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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 38,863 △3.3 367 △61.4 362 △61.8 407 12.4
23年3月期 40,170 19.5 954 ― 949 ― 362 ―

（注）包括利益 24年3月期 △40百万円 （―％） 23年3月期 198百万円 （―％）

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 ％ ％ ％

24年3月期 7.20 ― 2.2 0.9 0.9
23年3月期 6.29 ― 1.9 2.3 2.4

（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 39,990 19,976 47.6 336.55
23年3月期 41,168 21,584 45.7 332.57

（参考） 自己資本   24年3月期  19,041百万円 23年3月期  18,817百万円

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 1,634 △619 △242 7,624
23年3月期 667 △232 △398 6,853

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 ― 0.00 ― 3.00 3.00 169 47.7 0.9
24年3月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00 169 41.7 0.9

25年3月期(予想) ― 0.00 ― 3.00 3.00 67.9

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) 19,000 1.9 180 △32.8 150 △46.8 90 △74.6 1.59
通期 40,500 4.2 500 35.9 450 24.1 250 △38.6 4.42



※  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 

(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  ： 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 60,453,268 株 23年3月期 60,453,268 株

② 期末自己株式数 24年3月期 3,875,547 株 23年3月期 3,872,215 株

③ 期中平均株式数 24年3月期 56,579,289 株 23年3月期 57,562,598 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 20,819 △1.4 204 △66.3 186 △68.3 110 △64.5

23年3月期 21,105 28.7 604 ― 589 ― 310 ―

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 1.95 ―

23年3月期 5.40 ―

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 25,359 15,293 60.3 270.32
23年3月期 24,718 15,359 62.1 271.46

（参考） 自己資本 24年3月期  15,293百万円 23年3月期  15,359百万円

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 
・上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の実績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合が
あります。なお、上記予想に関する事項は添付資料3ページをご参照ください。 

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) 10,200 1.4 150 △2.5 150 1.6 80 △4.8 1.41
通期 21,700 4.2 450 120.5 400 114.0 230 108.5 4.07
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当連結会計年度におけるわが国経済は、東日本大震災の影響による急激な景気の落ち込みから緩やかな回復基調

