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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 11,367 0.8 △53 ― △67 ― △104 ―
23年3月期第1四半期 11,277 153.9 526 ― 473 ― 285 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △101百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 243百万円 （―％）

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 △2.33 ―
23年3月期第1四半期 6.37 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 47,161 19,133 40.6
23年3月期 45,463 19,369 42.6
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  19,133百万円 23年3月期  19,369百万円

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  
 

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 ― 3.00 3.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 0.00 ― 3.00 3.00

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   

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) 24,300 4.8 850 △19.0 750 △16.2 320 △32.5 7.14
通期 52,400 13.0 2,100 3.9 1,900 8.6 1,000 49.0 22.30



(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、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。業績予想の前提となる条件等につきましては、添付資料Ｐ．２「連結業績予想に関する定性的情
報」をご覧下さい。 

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 45,000,000 株 23年3月期 45,000,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 161,114 株 23年3月期 160,253 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 44,839,317 株 23年3月期1Q 44,841,350 株
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当第１四半期連結累計期間における我が国経済は、東日本大震災により直接的被害を受け、また、原子
力発電所の事故に伴う電力供給の制限、放射能汚染への不安や風評被害により、企業生産や個人消費が低
迷し雇用情勢が悪化するなど、先行き不透明な状況のまま推移いたしました。 
このような経済情勢の下、当社グループでは、東日本大震災により全拠点において生産設備に一部損傷

を受けましたが、関係各位のご協力を得て、グループ全社復旧に総力を挙げて取り組んだ結果、４月４日
より全生産拠点で設備復旧を果たし、生産を再開することができました。 
同震災の影響により、４月の生産状況といたしましては、前期比７割程度の操業にとどまりました。５

月以降におきましては、当社グループの得意先でありますトラック業界、建設機械業界よりの受注量が増
加したことに伴い、本格的に稼動しております。 
その結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は113億67百万円（前年同四半期112億77百万円の0.8％

増）となりましたが、損益面におきましては、４月の低操業の影響により、営業損失53百万円（前年同四
半期５億26百万円の営業利益）、経常損失67百万円（前年同四半期４億73百万円の経常利益）となり、４
月に発生した余震による工場復旧費用等、災害による損失１億19百万円を特別損失へ計上した結果、四半
期純損失１億４百万円（前年同四半期２億85百万円の四半期純利益）となりました。 

  

流動資産は、前連結会計年度末に比べ21億75百万円増加し、152億19百万円となりました。これは主と
して、直近の６月の売上高が急増したことにより受取手形及び売掛金が11億33百万円、また、短期借入25
億円の実行により、現金及び預金が13億76百万円それぞれ増加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４億77百万円減少し、319億42百万円となりました。これは主と
して、有形固定資産が５億12百万円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16億98百万円増加し、471億61百万円となりました。 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて34億78百万円増加し、180億27百万円となりました。これは主
として、短期借入金が24億59百万円、仕入高の増加により支払手形及び買掛金が３億64百万円それぞれ増
加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15億43百万円減少し、100億円となりました。これは主とし
て、長期借入金の返済により15億20百万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２億36百万円減少し、191億33百万円となりました。主な要因は
配当金の支払額１億34百万円、四半期純損失１億４百万円などによるものであります。 

  

連結業績予想につきましては、当社グループの得意先でありますトラック業界、建設機械業界よりの受
注量の増加が今後も見込めることから、前回予想値を上回る見込みです。 

  

平成24年３月期第２四半期連結累計期間連結業績予想数値の修正（平成23年４月１日～平成23年９月30日）  

 
  

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

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

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
１株当たり
四半期純利益

百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭

前回発表予想（Ａ） 
平成23年６月23日

23,500 850 750 320 7.14

今回修正予想（Ｂ） 24,300 850 750 320 7.14

増減額（Ｂ-Ａ） 800 ― ― ― ―

増減率（％） 3.4％ ― ― ― ―

（ご参考）前期第２四半期実績
（平成23年３月期第２四半期）

23,194 1,050 895 474 10.59

㈱アイメタルテクノロジー　(5605)　平成24年３月期　第１四半期決算短信

―　2　―



  
平成24年３月期通期連結業績予想数値の修正（平成23年４月１日～平成24年３月31日）  

 
（注）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。 

  
  

