第１四半期決算短信



  

当社の主力ユーザである自動車業界及び建設機械業界は、本年３月に発生した東日本大震災による部品

供給問題等を原因とした生産の減少に見舞われましたが、生産復旧に向けた努力により、当第１四半期連

結累計期間において生産も回復に向かいました。 

 このような状況の中、当社グループにおいても、主力の自動車部品部門及び建設機械部品部門が４月、

５月は受注が落ち込みましたが、６月度にはほぼ震災前の受注ベースを回復しました。 

 この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は前年比微減の54億７千３百万円（前年同四半期比9.1%

減）となりました。部門別では、自動車部品は31億９千３百万円（前年同四半期比19.3%減）、建設機械

部品は19億４百万円（前年同四半期比7.6%増）、農業機械部品は１億７千３百万円（前年同四半期比0.8%

増）、その他部品は２億１百万円（前年同四半期比63.8%増）となりました。 

 損益面におきましては、当社グループを挙げての原価低減活動等の効果により、営業利益は３億１千１

百万円（前年同四半期比15.2％増）、経常利益は３億４千８百万円（前年同四半期比27.0％増）、四半期

純利益は２億３百万円（前年同四半期比49.7％増）となりました。 

  

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４億４千

３百万円減少し、212億３千６百万円となりました。 

 資産の部では、流動資産は未収入金が７億６千万円減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ６

億３千５百万円減少し、117億１千４百万円となり、また固定資産は有形固定資産が２億４百万円増加し

たこと等により前連結会計年度末に比べ１億９千１百万円増加し、95億２千１百万円となりました。 

 負債の部では、流動負債は、支払手形及び買掛金が８億６千万円減少したこと等により、前連結会計年

度末に比べ５億２千４百万円減少し、127億３千２百万円となり、固定負債は、役員退職慰労引当金が１

千８百万円減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ２千３百万円減少し、４億８千７百万円とな

りました。 

 純資産は、四半期純利益２億３百万円計上による増加、剰余金の配当による９千４百万円の減少等によ

り、前連結会計年度末に比べ１億４百万円増加し、80億１千６百万円となりました。 

  

平成24年３月期の連結業績予想につきましては、本日（平成23年８月３日）公表の「業績予想に関する

お知らせ」をご参照下さい。 

  

１．当四半期決算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

（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。 

  

  

 ○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。 

  

  

  該当事項はありません。  

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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４．四半期連結財務諸表等

（１）四半期連結貸借対照表

（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年3月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 840,167 768,557

受取手形及び売掛金 4,043,938 4,091,543

有価証券 1,600,000 1,500,000

製品 308,580 310,297

仕掛品 1,011,779 1,283,234

原材料及び貯蔵品 1,088,561 1,038,928

未収入金 3,269,863 2,509,428

その他 187,753 212,962

流動資産合計 12,350,644 11,714,952

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,568,036 2,540,142

機械装置及び運搬具（純額） 3,840,271 3,699,518

その他（純額） 2,388,301 2,761,771

有形固定資産合計 8,796,609 9,001,432

無形固定資産 87,896 82,413

投資その他の資産

投資有価証券 289,853 283,840

その他 160,655 159,318

貸倒引当金 △5,880 △5,880

投資その他の資産合計 444,628 437,279

固定資産合計 9,329,134 9,521,125

資産合計 21,679,779 21,236,077

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 6,805,733 5,945,427

短期借入金 4,873,600 4,873,600

未払法人税等 446,207 148,941

賞与引当金 274,261 145,924

役員賞与引当金 16,000 4,000

その他 841,600 1,614,661

流動負債合計 13,257,403 12,732,554

固定負債

長期借入金 132,800 124,400

退職給付引当金 77,905 87,591

役員退職慰労引当金 80,600 62,030

資産除去債務 31,827 31,860

その他 187,589 181,212

-4-

㈱メタルアート（5644）平成24年３月期　第１四半期決算短信



（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年3月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

固定負債合計 510,723 487,094

負債合計 13,768,126 13,219,649

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 4,045,903 4,154,835

自己株式 △6,629 △6,629

株主資本合計 7,823,824 7,932,756

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 87,828 83,671

その他の包括利益累計額合計 87,828 83,671

純資産合計 7,911,652 8,016,428

負債純資産合計 21,679,779 21,236,077
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

売上高 6,023,294 5,473,043

売上原価 5,403,188 4,862,997

売上総利益 620,105 610,045

販売費及び一般管理費 349,625 298,354

営業利益 270,479 311,691

営業外収益

受取利息 3 96

受取配当金 2,138 3,322

受取ロイヤリティー 8,096 4,025

助成金収入 4,773 20,052

その他 7,727 16,975

営業外収益合計 22,739 44,472

営業外費用

支払利息 17,519 6,273

その他 1,164 1,139

営業外費用合計 18,684 7,412

経常利益 274,534 348,750

特別損失

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 27,706 －

特別損失合計 27,706 －

税金等調整前四半期純利益 246,828 348,750

法人税等 110,847 145,226

少数株主損益調整前四半期純利益 135,980 203,524

四半期純利益 135,980 203,524
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四半期連結包括利益計算書

    【第１四半期連結累計期間】

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 135,980 203,524

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △25,801 △4,156

その他の包括利益合計 △25,801 △4,156

四半期包括利益 110,179 199,367
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当第１四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日） 
  
 該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上

の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の

変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４

日）を適用しています。 

  

 【セグメント情報】 
  
Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日） 

  
  当社及び連結子会社は、ともに鍛工品製造販売の単一セグメント（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。）であるため、記載を省略しています。 
  

  
Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日） 
  

当社及び連結子会社は、ともに鍛工品製造販売の単一セグメント（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。）であるため、記載を省略しています。 

  

   
当第１四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30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）追加情報

（５）セグメント情報等

（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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