にあったものの、欧州の財政・金融不安が世界的な経済の減速につながり、円高の長期化やタイの洪水による生産

活動の停滞などもあって、景気の先行きは不透明で厳しい状況が続きました。 

このような状況のもと鋼管業界におきましては、全般的に需要が落ち込んだなかで、一部に震災復興に向けての

需要も見られ、また、期初の原材料の値上げに伴い仮需も発生し、製品価格は上昇しました。しかし、上期半ばか

らの円高の進行や中国をはじめ新興国の経済成長の鈍化、タイの洪水による生産活動の低下などの影響で、国内経

済は急激に冷え込み、鋼管製品等の市況は下落の一途をたどりました。 

当社グループとしましては、生産性の向上と製造コスト・販売管理費の削減に努め、提案営業による新規顧客の

開拓にも取り組み、生産量・販売量の確保と製品価格の是正・維持に努めました。しかし、需要低迷による市況軟

化が激しく、厳しい状況が続きました。 

この結果、当連結会計年度の売上高は38,863百万円（前年度比3.3％減）、営業利益367百万円（前年度比61.4％

減）、経常利益362百万円（前年度比61.8％減）となりました。なお、当社グループの鋼管・型鋼等の販売子会社に

おきまして、固定資産（土地及び建物）について時価の下落による減損損失を特別損失に計上しました。また、同

子会社の株式追加取得に伴う負ののれん発生益を特別利益に計上しました。この結果、当期純利益は407百万円（前

年度比12.4％増）となりました。 

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

普通鋼製品につきましては、震災後サプライチェーンの回復とともに自動車・電機関連では需要の回復が見ら

れ、戸建住宅関連においては住宅エコポイントの効果もあって需要は堅調でありました。また、期初には原材料

の値上げに伴う仮需の影響もあって製品価格は上昇しました。しかし、上期半ばから円高など国内外の経済下振

れ要因が重なり、国内経済の冷え込みに連れて各種製造業や輸出関連業種向けの需要は伸び悩み、厳しい販売競

争のもとで市況下落が続きました。その後年明けからは、自動車関連の需要がエコカー補助金の延長などにより

増加傾向となり、住宅関連においても復興住宅支援や住宅エコポイントなどの効果により需要は堅調に推移しま

した。しかしながら、鋼管業界全体としての需給バランスが回復するまでには至らず、業界各社は原材料値下げ

からの先安感のもとで、生産量を確保するべく、厳しい価格競争への対応に迫られました。 

ステンレス製品につきましては、価格高騰が引き起こした３年ほど前からのステンレス離れにより需要は大き

く落ち込んでいましたが、さらに震災後、建材・設備投資関連ともに需要は減少したまま推移しました。特に、

半導体設備や液晶設備は極端に減少しており、水処理や食品などの設備関連の一部に需要回復が見られました

が、設備関連全般としては低調でありました。一方、建築材の需要は引き続き回復の兆しも見えない状況が続い

ております。また、ステンレス製品価格はニッケルや輸入材の価格変動に大きな影響を受けて不安定となってお

り、流通販売市場では需要が減少しているなかで在庫調整が進んだものの、買い控えにより適正価格が通らない

厳しい販売市況となりました。 

この結果、当セグメントの売上高は37,091百万円（前年度比3.7％減）、営業損失114百万円（前年度は営業利

益738百万円）となりました。 

国内の自転車業界では、震災後、一般用自転車において一時的な需要の増加が見られましたが、期の後半には

それも薄れ、廉価品中心の状態が続きました。また、大型販売店での完成自転車の直接輸入は大きく増加し、引

き続き輸入自転車の比率が90％以上を占めており、国内の自転車生産数は前年並みでありましたものの厳しい状

況で推移しました。一方、スポーツ用自転車は健康・環境・省エネ意識の高まりや震災の影響による新規ユーザ

ー層の形成もあって、底堅い一定のブームが続いております。 

このような状況のもと、電動アシスト自転車については、品揃えの多様化もあって堅調な需要がありますが、

不況感による買い控えのなかで伸び悩んでおり、これに採用されているステンレスリムの生産・販売は増加しま

したものの、やや翳りが出てまいりました。軽合金リムについては、海外子会社との連携によりスポーツ車向け

の高付加価値品の新製品開発にも努めました。 

 完成自転車において、独自の商品企画力で好評を得ております「アラヤ」ならびに「ラレー」ブランドの輸入

スポーツ自転車については、消費者の所得環境が厳しいなかで販売を伸ばすことができました。 

この結果、当セグメントの売上高は1,314百万円（前年度比14.2％増）、営業利益48百万円（前年度比8.7%

減）となりました。 

不動産賃貸収入につきましては、東京工場跡地の地代収入を中心に安定した業績をあげております。 

当セグメントの売上高は378百万円（前年度比5.5％減）、営業利益351百万円（前年度比5.1%減）となりまし

た。 

１．経営成績

（１）経営成績に関する分析

（当期の経営成績）

① 鋼管関連

② 自転車関連

③ 不動産等賃貸
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今後の見通しにつきましては、欧州の財政不安や原油高、電力不足などの懸念材料はあるものの、本格的な震災

復興需要をはじめ内需の支えによる景気復調が期待されるところであります。 

鋼管業界におきましても、震災復興需要やエコカー補助金・住宅エコポイントなどの効果で自動車・住宅関連の

需要が増加傾向となると予想されます。一方、原材料コイルの価格について、鉄鉱石・ニッケルなど製鋼原料の価

格動向や内外での需給動向によっては不安定となり、それによって鋼管等の製品価格も適正さを欠く状況となるこ

とも懸念されます。 

当社グループでは、引き続き販売価格の適正化とひも付き受注の拡大に努め、設備稼働率の向上とコスト削減に

さらに注力してまいります。また今後、夏場の電力供給低下への対応策として、就業時間・就業日・工場間振替な

ど適宜機動的な操業体制により生産活動を安定させてまいります。 

  

当連結会計年度末の総資産は39,990百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,178百万円減少しました。流動

資産は28,158百万円となり560百万円の増加となりました。これは主に、現金及び預金の増加470百万円、有価証

券の増加301百万円、商品及び製品の増加171百万円、受取手形及び売掛金の減少319百万円であります。固定資

産は11,831百万円となり1,738百万円の減少となりました。これは主に、建物及び構築物（純額）の減少459百万

円、土地の減少812百万円、投資有価証券の減少129百万円であります。 

当連結会計年度末の負債合計は20,014百万円となり、前連結会計年度末に比べ430百万円の増加となりまし

た。流動負債は17,704百万円となり219百万円の増加となりました。これは主に、支払手形及び買掛金の増加463

百万円、災害損失引当金の減少220百万円であります。固定負債は2,309百万円となり210百万円の増加となりま

した。これは主に、退職給付引当金の増加238百万円であります。 

当連結会計年度末の純資産は19,976百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,608百万円減少しました。これ

は主に、少数株主持分の減少1,832百万円であります。 

  

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、7,624百万円となり、前連結会計年

度末より771百万円増加しました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

営業活動による資金の増加は1,634百万円（前年度は667百万円の資金の増加）となりました。これは主に、税

金等調整前当期純利益が502百万円減少したことや仕入債務の増減額が1,458百万円の資金増加から475百万円の

資金増加になったものの、売上債権の増減額が1,922百万円の資金減少から307百万円の資金増加になったことな

どによるものであります。 

投資活動による資金の減少は619百万円（前年度は232百万円の資金の減少）となりました。これは主に、投資

有価証券の取得による支出が119百万円減少したものの、関係会社株式の取得による支出が512百万円増加したこ

となどによるものであります。 

財務活動による資金の減少は242百万円（前年度は398百万円の資金の減少）となりました。これは主に、配当

金の支払額が82百万円増加したものの、自己株式の取得による支出が199百万円減少したことなどによるもので

あります。 
  

（次期の見通し）

（２）財政状態に関する分析

① 資産、負債及び純資産の状況

（資産）

（負債）

（純資産）

② キャッシュ・フローの状況

（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）
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(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／キャッシュ・フロー 
インタレスト・カバレッジ・レシオ：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います。 
（注2）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式をベースに計算しています。 
（注3）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しています。 
（注4）有利子負債は連結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。 

  

当社は株主の皆様に対する利益還元を経営の重点政策のひとつと位置づけ、安定的な配当を維持することを基

本方針としております。今後、さらなる業績回復に注力するとともに効率的な業務運営による収益力の改善と財

務体質の強化を図りながら、安定した利益配当が行えるよう 善の努力を尽くしてまいる所存であります。 

 なお、平成24年3月期の期末配当金につきましては、平成24年6月27日開催予定の定時株主総会において1株に

つき普通配当3円を付議する予定であります。次期の配当につきましては、今後の業績見通し等を踏まえ中間配

当金は無配とし、期末配当金は1株につき3円を予定しております。 

 内部留保資金につきましては、今後の事業活動ならびに経営体質の強化に活用していく考えであります。 

  

