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1.  平成24年3月期の連結業績（平成23年4月1日～平成24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 ％

24年3月期 227,478 5.6 8,458 △39.9 7,925 △38.4 4,246 △72.1
23年3月期 215,453 23.6 14,072 226.2 12,873 229.6 15,205 129.5

（注）包括利益 24年3月期 4,392百万円 （△67.2％） 23年3月期 13,392百万円 （49.8％）

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 ％ ％ ％

24年3月期 21.62 21.61 3.5 3.3 3.7
23年3月期 77.49 77.45 13.4 5.3 6.5

（参考） 持分法投資損益 24年3月期  ―百万円 23年3月期  ―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

24年3月期 241,951 126,111 49.9 614.86
23年3月期 240,217 123,671 49.4 604.43

（参考） 自己資本   24年3月期  120,786百万円 23年3月期  118,682百万円

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

24年3月期 11,164 △14,067 △741 27,178
23年3月期 19,787 △17,445 △22,848 31,137

2.  配当の状況 

 

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 ％ ％

23年3月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00 1,962 12.9 1.7
24年3月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00 1,964 46.3 1.6
25年3月期(予想) ― 5.00 ― 5.00 10.00 39.3

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期(累計) 113,000 6.0 3,500 5.9 3,300 36.5 2,000 42.2 10.18
通期 234,000 2.9 8,500 0.5 8,000 0.9 5,000 17.7 25.45



※  注記事項 
(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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(注)詳細は、添付資料15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」をご覧ください。 

(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会計方針の変更  ： 有
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 198,866,751 株 23年3月期 198,866,751 株
② 期末自己株式数 24年3月期 2,422,154 株 23年3月期 2,511,020 株
③ 期中平均株式数 24年3月期 196,404,319 株 23年3月期 196,225,984 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成24年3月期の個別業績（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％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 ％

24年3月期 190,095 6.1 5,480 △52.1 5,157 △51.9 2,714 △79.4
23年3月期 179,183 27.0 11,441 262.8 10,721 306.1 13,181 120.9

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
円 銭 円 銭

24年3月期 13.82 13.81
23年3月期 67.17 67.14

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 217,472 114,370 52.5 581.30
23年3月期 218,974 113,096 51.6 575.05

（参考） 自己資本 24年3月期  114,194百万円 23年3月期  112,914百万円

2. 平成25年 3月期の個別業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

※ 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業績予想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異なる可能性があります。 
業績予想の前提となる仮定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、添付資料３ページ「１．経営成績 （１）経営成績に関する分析 次期の
見通し」をご覧ください。 

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) 93,000 4.2 2,000 10.7 2,000 90.8 1,000 15.0 5.09
通期 193,000 1.5 5,500 0.4 5,000 △3.1 3,000 10.5 15.27
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(1）経営成績に関する分析 

①当連結会計年度の概況  

当連結会計年度におけるわが国経済は、東日本大震災直後の混乱や夏場の電力問題を乗り越え

て、緩やかに回復基調を歩んでおりましたが、昨秋以降、原油価格の高騰や円高の長期化、タイの

洪水の影響といった景気の下押し圧力が強まったことから、足踏み状態となりました。 

当社グループにおきましては、震災やタイの洪水により、主要需要先である自動車業界の一時的

な大幅減産の影響を受けたものの、その後の挽回を織り込んだ需要先からの旺盛な需要に支えら

れ、主力製品である鋼材・鍛造品の販売数量は、前年度に比べ増加いたしました。 

こうした状況のなか当社グループは、大幅な需要変動に対して、ロスのないフレキシブルな生産

対応を図るとともに、電力をはじめとしたエネルギー消費の節減はもとより、変動費を中心とした

徹底した原価低減と損益分岐点管理の強化に努めてまいりました。また、収益改革活動「Ｚ100プ

ロジェクト」（活動期間 平成21～22年度）で得られた知見を活かし、全社的な利益創出活動を推

進してまいりました。 

その結果、当連結会計年度の売上高は、前連結会計年度（2,154億5千3百万円）に比べ5.6％増の

2,274億7千8百万円となりました。 

 事業区分ごとの売上高は次のようになっております。 

鋼 材 

当社グループの主力製品であります。販売数量の増加と販売価格の改善効果により、当連結会計年

度の売上高は1,273億6千2百万円（前連結会計年度 1,193億4千6百万円）と前連結会計年度に比べ

6.7％増加しました。 

鍛造品 

自動車用型打鍛造品が主力製品であります。販売数量の増加と販売価格の改善効果により、当連結

会計年度の売上高は874億2千3百万円（前連結会計年度 858億5千6百万円）と前連結会計年度に比

べ1.8％増加しました。 

電磁品 

センサ事業、磁石事業など、新規事業の育成・強化を図っており、将来は中核事業化を目指してお

ります。ＭＩセンサおよび電子部品の販売数量の増加により、当連結会計年度の売上高は90億8千5

百万円（前連結会計年度 67億9千3百万円）と前連結会計年度に比べ33.7％増加しました。 

  