該当事項はありません。 
  

税金費用の計算 
税金費用については、当第１四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。 

  

該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。  

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

前回発表予想（Ａ） 
平成23年６月23日

47,800 1,900 1,700 880 19.62

今回修正予想（Ｂ） 52,400 2,100 1,900 1,000 22.30

増減額（Ｂ-Ａ） 4,600 200 200 120 ―

増減率（％） 9.6％ 10.5％ 11.8％ 13.6％ ―

（ご参考）前期実績 
（平成23年３月期）

46,391 2,022 1,750 671 14.98

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

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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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 2,680,284 4,056,340

受取手形及び売掛金 6,245,664 7,378,987

製品 1,041,838 893,111

仕掛品 328,597 350,005

原材料及び貯蔵品 1,228,278 1,249,804

その他 1,521,337 1,292,833

貸倒引当金 △2,088 △1,800

流動資産合計 13,043,911 15,219,283

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 12,052,007 11,871,145

機械装置及び運搬具（純額） 11,173,243 10,700,536

土地 6,592,884 6,592,884

その他（純額） 1,144,811 1,285,409

有形固定資産合計 30,962,946 30,449,975

無形固定資産 25,834 25,332

投資その他の資産

投資有価証券 1,227,951 1,236,411

その他 205,222 232,972

貸倒引当金 △2,600 △2,600

投資その他の資産合計 1,430,574 1,466,784

固定資産合計 32,419,356 31,942,092

資産合計 45,463,268 47,161,375

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,620,226 5,984,634

短期借入金 5,716,280 8,175,760

未払法人税等 63,578 19,217

その他 3,148,988 3,847,589

流動負債合計 14,549,073 18,027,201

固定負債

長期借入金 8,564,000 7,043,500

退職給付引当金 386,523 356,526

環境対策引当金 475,861 475,861

その他 2,117,842 2,124,947

固定負債合計 11,544,227 10,000,835

負債合計 26,093,301 28,028,036
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（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)

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 6,780,826 6,541,512

自己株式 △18,730 △18,896

株主資本合計 17,752,648 17,513,168

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 35,058 35,936

繰延ヘッジ損益 △31,317 △19,610

土地再評価差額金 1,840,722 1,840,722

為替換算調整勘定 △227,145 △236,878

その他の包括利益累計額合計 1,617,317 1,620,170

純資産合計 19,369,966 19,133,338

負債純資産合計 45,463,268 47,161,375
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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

 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)

売上高 11,277,716 11,367,945

売上原価 10,132,063 10,608,672

売上総利益 1,145,653 759,272

販売費及び一般管理費 619,317 813,120

営業利益又は営業損失（△） 526,335 △53,847

営業外収益

受取配当金 21,525 3,720

固定資産賃貸料 12,747 12,732

持分法による投資利益 21,435 11,234

助成金収入 － 39,041

その他 5,461 9,219

営業外収益合計 61,169 75,947

営業外費用

支払利息 86,853 58,167

シンジケートローン手数料 6,745 5,869

その他 20,786 25,259

営業外費用合計 114,385 89,296

経常利益又は経常損失（△） 473,119 △67,196

特別損失

固定資産除却損 3,727 93

災害による損失 － 119,190

特別損失合計 3,727 119,284

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（△）

469,392 △186,481

法人税等 183,869 △82,082

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△）

285,522 △104,399

四半期純利益又は四半期純損失（△） 285,522 △104,399
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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又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△）

285,522 △104,399

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △17,234 877

繰延ヘッジ損益 11,305 11,707

為替換算調整勘定 △36,028 △9,732

その他の包括利益合計 △41,958 2,852

四半期包括利益 243,563 △101,546

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 243,563 △101,546
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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。  
  

  

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）セグメント情報等

（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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