 近の有価証券報告書（平成23年6月29日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関係会社の状況」

から重要な変更がないため開示を省略しています。 

  

以上の３項目につきましては、平成23年3月期決算短信（平成23年5月13日開示）の内容から重要な変更

がないため、記載を省略しています。 

なお、当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

  
（当社ホームページ） 

http://www.araya-kk.co.jp/investor/tanshin.html 
  
（東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ）） 

http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html 

  

鋼管業界におきましては、原材料コイルの価格について、鉄鉱石・ニッケルなど製鋼原料の価格動向や内外での

需給動向によっては不安定となり、鋼管等の製品価格も適正さを欠く状況となることが懸念されます。 

当社グループでは、引き続きひも付き受注の拡大に努め、設備稼働率の向上とコスト削減にさらに注力してまい

ります。 

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

平成24年
3月期

自己資本比率（％） 43.8 47.1 48.0 45.7 47.6

時価ベースの自己資本比率（％） 26.6 17.3 19.0 18.8 19.5

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） 22.4 3.6 5.0 7.6 3.1

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 2.5 16.5 16.9 12.6 36.1

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

２．企業集団の状況

３．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

（４）会社の対処すべき課題

新家工業㈱（7305） 平成24年3月期 決算短信

－ 4 －



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 5,247 5,717

受取手形及び売掛金 15,117 14,798

有価証券 1,605 1,906

商品及び製品 4,232 4,404

仕掛品 228 184

原材料及び貯蔵品 1,035 1,022

繰延税金資産 335 347

その他 209 206

貸倒引当金 △415 △429

流動資産合計 27,598 28,158

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 6,696 6,359

減価償却累計額 △4,972 △5,096

建物及び構築物（純額） 1,723 1,263

機械装置及び運搬具 12,496 12,537

減価償却累計額 △10,752 △10,917

機械装置及び運搬具（純額） 1,743 1,620

土地 4,689 3,877

リース資産 34 37

減価償却累計額 △20 △26

リース資産（純額） 13 11

建設仮勘定 116 61

その他 1,510 1,523

減価償却累計額 △1,455 △1,479

その他（純額） 54 44

有形固定資産合計 8,342 6,878

無形固定資産   

ソフトウエア 21 16

リース資産 57 39

その他 11 10

無形固定資産合計 90 66

投資その他の資産   

投資有価証券 4,587 4,458

繰延税金資産 340 235

その他 226 193

貸倒引当金 △16 △0

投資その他の資産合計 5,137 4,886

固定資産合計 13,570 11,831

資産合計 41,168 39,990
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(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 11,034 11,497

短期借入金 5,075 5,013

1年内返済予定の長期借入金 0 －

リース債務 26 27

未払法人税等 35 26

賞与引当金 331 303

災害損失引当金 220 －

その他 761 835

流動負債合計 17,484 17,704

固定負債   

リース債務 59 36

繰延税金負債 93 81

退職給付引当金 1,221 1,460

役員退職慰労引当金 345 362

環境対策引当金 30 30

資産除去債務 6 6

その他 341 333

固定負債合計 2,098 2,309

負債合計 19,583 20,014

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,940 3,940

資本剰余金 4,155 4,155

利益剰余金 11,150 11,388

自己株式 △599 △599

株主資本合計 18,647 18,884

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 635 633

繰延ヘッジ損益 2 0

為替換算調整勘定 △467 △476

その他の包括利益累計額合計 169 156

少数株主持分 2,767 934

純資産合計 21,584 19,976

負債純資産合計 41,168 39,990
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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：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 40,170 38,863

売上原価 34,309 33,704

売上総利益 5,861 5,159

販売費及び一般管理費 4,907 4,791

営業利益 954 367

営業外収益   

受取利息 13 11

受取配当金 92 105

仕入割引 21 21

雑収入 79 81

営業外収益合計 206 220

営業外費用   

支払利息 51 46

売上割引 17 18

退職給付会計基準変更時差異の処理額 123 133

雑支出 19 27

営業外費用合計 211 225

経常利益 949 362

特別利益   

固定資産売却益 1 0

投資有価証券売却益 46 130

負ののれん発生益 19 886

貸倒引当金戻入額 41 －

特別利益合計 108 1,017

特別損失   

固定資産売却損 4 －

固定資産除却損 27 6

減損損失 － 1,164

投資有価証券評価損 77 2

環境対策引当金繰入額 10 －

災害による損失 232 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 7 －

事業所再編費用 16 －

確定拠出年金制度への移行に伴う損失 7 －

厚生年金基金解散に伴う損失 － 35

特別損失合計 383 1,208

税金等調整前当期純利益 674 171

法人税、住民税及び事業税 21 21

法人税等調整額 170 167

法人税等合計 191 189

少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調
整前当期純損失（△）

483 △17

少数株主利益又は少数株主損失（△） 120 △424

当期純利益 362 407
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 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又は少数株主損益調
整前当期純損失（△）

483 △17

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △269 △3

繰延ヘッジ損益 2 △1

為替換算調整勘定 △17 △17

その他の包括利益合計 △285 △22

包括利益 198 △40

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 86 393

少数株主に係る包括利益 111 △433
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（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 3,940 3,940