その他 

子会社によりサービス事業、コンピュータ・ソフト開発等を行なっております。当連結会計年度の

売上高は36億5百万円（前連結会計年度 34億5千6百万円）と前連結会計年度に比べ4.3％増加しまし

た。 

  

 利益につきましては、販売価格の改善や原価低減の効果があったものの、原材料・エネルギー

（燃料・電力）価格の値上がりと労務費・減価償却費など固定費の増加により、経常利益は前連結

会計年度（128億7千3百万円）に比べ38.4％減の79億2千5百万円となりました。また、当期純利益

は、繰延税金資産の回収可能性の見直しにより法人税等調整額△83億4千3百万円を計上した前連結

会計年度（152億5百万円）と比べ72.1％減の42億4千6百万円となりました。 

  

１．経営成績



 ②次期の見通し 

今後のわが国経済の見通しにつきましては、原油価格の高騰、電力需給の逼迫など不安要素はあ

りますが、震災からの復旧・復興に向けた動きや超円高の是正などにより、景気は緩やかに回復す

るものと予想されます。 

一方、特殊鋼業界においては、クルマの小型化やエコカー指向の高まりから、自動車１台当たり

の特殊鋼使用量の減少傾向が続き、さらに、海外における特殊鋼を使用した自動車部品の現地調達

化もますます加速する見通しです。 

  

このような見通しのもと、平成25年３月期の通期の連結業績は、売上高2,340億円、経常利益80

億円、当期純利益50億円を見込んでおります。 

  

次期の見通し、業績予想は、当社グループの予想に基づく判断によるもので、実際の業績は要因

の変化により異なる場合が生じることをご承知おきください。  

   

(2）財政状態に関する分析 

 当連結会計年度末の総資産は2,419億5千1百万円となり、前連結会計年度末に比べ、17億3千4百

万円増加しました。負債は1,158億3千9百万円となり、7億7百万円減少しました。純資産は1,261億

1千1百万円となり、24億4千万円増加しました。 

 キャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の

増加92億6千5百万円、たな卸資産の増加17億3千8百万円などによる資金の減少がありましたが、税

金等調整前当期純利益78億8千4百万円、減価償却費144億4千7百万円、仕入債務の増加35億5千5百

万円などの資金の増加があったため、111億6千4百万円の資金の増加となりました。また、投資活

動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出142億8千2百万円などにより140億

6千7百万円の資金の減少となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額19

億6千4百万円及び長期借入れによる収入11億9千6百万円などにより、7億4千1百万円の資金の減少

となりました。その結果、現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末（311億3千7百万

円）に比べ39億5千9百万円減少し、271億7千8百万円となりました。 

  

 （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 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

（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。 

（注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。 
  

  平成21年3月期 平成22年3月期 平成23年3月期 平成24年3月期

自己資本比率（％）  45.3  44.4  49.4  49.9

時価ベースの自己資本比率（％）  23.5  33.9  41.1  34.7

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年）  2.8  4.1  2.9  5.3

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）  35.6  26.5  30.7  17.8



(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社は、株主のみなさまへの利益還元を経営の 重要課題の一つと位置づけております。 

 配当につきましては、将来の事業展開に必要な内部留保を確保しながら、業績、財政状態および

配当性向等を総合的に勘案して、株主のみなさまのご期待にお応えしていきたいと考えておりま

す。 

 また、株主のみなさまへの有効な利益還元策として、自己株式取得などの財務施策を機動的に行

ってまいります。 

 当期の配当につきましては、上記の方針に基づき、中間配当を１株につき5円実施しました。期

末配当金も１株につき5円として、年間で1株につき10円とする予定です。 

 また、次期の配当は、当期と同額の１株につき10円の年間配当金を予定しております。 

  

 なお、これまでの内部留保につきましては、主に生産設備の拡充や研究開発、海外事業展開のた

めの投資等に充当し、企業体質の一層の強化・充実を図ってまいります。  

  