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,940 3,940

資本剰余金   

当期首残高 4,155 4,155

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 4,155 4,155

利益剰余金   

当期首残高 10,929 11,150

当期変動額   

剰余金の配当 △87 △169

当期純利益 362 407

連結範囲の変動 △53 －

当期変動額合計 221 237

当期末残高 11,150 11,388

自己株式   

当期首残高 △399 △599

当期変動額   

自己株式の取得 △200 △0

当期変動額合計 △200 △0

当期末残高 △599 △599

株主資本合計   

当期首残高 18,626 18,647

当期変動額   

剰余金の配当 △87 △169

当期純利益 362 407

自己株式の取得 △200 △0

連結範囲の変動 △53 －

当期変動額合計 20 236

当期末残高 18,647 18,884
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(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 904 635

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △269 △2

当期変動額合計 △269 △2

当期末残高 635 633

繰延ヘッジ損益   

当期首残高 － 2

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2 △1

当期変動額合計 2 △1

当期末残高 2 0

為替換算調整勘定   

当期首残高 △459 △467

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △8 △8

当期変動額合計 △8 △8

当期末残高 △467 △476

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 445 169

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △275 △12

当期変動額合計 △275 △12

当期末残高 169 156

少数株主持分   

当期首残高 2,655 2,767

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 111 △1,832

当期変動額合計 111 △1,832

当期末残高 2,767 934

純資産合計   

当期首残高 21,728 21,584

当期変動額   

剰余金の配当 △87 △169

当期純利益 362 407

自己株式の取得 △200 △0

連結範囲の変動 △53 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △164 △1,845

当期変動額合計 △143 △1,608

当期末残高 21,584 19,976
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（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 674 171

減価償却費 589 543

固定資産除却損 27 6

固定資産売却損益（△は益） 2 △0

減損損失 － 1,164

負ののれん発生益 △19 △886

貸倒引当金の増減額（△は減少） △96 △2

災害損失引当金の増減額（△は減少） 220 △220

退職給付引当金の増減額（△は減少） 71 239

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 25 16

受取利息及び受取配当金 △106 △117

支払利息 51 46

投資有価証券売却損益（△は益） △46 △130

投資有価証券評価損益（△は益） 77 2

売上債権の増減額（△は増加） △1,922 307

たな卸資産の増減額（△は増加） △602 △119

仕入債務の増減額（△は減少） 1,458 475

その他 36 87

小計 442 1,584

利息及び配当金の受取額 104 116

利息の支払額 △53 △45

法人税等の支払額 △26 △29

法人税等の還付額 200 8

営業活動によるキャッシュ・フロー 667 1,634

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出 △197 △77

投資有価証券の売却による収入 271 246

関係会社株式の取得による支出 － △512

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△2 －

有形固定資産の取得による支出 △275 △278

有形固定資産の売却による収入 9 0

無形固定資産の取得による支出 △11 △1

貸付けによる支出 △93 △74

貸付金の回収による収入 67 76

投資活動によるキャッシュ・フロー △232 △619

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） △58 △48

長期借入金の返済による支出 △25 △0

セール・アンド・リースバックによる収入 － 4

リース債務の返済による支出 △27 △27

配当金の支払額 △86 △169

自己株式の取得による支出 △200 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △398 △242

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 △1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 35 771

現金及び現金同等物の期首残高 6,818 6,853

現金及び現金同等物の期末残高 6,853 7,624
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該当事項はありません。 

  

 子会社5社のうち、アラヤ特殊金属株式会社、P.T.パブリック アラヤ インドネシア、大栄鋼業株式会社の3社

を連結の範囲に含めています。 

 また、株式会社アラヤ工機、株式会社新家開発の2社は営業規模が小さく、その総資産、売上高、当期純損益

（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等がいずれも僅少であり、全体としても連結財務諸表に

重要な影響を及ぼしていないので、連結の範囲から除いています。 

 なお、アラヤ特殊金属株式会社について、出資比率の25%に相当する株式を少数株主より追加取得しました。 

 非連結子会社２社及び関連会社アトラスａｒｋ株式会社は、いずれも当期純損益（持分に見合う額）及び利益

剰余金（持分に見合う額）等に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないので、持分法を適用

していません。 

 連結子会社の決算日が連結決算日と異なる会社は次のとおりです。 

 
（※）連結子会社の決算日現在の財務諸表を使用しています。ただし、連結決算日との間に生じた重要な取引につ

いては、連結上必要な調整を行っています。 

その他有価証券 

 

時価法により評価しています。 

移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法)により評価しています。

主として定率法を採用しています。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く）につい

ては、定額法を採用しています。 

定額法を採用しています。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（5年）

に基づく定額法を採用しています。 

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しています。 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しています。なお、リース取引開始日が平

成20年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によってい

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

1. 連結の範囲に関する事項

2. 持分法の適用に関する事項

3. 連結子会社の事業年度等に関する事項

P.T.パブリック アラヤ インドネシア 決算日：12月31日(※)

4. 会計処理基準に関する事項

(イ) 重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券

時価のあるもの … 期末日の市場価格等に基づく時価法により評価しています。（評価差額は全部純
資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しています。）

時価のないもの … 移動平均法による原価法により評価しています。

② デリバティブ

③ たな卸資産

(ロ) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

② 無形固定資産（リース資産を除く）

③ リース資産
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受取手形、売掛金等の債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しています。 

従業員の賞与の支払に備えるため、支給見込額の期間対応相当額を計上しています。 

東日本大震災により被災した資産の復旧等に要する費用の連結会計年度末における見込額を計上していま

す。 

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計

上しています。なお、会計基準変更時差異は15年による按分額を費用処理しています。数理計算上の差異

は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間の年数による定額法により按分した額を、

それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しています。 

役員の退任時に支給される退職金の支払に備えて、内規に基づく期末要支給額を計上しています。 

「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」によって処理することが義務付けら

れているＰＣＢ廃棄物の処理に備えるため、その処理費用見込額を計上しています。 

原則として繰延ヘッジ処理によっています。なお、振当処理の要件を満たしている為替予約については振当

処理によっています。 

当連結会計年度にヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下のとおりです。 

ヘッジ手段 … 為替予約 

ヘッジ対象 … 製品・商品等の輸出・輸入による外貨建売上債権、買入債務及び外貨建予定取引 

取引限度額（ヘッジ比率）を定めた市場リスク管理要項の規程に基づき、ヘッジ対象に係る為替相場変動リ

スクを一定の範囲内でヘッジしています。 

ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計又は相場変動とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計又

は相場変動を半期毎に比較し、両者の変動額等を基礎にして、ヘッジ有効性を評価しています。 

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクし

か負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっています。 

税抜方式を採用しています。 

(ハ) 重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金

② 賞与引当金

③ 災害損失引当金

④ 退職給付引当金

⑤ 役員退職慰労引当金

⑥ 環境対策引当金

(ニ) 重要なヘッジ会計の方法

① ヘッジ会計の方法

② ヘッジ手段とヘッジ対象

③ ヘッジ方針

④ ヘッジ有効性評価の方法

(ホ) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

(へ) その他連結財務諸表作成のための重要な事項

 消費税等の会計処理の方法
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（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により、「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影響） 

「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40.6％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38.0％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35.6％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15百万円減少し、その他有価証券評価差額金が49百万円、

法人税等調整額が65百万円それぞれ増加しております。 

（７）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

 追加情報
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   非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりです。 

   

   １ 販売費及び一般管理費の主な科目 

   

   ２ 固定資産売却益の内訳は次のとおりです。 

   

   ３ 固定資産売却損の内訳は次のとおりです。 

   

   ４ 固定資産除却損の内訳は次のとおりです。 

   

   ５ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 

   

（８）連結財務諸表に関する注記事項

(連結貸借対照表関係)

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)

投資有価証券(株式) 15百万円 15百万円

(連結損益計算書関係)

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) 発送配達費 1,889百万円 1,873百万円

(2) 従業員給料手当 879百万円 852百万円

(3) 賞与引当金繰入額 164百万円 146百万円

(4) 退職給付引当金繰入額 163百万円 129百万円

(5) 役員退職慰労引当金繰入額 33百万円 32百万円

(6) 貸倒引当金繰入額 10百万円 11百万円

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)

機械装置及び運搬具 0百万円 0百万円

その他(工具、器具及び備品) 1百万円 0百万円

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)

機械装置及び運搬具 4百万円 －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)

建物及び構築物 15百万円 0百万円

機械装置及び運搬具 11百万円 6百万円

その他(工具、器具及び備品) 0百万円 0百万円

無形固定資産 －百万円 0百万円

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)

34百万円 55百万円
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   ６ 減損損失 

当連結会計年度において、当社グループは以下の資産について減損損失を計上しております。 

   
 当社グループは、事業用資産については内部管理上採用している区分を基礎として資産のグルーピン

グを行っております。 

 当連結会計年度において、収益性の低下した事業用資産について、帳簿価額を回収可能価額まで減額

し、当該減少額1,164百万円を特別損失に計上しております。その内訳は、土地812百万円、建物351百

万円であります。 

 事業用資産の回収可能価額は、使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローを割引率7.5%

で割り引いて算定しております。 
  

   ７ 厚生年金基金解散に伴う損失 

大栄鋼業㈱（連結子会社）が加盟している厚生年金基金において、積立金の不足により同基金は解散

に向け進捗しており、この解散に伴う損失見込額を特別損失に計上しております。 

  

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 発行済株式の種類及び総数に関する事項 
  

 
  

２ 自己株式の種類及び株式数に関する事項 
  

 
(注)  増加株式数は、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づく自己株式

の取得による増加1,470,000株、及び単元未満株式の買取りによる増加3,795株であります。 

  

３ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 
  

 
  

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 
  

用途 対象会社 場所 種類 金額

事業用資産
(連結子会社) 
 アラヤ特殊金属㈱

関東支店 土地 344百万円

（埼玉県加須市） 建物 173百万円

静岡営業所 土地 265百万円

（静岡県富士市） 建物 58百万円

東北営業所 土地 106百万円

（宮城県岩沼市） 建物 64百万円

広島営業所 土地 95百万円

（広島県東広島市） 建物 55百万円

合計 1,164百万円

(連結株主資本等変動計算書関係)

株式の種類
当連結会計年度期首 

株式数
当連結会計年度
増加株式数

当連結会計年度
減少株式数

当連結会計年度末
株式数

普通株式(株) 60,453,268 ― ― 60,453,268

株式の種類
当連結会計年度期首 

株式数
当連結会計年度
増加株式数

当連結会計年度
減少株式数

当連結会計年度末
株式数

普通株式(株) 2,398,420 1,473,795 ― 3,872,215

決議 株式の種類 配当金の総額 １株当たり配当額 基準日 効力発生日

平成22年6月25日 
定時株主総会

普通株式 87百万円 1円50銭 平成22年３月31日 平成22年６月28日

決議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日

平成23年6月28日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 169百万円 3円 平成23年３月31日 平成23年６月29日
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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 発行済株式の種類及び総数に関する事項 
  