 当社グループは、当社、トヨタ自動車㈱(その他の関係会社)及び子会社18社、関連会社3社で構成され、鋼材、鍛造

品、電磁品の製造・販売を主な内容として、事業活動を展開しております。 

当グループの事業に係わる位置づけは、次のとおりです。 

（事業系統図） 

   
なお、上記以外には 近の有価証券報告書（平成23年6月23日提出）における「関係会社の状況」から重要な変更がな

いため、「関係会社の状況」の開示を省略しております。 

２．企業集団の状況



(1）会社の経営の基本方針 

 当社は、国際的な視野にたち、企業集団の総合力を結集して、「研究と創造」の精神で高い技術による魅力ある商

品を提供することにより、株主、顧客、社会に貢献することを経営の基本方針としております。この経営の方針は、

「経営理念」として掲げており、その内容は次のとおりです。 

  

 －経営理念－ 

   国際的な視野にたち、活力に溢れ、信頼される企業体質をもとに、 

   魅力ある商品を提供することによって社会に貢献する。 

    １.研究と創意につとめ、常に時流に先んずる。  

    １.相互の信頼と理解のもとに、一致協力する。 

    １.責任ある判断と行動のもとに、常に 善を尽くす。 

  

 この経営理念を実践するにあたり、大きな失敗や事故の未然防止となる「正直(Shojiki)」、品質・生産性向上の

基本となる「清掃(Seiso)」、リスクの顕在化やルール遵守の徹底による「安全(Safety)」のそれぞれを第一とする

「１S文化」を当社グループの企業文化としてその醸成に努めてまいります。 

  

(2）中長期的な会社の経営戦略及び目標とする経営指標 

当社グループは、環境循環型企業としてグローバルに成長を続け、地域のみなさまからもお客様からも厚く信頼

される「Company of choice (選ばれる会社)」をめざしてまいります。 

  

当社グループは、「よきクルマは、よきハガネから」の理念のもと、「Quality Today Success Tomorrow(今日の

私たちの品質の積み重ねこそが、明日の成功へとつながる)」をスローガンとして、お客様に対し、単に「製品・機

能を売る」ということにとどまらず、「安心・安全」を提供し続けるという使命を果たし、すべてのステークホルダ

ーのみなさまの信頼を得られるよう努めてまいります。 

さらに、グローバル化に伴い激しく変化する経済環境のなかで当社グループは、「Who is your customer?」のス

ローガンのもと、お客様目線を常に意識して「考動（考えて動く）」でき、グローバルに通用する集団となるよう、

「１S文化」をベースに、「学び合い、支え合い、人を育てる」風土づくりに取り組みながら人材の育成を図ってま

いります。  

   

基幹事業の鋼材・鍛造品事業については、自動車の小型化、HV（ハイブリッド車）・EV（電気自動車）化に代表

される自動車のダイナミックな機構変革の時代を迎えるなか、「品質・技術で世界ナンバーワンの鋼材鍛造品一貫メ

ーカ」としてタイムリーに良品廉価な製品を提供することをめざしております。 

また、顧客の海外移転に伴う現地調達化拡大に対応して、海外事業体を拡張するとともに、国内工場をマザープ

ラントとして機能強化することで、グローバル体制の構築を推進してまいります。 

   

 新規事業の電磁品事業については、センサ部門は、超高感度磁気センサ「MIセンサ」とその応用商品、磁石部門

は、ネオジム系異方性ボンド磁石「マグファイン」をそれぞれ戦略商品と位置づけ、商品機能をさらに進化させて売

上拡大を図ってまいります。電磁品事業には、自動車だけでなく、広い分野でモータ、センサが新設計され、新基準

として搭載が進み、また、携帯用端末の進化、高機能化が進み、デファクトスタンダードとなるチャンスと認識して

おります。この機を逃さず、オンリーワン商品群を生み出す電磁品事業のデファクトスタンダードとしての地位をめ

ざし、第2の経営の柱に成長させてまいります。 

  

なお、目標とする経営指標につきましては、経営環境の変化を踏まえ、現在見直しを行なっております。 

   