 
  

２ 自己株式の種類及び株式数に関する事項 
  

 
(注)  増加株式数の内訳は、全て単元未満株式の買取りによる増加であります。 

  

３ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 
  

 
  

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 
  

 
  

   現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

 
  

株式の種類
当連結会計年度期首 

株式数
当連結会計年度
増加株式数

当連結会計年度
減少株式数

当連結会計年度末
株式数

普通株式(株) 60,453,268 ― ― 60,453,268

株式の種類
当連結会計年度期首 

株式数
当連結会計年度
増加株式数

当連結会計年度
減少株式数

当連結会計年度末
株式数

普通株式(株) 3,872,215 3,332 ― 3,875,547

決議 株式の種類 配当金の総額 １株当たり配当額 基準日 効力発生日

平成23年6月28日 
定時株主総会

普通株式 169百万円 3円 平成23年３月31日 平成23年６月29日

決議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日

平成24年6月27日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 169百万円 3円 平成24年３月31日 平成24年６月28日

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

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)

現金及び預金勘定 5,247百万円 5,717百万円

有価証券

マネー・マネージメント・ 
ファンド

701百万円 1,301百万円

フリー・ファイナンシャル・ 
ファンド

603百万円 403百万円

その他 (追加型公社債投資信託) 301百万円 201百万円

現金及び現金同等物 6,853百万円 7,624百万円
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１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

  

   

(税効果会計関係)

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)

繰延税金資産

  退職給付引当金 489百万円 539百万円

  役員退職慰労引当金 140百万円 134百万円

  未実現利益に対する税効果額 116百万円 62百万円

  賞与引当金 135百万円 115百万円

  貸倒引当金 167百万円 156百万円

  災害損失引当金 17百万円 －百万円

  環境対策引当金 12百万円 11百万円

  たな卸資産評価損 67百万円 64百万円

  賞与引当金分社会保険料計上額 21百万円 19百万円

  投資有価証券評価損 27百万円 17百万円

  未払事業税 6百万円 5百万円

  固定資産償却超過額 15百万円 131百万円

  減損損失 －百万円 289百万円

  繰越欠損金 1,548百万円 1,205百万円

  その他 14百万円 20百万円

  計 2,780百万円 2,772百万円

  評価性引当額 △1,531百万円 △1,723百万円

 繰延税金資産合計 1,249百万円 1,049百万円

繰延税金負債

  その他有価証券評価差額金 436百万円 350百万円

  固定資産圧縮積立金 151百万円 130百万円

  評価差額 56百万円 49百万円

  その他 22百万円 16百万円

 繰延税金負債合計 666百万円 547百万円

繰延税金資産の純額 582百万円 501百万円
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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・サービス別のセグメントから構成され、鋼管関連事業、自転車関連事業、不動産等賃貸事業の３

つを報告セグメントとしています。鋼管関連事業は、普通鋼鋼管、ステンレス鋼鋼管、各種型鋼、精密加工品等を

製造販売しています。自転車関連事業は、自転車用リム、自動二輪車用リムの製造販売ならびに完成自転車の輸入

販売を行っています。不動産等賃貸事業は、土地、倉庫等の賃貸を行っています。 

  

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、営業利益ベースの数値であります。  

セグメント間の売上高は、第三者間取引価格に基づいています。 

  

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 

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) 

 
(注) １ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、機械設備・福祉機器の製造販売

であります。 

２ 調整額は以下のとおりであります。 

(1) セグメント利益の調整額157百万円は、すべて棚卸資産の調整によるものであります。 

(2) セグメント資産の調整額10,143百万円は、各報告セグメントに配分していない全社資産であり、主に現

金及び預金、投資有価証券及び本社管理部門に係る資産等であります。 

３ セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。 

  

(セグメント情報等)

(セグメント情報)

(単位：百万円)

報告セグメント
その他
（注1）

合計
調整額 
（注2）

連結財務
諸表 
計上額 
（注3）鋼管関連

自転車
関連

不動産等
賃貸

計

売上高

  外部顧客への売上高 38,506 1,150 400 40,056 113 40,170 ― 40,170

  セグメント間の 
  内部売上高又は振替高

― ― 43 43 ― 43 △43 ―

計 38,506 1,150 443 40,100 113 40,213 △43 40,170

セグメント利益又は損失（△） 738 52 370 1,161 △50 1,111 △157 954

セグメント資産 29,804 890 273 30,968 56 31,024 10,143 41,168

その他の項目

  減価償却費 533 31 13 578 3 581 8 589

  有形固定資産及び 
  無形固定資産の増加額

270 17 ― 288 1 290 ― 290
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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) 

 
(注) １ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、機械設備・福祉機器の製造販売

であります。 

２ 調整額は以下のとおりであります。 

(1) セグメント利益の調整額106百万円は、すべて棚卸資産の調整によるものであります。 

(2) セグメント資産の調整額10,171百万円は、各報告セグメントに配分していない全社資産であり、主に現

金及び預金、投資有価証券及び本社管理部門に係る資産等であります。 

３ セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。 

  

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) 

該当事項はありません。 

  

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) 

「鋼管関連」セグメントにおいて、連結子会社が所有する一部の固定資産（土地及び建物）に時

価の下落による減損の兆候が認められたため、その認識・測定を行った結果、帳簿価額を回収可能

価額まで減額し、減損損失を計上しました。なお、当該減損損失の計上額は、当連結会計年度にお

いては1,164百万円であります。 

  

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) 

「鋼管関連」セグメントにおいて、平成22年9月に大栄鋼業株式会社の株式を追加取得し、完全子

会社となったことにより連結子会社となりました。これに伴い当連結会計年度において、19百万円

の負ののれん発生益を計上しています。 

  

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) 

「鋼管関連」セグメントにおいて、従来より連結子会社であるアラヤ特殊金属株式会社の株式に

ついて、機動的な運営と経営の迅速化を図るため、平成23年9月22日に少数株主よりその保有する株

式40％のうち25％を追加取得したことによる負ののれん発生益を計上しました。なお、当該事象に

よる負ののれん発生益の計上額は、当連結会計年度においては886百万円であります。 

(単位：百万円)

報告セグメント
その他
（注1）

合計
調整額 
（注2）

連結財務
諸表 
計上額 
（注3）鋼管関連

自転車
関連

不動産等
賃貸

計

売上高

  外部顧客への売上高 37,091 1,314 378 38,783 80 38,863 ― 38,863

  セグメント間の 
  内部売上高又は振替高

― ― 43 43 ― 43 △43 ―

計 37,091 1,314 421 38,826 80 38,906 △43 38,863

セグメント利益又は損失（△） △114 48 351 284 △23 261 106 367

セグメント資産 28,694 817 264 29,776 41 29,818 10,171 39,990

その他の項目

  減価償却費 493 30 11 535 0 536 7 543

  有形固定資産及び 
  無形固定資産の増加額

229 12 0 242 0 242 ― 242

(報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)

(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
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１株当たり純資産額及び算定上の基礎並びに１株当たり当期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであ

ります。 

  

 
  

 
(注) 潜在株式がないので、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額は記載していません。 

  

該当事項はありません。 

(１株当たり情報)

項目
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)

(1) １株当たり純資産額 (円) 332.57 336.55

 (算定上の基礎)

純資産の部の合計額 (百万円) 21,584 19,976

純資産の部の合計額から
控除する金額

(百万円) 2,767 934

(うち少数株主持分) (百万円) (2,767) (934)

普通株式に係る期末の純資産
額

(百万円) 18,817 19,041

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) 56,581 56,577

項目
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)

(2) １株当たり当期純利益金額 (円) 6.29 7.20

 (算定上の基礎)

当期純利益 (百万円) 362 407

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) 362 407

普通株式の期中平均株式数 (千株) 57,562 56,579

(重要な後発事象)
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

(単位：百万円)

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当事業年度 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,175 3,147

受取手形 1,653 2,092

売掛金 5,454 5,560

有価証券 1,605 1,906

商品及び製品 2,019 1,861

仕掛品 228 184

原材料及び貯蔵品 958 978

前渡金 8 10

前払費用 29 29

繰延税金資産 334 345

関係会社短期貸付金 111 108

未収入金 78 72

その他 3 0

貸倒引当金 △29 △31

流動資産合計 15,632 16,266

固定資産   

有形固定資産   

建物 3,666 3,677

減価償却累計額 △2,854 △2,923

建物（純額） 811 754

構築物 674 675

減価償却累計額 △591 △603

構築物（純額） 83 71

機械及び装置 11,832 11,939

減価償却累計額 △10,243 △10,445

機械及び装置（純額） 1,589 1,494

車両運搬具 69 26

減価償却累計額 △63 △26

車両運搬具（純額） 6 0

工具、器具及び備品 1,207 1,223

減価償却累計額 △1,172 △1,195

工具、器具及び備品（純額） 34 28

土地 774 774

リース資産 31 31

減価償却累計額 △19 △24

リース資産（純額） 11 6

建設仮勘定 112 61

有形固定資産合計 3,422 3,191
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当事業年度 
(平成24年３月31日) 

無形固定資産   

ソフトウエア 20 15

リース資産 57 39

無形固定資産合計 78 54

投資その他の資産   

投資有価証券 4,538 4,409

関係会社株式 444 957

関係会社長期貸付金 131 131

長期前払費用 38 27

繰延税金資産 332 227

その他 98 93

投資その他の資産合計 5,583 5,846

固定資産合計 9,085 9,092

資産合計 24,718 25,359

負債の部   

流動負債   

支払手形 1,800 2,356

買掛金 2,471 2,290

短期借入金 2,434 2,484

リース債務 25 25

未払金 200 229

未払消費税等 － 57

未払費用 138 142

未払法人税等 24 22

前受金 40 50

預り金 14 11

設備関係支払手形 67 50

賞与引当金 245 220

災害損失引当金 8 －

流動負債合計 7,472 7,941

固定負債   

リース債務 57 31

退職給付引当金 1,205 1,444

役員退職慰労引当金 271 296

環境対策引当金 30 30

長期預り金 321 321

固定負債合計 1,886 2,123

負債合計 9,358 10,065
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当事業年度 
(平成24年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,940 3,940

資本剰余金   

資本準備金 4,155 4,155

資本剰余金合計 4,155 4,155

利益剰余金   

利益準備金 860 860

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金 176 187

別途積立金 5,050 5,050

繰越利益剰余金 1,140 1,070

利益剰余金合計 7,227 7,168

自己株式 △599 △599

株主資本合計 14,724 14,664

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 633 629

繰延ヘッジ損益 2 0

評価・換算差額等合計 635 629

純資産合計 15,359 15,293

負債純資産合計 24,718 25,359
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（２）損益計算書 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高 21,105 20,819