３．経営方針



４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 31,213 27,243

受取手形及び売掛金 46,876 55,957

有価証券 215 184

商品及び製品 7,508 8,625

仕掛品 18,431 18,074

原材料及び貯蔵品 8,466 9,194

繰延税金資産 4,931 3,851

その他 1,936 2,333

貸倒引当金 △142 △153

流動資産合計 119,436 125,313

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 58,107 60,586

減価償却累計額 △39,616 △41,342

建物及び構築物（純額） 18,490 19,244

機械装置及び運搬具 242,335 259,757

減価償却累計額 △204,939 △212,498

機械装置及び運搬具（純額） 37,395 47,259

工具、器具及び備品 12,241 12,577

減価償却累計額 △10,855 △11,005

工具、器具及び備品（純額） 1,386 1,572

土地 14,268 14,306

リース資産 130 315

減価償却累計額 △41 △72

リース資産（純額） 89 243

建設仮勘定 18,131 2,902

有形固定資産合計 89,760 85,528

無形固定資産   

電話加入権 11 12

その他 208 202

無形固定資産合計 220 215

投資その他の資産   

投資有価証券 13,902 14,067

長期貸付金 945 817

前払年金費用 14,326 14,308

繰延税金資産 916 1,021

その他 740 731

貸倒引当金 △32 △51

投資その他の資産合計 30,799 30,894

固定資産合計 120,780 116,638

資産合計 240,217 241,951



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 25,238 28,581

短期借入金 1,556 1,664

1年内返済予定の長期借入金 71 15,535

リース債務 26 62

未払法人税等 4,525 1,904

役員賞与引当金 230 203

その他 16,406 13,350

流動負債合計 48,054 61,302

固定負債   

長期借入金 56,146 41,783

リース債務 70 195

長期未払金 6 －

繰延税金負債 438 34

退職給付引当金 9,856 10,565

役員退職慰労引当金 1,249 1,241

資産除去債務 644 648

その他 77 69

固定負債合計 68,491 54,537

負債合計 116,546 115,839

純資産の部   

株主資本   

資本金 25,016 25,016

資本剰余金 27,898 27,898

利益剰余金 65,780 68,053

自己株式 △1,515 △1,461

株主資本合計 117,180 119,507

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 3,993 4,484

為替換算調整勘定 △2,490 △3,205

その他の包括利益累計額合計 1,502 1,278

新株予約権 182 176

少数株主持分 4,805 5,148

純資産合計 123,671 126,111

負債純資産合計 240,217 241,951



（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：百万円）

前連結会計年度 
(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 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高 215,453 227,478

売上原価 182,191 198,960

売上総利益 33,262 28,517

販売費及び一般管理費 19,190 20,059

営業利益 14,072 8,458

営業外収益   

受取利息 125 141

受取配当金 233 248

物品売却益 277 272

助成金収入 152 112

雑収入 363 184

営業外収益合計 1,152 959

営業外費用   

支払利息 654 623

固定資産処分損 354 511

為替差損 817 74

デリバティブ評価損 36 52

雑損失 489 230

営業外費用合計 2,351 1,492

経常利益 12,873 7,925

特別損失   

減損損失 200 7

投資有価証券評価損 88 32

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 592 －

災害による損失 42 －

特別損失合計 924 40

税金等調整前当期純利益 11,948 7,884

法人税、住民税及び事業税 4,711 2,420

法人税等調整額 △8,343 797

法人税等合計 △3,632 3,218

少数株主損益調整前当期純利益 15,581 4,666

少数株主利益 375 419

当期純利益 15,205 4,246



（連結包括利益計算書） 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(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 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 15,581 4,666

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △615 495

為替換算調整勘定 △1,573 △769

その他の包括利益合計 △2,188 △273

包括利益 13,392 4,392

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 13,262 4,022

少数株主に係る包括利益 129 369



（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(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 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 25,016 25,016

当期末残高 25,016 25,016

資本剰余金   

当期首残高 27,898 27,898

当期末残高 27,898 27,898

利益剰余金   

当期首残高 52,737 65,780

当期変動額   

剰余金の配当 △2,158 △1,963

当期純利益 15,205 4,246

自己株式の処分 △4 △9

当期変動額合計 13,042 2,273

当期末残高 65,780 68,053

自己株式   

当期首残高 △1,610 △1,515

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 95 53

当期変動額合計 95 53

当期末残高 △1,515 △1,461

株主資本合計   

当期首残高 104,042 117,180

当期変動額   

剰余金の配当 △2,158 △1,963

当期純利益 15,205 4,246

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 91 44

当期変動額合計 13,137 2,326

当期末残高 117,180 119,507



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(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 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24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   

当期首残高 4,607 3,993

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △613 491

当期変動額合計 △613 491

当期末残高 3,993 4,484

為替換算調整勘定   

当期首残高 △1,161 △2,490

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,328 △715

当期変動額合計 △1,328 △715

当期末残高 △2,490 △3,205

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 3,445 1,502

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,942 △223

当期変動額合計 △1,942 △223

当期末残高 1,502 1,278

新株予約権   

当期首残高 179 182

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 3 △5

当期変動額合計 3 △5

当期末残高 182 176

少数株主持分   

当期首残高 4,709 4,805

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 96 342

当期変動額合計 96 342

当期末残高 4,805 5,148

純資産合計   

当期首残高 112,376 123,671

当期変動額   

剰余金の配当 △2,158 △1,963

当期純利益 15,205 4,246

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 91 44

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,842 113

当期変動額合計 11,294 2,440

当期末残高 123,671 126,111



（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(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 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24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 11,948 7,884

減価償却費 12,475 14,447

減損損失 200 7

投資有価証券評価損益（△は益） 88 32

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 592 －

災害損失 42 －

前払年金費用の増減額（△は増加） △72 18

退職給付引当金の増減額（△は減少） 662 705

未払確定拠出年金移行掛金の減少額 △322 △289

貸倒引当金の増減額（△は減少） △29 31

受取利息及び受取配当金 △358 △393

支払利息 654 623

為替差損益（△は益） 347 74

有形固定資産売却損益（△は益） △34 3

有形固定資産処分損益（△は益） 220 96

売上債権の増減額（△は増加） △5,002 △9,265

たな卸資産の増減額（△は増加） △6,034 △1,738

仕入債務の増減額（△は減少） 4,481 3,555

その他 629 691

小計 20,492 16,487

利息及び配当金の受取額 360 397

利息の支払額 △645 △627

法人税等の支払額 △419 △5,092

営業活動によるキャッシュ・フロー 19,787 11,164

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の増減額（△は増加） △119 39

有価証券の売却による収入 0 －

有形固定資産の取得による支出 △16,351 △14,282

有形固定資産の売却による収入 124 46

投資有価証券の取得による支出 △1,353 △51

投資有価証券の売却による収入 5 51

出資金の回収による収入 50 －

出資金の払込による支出 － △0

貸付けによる支出 △0 －

貸付金の回収による収入 202 127

その他 △0 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △17,445 △14,067



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(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 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

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） △694 117

長期借入れによる収入 10,643 1,196

長期借入金の返済による支出 △663 △65

社債の償還による支出 △30,000 －

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △20 △33

少数株主からの払込みによる収入 － 23

自己株式の取得による支出 △0 △0

ストックオプションの行使による収入 77 34

配当金の支払額 △2,158 △1,964

少数株主への配当金の支払額 △33 △49

財務活動によるキャッシュ・フロー △22,848 △741

現金及び現金同等物に係る換算差額 △705 △316

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △21,212 △3,959

現金及び現金同等物の期首残高 52,350 31,137

現金及び現金同等物の期末残高 31,137 27,178



 該当事項はありません。 

   

（会計方針の変更） 

 当連結会計年度より、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号 平成22年６月30日）及び

「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号 平成22年６月30日）を適用し

ております。 

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定にあたり、一定期間の勤務後に権利が確定するストック・オプショ

ンについて、権利の行使により払い込まれると仮定した場合の入金額に、ストック・オプションの公正な評価額のう

ち、将来企業が提供されるサービスに係る分を含める方法に変更しております。  

 これらの会計基準等を適用しなかった場合の前連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額は、77円44

銭であります。 

  

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

 当連結会計年度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）を適用しております。 

  

（法人税率の変更等による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正） 

 「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」（平成23年法律第

114号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」（平成

23年法律第117号）が平成23年12月２日に公布され、平成24年４月１日以後に開始する連結会計年度から法人税率の引

下げ及び復興特別法人税の課税が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使

用する法定実効税率は従来の40.0％から、平成24年４月１日に開始する連結会計年度から平成26年４月１日に開始する

連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については37.3％に、平成27年４月１日に開始する連結会計年度以降に解消

が見込まれる一時差異については34.9％となります。この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額

を控除した金額）は113百万円減少し、法人税等調整額は446百万円増加しております。 

(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

(7）追加情報



Ⅰ 前連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

１．報告セグメントの概要 

 当社の報告セグメントは、当社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。 

 当社は、製品別に事業管理組織を置き、事業活動を展開しております。 

 したがって、当社は、「鋼材事業」「鍛造品事業」「電磁品事業」「その他事業」の４つを報告セグメントと

しております。 

 「鋼材事業」は特殊鋼鋼材、鋼材二次加工品、金型加工品を、「鍛造品事業」は型打鍛造品を、「電磁品事

業」は電子機能材料・部品、磁石応用製品を、それぞれ生産・販売し、「その他事業」はコンピュータソフト開

発、物品販売・緑化・介護を行っております。 

   