売上原価 18,485 18,544

売上総利益 2,620 2,275

販売費及び一般管理費 2,015 2,071

営業利益 604 204

営業外収益   

受取利息 7 4

受取配当金 91 104

仕入割引 0 0

雑収入 71 47

営業外収益合計 170 155

営業外費用   

支払利息 23 22

売上割引 2 2

退職給付会計基準変更時差異の処理額 133 133

雑支出 26 14

営業外費用合計 186 172

経常利益 589 186

特別利益   

固定資産売却益 0 －

投資有価証券売却益 45 130

特別利益合計 46 130

特別損失   

固定資産除却損 25 5

投資有価証券評価損 77 2

環境対策引当金繰入額 10 －

災害による損失 13 －

特別損失合計 125 8

税引前当期純利益 509 308

法人税、住民税及び事業税 17 19

法人税等調整額 181 179

法人税等合計 198 198

当期純利益 310 110
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（３）株主資本等変動計算書 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(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 3,940 3,940

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,940 3,940

資本剰余金   

資本準備金   

当期首残高 4,155 4,155

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 4,155 4,155

資本剰余金合計   

当期首残高 4,155 4,155

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 4,155 4,155

利益剰余金   

利益準備金   

当期首残高 860 860

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 860 860

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金   

当期首残高 180 176

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 △4 △4

実効税率変更に伴う積立金の増加 － 15

当期変動額合計 △4 10

当期末残高 176 187

別途積立金   

当期首残高 5,750 5,050

当期変動額   

別途積立金の取崩 △700 －

当期変動額合計 △700 －

当期末残高 5,050 5,050

新家工業㈱（7305） 平成24年3月期 決算短信

－ 26 －



(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

繰越利益剰余金   

当期首残高 212 1,140

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 4 4

実効税率変更に伴う積立金の増加 － △15

別途積立金の取崩 700 －

剰余金の配当 △87 △169

当期純利益 310 110

当期変動額合計 928 △70

当期末残高 1,140 1,070

利益剰余金合計   

当期首残高 7,003 7,227

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 － －

実効税率変更に伴う積立金の増加 － －

別途積立金の取崩 － －

剰余金の配当 △87 △169

当期純利益 310 110

当期変動額合計 223 △59

当期末残高 7,227 7,168

自己株式   

当期首残高 △399 △599

当期変動額   

自己株式の取得 △200 △0

当期変動額合計 △200 △0

当期末残高 △599 △599

株主資本合計   

当期首残高 14,700 14,724

当期変動額   

剰余金の配当 △87 △169

当期純利益 310 110

自己株式の取得 △200 △0

当期変動額合計 23 △59

当期末残高 14,724 14,664

新家工業㈱（7305） 平成24年3月期 決算短信

－ 27 －



(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 901 633

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △268 △3

当期変動額合計 △268 △3

当期末残高 633 629

繰延ヘッジ損益   

当期首残高 － 2

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2 △1

当期変動額合計 2 △1

当期末残高 2 0

評価・換算差額等合計   

当期首残高 901 635

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △266 △5

当期変動額合計 △266 △5

当期末残高 635 629

純資産合計   

当期首残高 15,602 15,359

当期変動額   

剰余金の配当 △87 △169

当期純利益 310 110

自己株式の取得 △200 △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △266 △5

当期変動額合計 △242 △65

当期末残高 15,359 15,293
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 該当事項はありません。 

  

 

 
  

 

 

 
  

 

 

 

 

 
  

 

 

 
  

※なお、取締役退任後、鹿子嶋 武、小坂 明彦の両名は相談役に、新家 信幸は 高顧問に就任予定で 

あります。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

６．その他

役員の異動（平成24年6月27日付予定）

① 代表者の異動

さわ たもつ

代表取締役社長 澤 保 （現 常務取締役 製造本部長 兼 関西工場長）

さか ぐち つとむ

代表取締役専務 阪 口 勉 （現 常務取締役 経理部長）

やま だ ひろ みつ

取締役相談役 山 田 弘 光 （現 代表取締役社長）

② その他の役員の異動

1. 昇任予定取締役

さ く ま ひろし

常務取締役 佐 久 間 博 （現 取締役 アラヤ特殊金属㈱常務取締役）

き ど ぐち しげる

常務取締役 木 戸 口 茂 （現 取締役 千葉工場長）

たけ むら よし お

常務取締役 竹 村 善 夫 （現 取締役 営業本部長 兼 関西営業部長）

2. 新任取締役候補

いち ざわ しゅん さく

取 締 役 一 澤 俊 作 （現 総務部 部長）

いの うえ とも じ

取 締 役 井 上 智 司 （現 資材部長）

かみ むら けい いち

取 締 役 上 村 恵 一 （現 経理部 部長）

なか つじ よう いち

取 締 役 中 辻 洋 一 （現 生産技術部長）

あら や まさ ひこ

取 締 役 新 家 正 彦 （現 関西工場 製造部次長）

3. 退任予定取締役

か ご しま たけし

専務取締役 鹿 子 嶋 武 （現 代表取締役 管理本部長 兼 総務部長）

こ さか あき ひこ

専務取締役 小 坂 明 彦 （現 事業統括 兼 技術本部長）

あら や のぶ ゆき

取締役相談役 新 家 信 幸
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