２．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 

 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「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。 

 報告セグメントの利益は、営業利益であります。セグメント間の内部収益及び振替高は第三者間取引価格に基

づいております。 

   

３．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に関する情報 

（単位：百万円）

（注）１ 調整額は以下のとおりであります。 

(1)セグメント利益又は損失の調整額は、セグメント間取引消去であります。 

(2)セグメント資産の調整額は、提出会社の現金及び預金、投資有価証券等34,921百万円、セグメント間取引消

去△2,185百万円であります。 

(3)減損損失の調整額は、報告セグメントに帰属しない固定資産に係る減損損失であります。 

 ２ セグメント利益又は損失は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。 

  

(8）連結財務諸表に関する注記事項

（セグメント情報）

  

報告セグメント 
調整額 
（注１） 

連結財務諸
表計上額 
（注２） 

鋼材 鍛造品 電磁品 その他 計 

  売上高               

  外部顧客への売上高  119,346  85,856  6,793  3,456  215,453  －  215,453

  セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 29,511  －  －  2,797  32,308  △32,308  －

計  148,857  85,856  6,793  6,254  247,762  △32,308  215,453

セグメント利益又は損失（△）  12,428  3,275  △1,662  △0  14,041  31  14,072

セグメント資産  127,674  61,843  14,395  3,567  207,481  32,736  240,217

 その他の項目   

減価償却費  6,026  5,224  1,168  56  12,475  －  12,475

特別損失  20  15  165  －  200  0  200

（減損損失） (20) (15) (165) (－)  (200)  (0) (200)

有形固定資産の増加額  17,179  2,058  1,274  15  20,528  －  20,528



Ⅱ 当連結会計年度（自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日） 

１．報告セグメントの概要 

 当社の報告セグメントは、当社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。 

 当社は、製品別に事業管理組織を置き、事業活動を展開しております。 

 したがって、当社は、「鋼材事業」「鍛造品事業」「電磁品事業」「その他事業」の４つを報告セグメントと

しております。 

 「鋼材事業」は特殊鋼鋼材、鋼材二次加工品、金型加工品を、「鍛造品事業」は型打鍛造品を、「電磁品事

業」は電子機能材料・部品、磁石応用製品を、それぞれ生産・販売し、「その他事業」はコンピュータソフト開

発、物品販売・緑化・介護を行っております。 

   

２．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 

 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「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。 

 報告セグメントの利益は、営業利益であります。セグメント間の内部収益及び振替高は第三者間取引価格に基

づいております。 

   

３．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に関する情報 

（単位：百万円）

（注）１ 調整額は以下のとおりであります。 

(1)セグメント利益又は損失の調整額は、セグメント間取引消去であります。 

(2)セグメント資産の調整額は、提出会社の現金及び預金、投資有価証券等31,582百万円、セグメント間取引消

去△1,835百万円であります。 

(3)減損損失の調整額は、報告セグメントに帰属しない固定資産に係る減損損失であります。 

 ２ セグメント利益又は損失は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。 

  

  

報告セグメント 
調整額 
（注１） 

連結財務諸
表計上額 
（注２） 

鋼材 鍛造品 電磁品 その他 計 

  売上高               

  外部顧客への売上高  127,362  87,423  9,085  3,605  227,478  －  227,478

  セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 29,987  －  －  3,829  33,816  △33,816  －

計  157,350  87,423  9,085  7,434  261,294  △33,816  227,478

セグメント利益又は損失（△）  7,663  2,874  △2,228  67  8,377  80  8,458

セグメント資産  129,828  63,110  15,020  4,245  212,204  29,747  241,951

 その他の項目   

減価償却費  8,770  4,430  1,183  63  14,447  －  14,447

特別損失  7  －  －  －  7  0  7

（減損損失） (7) (－) (－) (－)  (7)  (0) (7)

有形固定資産の増加額  6,361  3,480  793  13  10,649  －  10,649



 （注） 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

２ １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 

  

（会計方針の変更） 

 当連結会計年度より、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号 平成22年６月30日）及び

「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号 平成22年６月30日）を適用し

ております。 

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定にあたり、一定期間の勤務後に権利が確定するストック・オプショ

ンについて、権利の行使により払い込まれると仮定した場合の入金額に、ストック・オプションの公正な評価額のう

ち、将来企業が提供されるサービスに係る分を含める方法に変更しております。  

 これらの会計基準等を適用しなかった場合の前連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額は、77円44

銭であります。 

  

  該当事項はありません。  

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（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 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

１株当たり純資産額 円604.43

１株当たり当期純利益金額 円77.49

潜在株式調整後１株当たり 

当期純利益金額 
円77.45

１株当たり純資産額 円614.86

１株当たり当期純利益金額 円21.62

潜在株式調整後１株当たり 

当期純利益金額 
円21.61

  
前連結会計年度 

（平成23年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成24年３月31日） 

純資産の部の合計額（百万円）  123,671  126,111

純資産の部の合計額から控除する金額 

（百万円） 
 4,988  5,325

（うち新株予約権）  (182)  (176)

（うち少数株主持分）  (4,805)  (5,148)

普通株式に係る期末の純資産額（百万円）  118,682  120,786

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通

株式の数（千株） 
 196,355  196,444

  
前連結会計年度 

（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 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

１株当たり当期純利益金額     

当期純利益（百万円）  15,205  4,246

普通株主に帰属しない金額（百万円）   －   －

普通株式に係る当期純利益（百万円）  15,205  4,246

普通株式の期中平均株式数（千株）  196,225  196,404

      

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額     

当期純利益調整額（百万円）  －  －

普通株式増加数（千株）  134  135

（うちストックオプション（千株）） ( ) 134 ( ) 135

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概

要 

新株予約権５種類（新株予約

権の数 個） 1,908

新株予約権４種類（新株予約

権の数 個） 1,303

（重要な後発事象）



５．その他

　１．新任取締役候補

　　　常務取締役 篠　原　　國　彦 （現　常勤顧問）

　　　常務取締役 浅　野　　弘　明 （現　顧問 兼 ｱｲﾁ ﾃｸﾉﾒﾀﾙ ﾌｶｳﾐ㈱　取締役社長）

　　　取締役 山　中　　敏　幸 （現　参与 営業本部 トヨタ営業部長）

　　　取締役 安　永　　直　弘 （現　参与 生技・製造本部 知多工場長）

　２．退任取締役候補

本　蔵　　義　信 （現  専務取締役）
（当社技監就任予定）

石　原　　貞　男 （現  常務取締役）
（当社技監就任予定）

山　口　　研　三 （現  取締役）
（ｱｲﾁ ﾃｸﾉﾒﾀﾙ ﾌｶｳﾐ㈱　取締役社長就任予定）

　３．昇格予定取締役　

　　　常務取締役 鵜　飼　　正　男 （現  取締役）

　４．新任監査役候補

　　　監査役 後　藤　　　　卓 （現 生技・製造本部 鍛造工場 副工場長)

　５．退任予定監査役

　　　監査役 中　島　　　　博 （当社顧問就任予定）

　１．退任予定参与

清　水　　誠　二 （当社技監就任予定）

山　中　　敏　幸 （当社取締役就任予定）

安　永　　直　弘 （当社取締役就任予定）

役　員　の  異　動　（平成24年6月19日付の予定）

参　与　の  異　動　（平成24年6月19日付の予定）



６．補足情報

（１）参考資料〔連結〕

1. 当期の業績と次期予想 （単位：百万円、％）  
前   期 当   期 増減額 増減率

23年3月期 24年3月期 25年3月期 増減率

売上高 215,453 227,478 12,025 5.6 234,000 2.9
営業利益 14,072 8,458 △ 5,614 △ 39.9 8,500 0.5
経常利益 12,873 7,925 △ 4,948 △ 38.4 8,000 0.9
特別損益 △ 924 △ 40 884 －  －  －  
税金等調整前当期純利益 11,948 7,884 △ 4,064 △ 34.0 8,000 1.5
当期純利益 15,205 4,246 △ 10,959 △ 72.1 5,000 17.7

1株当たり当期純利益 77円49銭 21円62銭 25円45銭
自己資本当期純利益率 13.4％ 3.5％ －  
1株当たり配当金 10円00銭 10円00銭 10円00銭
（うち期末配当金） （5円00銭） （5円00銭） （5円00銭）
配当性向 12.9% 46.3% 39.3%

設備投資額 20,528 10,649 △ 9,879 △ 48.1 12,000
減価償却費 12,475 14,447 1,972 15.8 13,000

連結子会社数 18社 18社 －  －  －  
連 売上高 1.20 1.20 1.21
単 営業利益 1.23 1.54 1.55
倍 経常利益 1.20 1.54 1.60
率 当期純利益 1.15 1.56 1.67

2. 事業区分別売上高 （単位：百万円、％）   　　

3. 当期(24年3月期)　経常利益の増減益要因(対前期比) （単位：億円）

4. 四半期毎の業績推移 　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円） 

次 期 予 想

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
鋼　 　材 119,346 55.4 127,362 56.0 122,500 52.3
鍛 造 品 85,856 39.8 87,423 38.4 95,000 40.6
電 磁 品 6,793 3.2 9,085 4.0 12,300 5.3
そ の 他 3,456 1.6 3,605 1.6 4,200 1.8
合　計 215,453 100.0 227,478 100.0 234,000 100.0

 決算短信の１６ページを参照してください。

予　　想

次期（25年3月期）前期（23年3月期）

実　　績           

当期（24年3月期）

第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期
（4～6月） （7～9月） （10～12月） （1～3月） （4～6月） （7～9月） （10～12月） （1～3月）

売上高   50,662 52,518 57,080 55,192 49,513 57,042 61,106 59,816

営業利益 3,531 2,798 5,404 2,338 1,417 1,887 3,018 2,134

経常利益 3,297 2,343 5,235 1,997 1,348 1,068 3,082 2,425

四半期純利益 2,136 8,276 2,970 1,821 873 532 1,664 1,175

前期（23年3月期） 当期（24年3月期）

1. 販売価格 24 1. 購入品価格の値上がり 82

2. 販売数量 8 2. 固定費の増加 36

3. 工場原価低減 27 (減価償却費) (23)

4. 連結子会社の営業利益増 5 (労務費他) (13)

5 営業外収支の改善他 5

69 118

△ 49差　引　(a)－(b)

増　益　要　因 減　益　要　因

計　(a) 計　(b)



（２）参考資料〔単独〕

1. 当期の業績と次期予想 （単位：千トン、百万円、％）

前   期 当   期 増減額 増減率

23年3月期 24年3月期 25年3月期 増減率

売上数量 1,070 1,119 49 4.6 1,176 5.1

売上高 179,183 190,095 10,912 6.1 193,000 1.5

営業利益 11,441 5,480 △ 5,961 △ 52.1 5,500 0.4

経常利益 10,721 5,157 △ 5,564 △ 51.9 5,000 △ 3.1
当期純利益 13,181 2,714 △ 10,467 △ 79.4 3,000 10.5

1株当たり当期純利益 67円17銭 13円82銭 15円27銭
自己資本当期純利益率 12.2％ 2.4％ －  

設備投資額 19,236 7,669 △ 11,567 △ 60.1 9,000
減価償却費 10,459 12,700 2,241 21.4 11,000

2. 事業区分別売上高 （単位：千トン、百万円、％）

3. 四半期毎の業績推移 （単位：千トン、百万円）

次 期 予 想

数量 金額 金　額 数量 金額 金　額 数量 金額 金　額
構成比 構成比 構成比

 製 品 別 鋼   材 822 110,141 61.5 866 116,652 61.4 894 112,300 58.2
鍛造品 248 62,002 34.6 253 64,056 33.7 282 67,800 35.1
電磁品 － 6,740 3.8 － 9,096 4.8 － 12,300 6.4
その他 － 299 0.1 － 290 0.1 － 600 0.3

1,070 179,183 100.0 1,119 190,095 100.0 1,176 193,000 100.0
仕向先別 国   内 948 162,136 90.5 1,002 172,636 90.8 1,035 172,200 89.2

輸   出 121 17,047 9.5 116 17,459 9.2 141 20,800 10.8

当期（24年3月期）

合　　　計

予　　想

次期（25年3月期）前期（23年3月期）

実　　績

第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期

（4～6月） （7～9月） （10～12月） （1～3月） （4～6月） （7～9月） （10～12月） （1～3月）

売上数量 255 263 280 271 238 277 301 302

売上高   41,408 43,446 48,015 46,312 40,724 48,485 50,299 50,585

営業利益 2,826 2,123 4,810 1,681 596 1,209 1,953 1,720

経常利益 2,714 1,664 4,648 1,694 670 377 1,990 2,119
四半期純利益 1,971 7,571 2,679 958 633 235 961 883

前期（23年3月期） 当期(24年３月期）
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