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(百万円未満切捨て)

１．平成25年３月期第２四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24年９月30日）

（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 ％

25年３月期第２四半期 13,477 5.5 973 △10.1 1,014 △8.9 604 △5.0
24年３月期第２四半期 12,776 1.8 1,083 21.3 1,114 26.5 636 29.7

(注) 包括利益 25年３月期第２四半期 565百万円( △7.5％) 24年３月期第２四半期 611百万円( 29.4％)

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

25年３月期第２四半期 38.35 ―
24年３月期第２四半期 40.38 ―

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

25年３月期第２四半期 21,419 9,212 43.0
24年３月期 22,764 8,789 38.6

(参考) 自己資本 25年３月期第２四半期 9,212百万円 24年３月期 8,789百万円

２．配当の状況

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

24年３月期 ― 0.00 ― 9.00 9.00

25年３月期 ― 0.00

25年３月期(予想) ― ― ―

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 有

平成25年３月期の配当金額は未定であります。

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）

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

通期 26,500 △6.5 1,450 △22.8 1,480 △22.8 890 △7.9 56.46

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



  

 

 

     

     

     

     

 

 
 

 
  

※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 ―社（社名） 、除外 ―社（社名）

（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

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

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 25年３月期２Ｑ 15,786,910株 24年３月期 15,786,910株

② 期末自己株式数 25年３月期２Ｑ 22,898株 24年３月期 22,828株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期２Ｑ 15,764,024株 24年３月期２Ｑ 15,765,066株

※ 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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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、添付資料３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。
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当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、震災復興需要やエコカー補助金の効果もあり、期間

前半の景気は回復の兆しを見せたものの、その後は海外における欧州経済の低迷や中国をはじめとした新

興国経済の減速、長期化する円高の影響等により景気の減速が懸念される状況となってきました。 

 このような状況のなか、当社グループにおきましては、自動車部品部門は国内のエコカー補助金の復活

による堅調な国内需要と北米やアジア向けの低燃費車、コンパクトカー、多目的車の販売好調に支えられ

堅調に推移しました。一方、建設機械部品部門では、震災の復興需要が国内販売台数を底上げしたもの

の、需要が小型機にシフトしたことにより売上げは伸び悩みました。また、海外では中国市場の低迷、ア

ジア・豪州などの資源国の需要減退や部品の海外調達化拡大の影響等により、売上げは大幅に落ち込みま

した。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は134億７千７百万円（前年同四半期比5.5%増）となり

ました。部門別では、自動車部品は93億２千９百万円（前年同四半期比21.7%増）、建設機械部品は34億

９千５百万円（前年同四半期比20.2%減）、農業機械部品は３億８千９百万円（前年同四半期比0.3%

減）、その他部品は２億６千４百万円（前年同四半期比22.7%減）となりました。 

 損益面におきましては、営業利益は９億７千３百万円（前年同四半期比10.1％減）、経常利益は10億１

千４百万円（前年同四半期比8.9％減）、四半期純利益は６億４百万円（前年同四半期比5.0％減）となり

ました。 

  

当第２四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13億４千５

百万円減少し、214億１千９百万円となりました。 

 資産の部では、流動資産は現金及び預金が４億３千万円増加、受取手形及び売掛金が12億９千３百万円

減少、売掛債権回収方法の変更により電子記録債権が34億２千７百万円増加、未収入金が34億６千２百万

円減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ８億７千３百万円減少し、126億４千５百万円とな

り、また固定資産は有形固定資産が４億円減少したこと等により前連結会計年度末に比べ４億７千１百万

円減少し、87億７千４百万円となりました。 

 負債の部では、流動負債は、支払手形及び買掛金が14億７千６百万円減少したこと等により、前連結会

計年度末に比べ17億３千６百万円減少し、117億９百万円となり、固定負債は、その他に含まれている繰

延税金負債が２千１百万円減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ３千２百万円減少し、４億９

千７百万円となりました。 

 純資産は、四半期純利益６億４百万円計上による増加、剰余金の配当による１億４千１百万円の減少等

により、前連結会計年度末に比べ４億２千３百万円増加し、92億１千２百万円となりました。 

  

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

-2-

㈱メタルアート（5644）平成25年３月期　第２四半期決算短信



  
（キャッシュ・フローの状況の分析）  

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年

度末に比べ４億３千万円増加し、９億５百万円となりました。 

  

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動による資金の増加は８億５千８百万円（前年同四半期は３億５千４百万円の増加）となりまし

た。この主な要因は、増加要因として税金等調整前四半期純利益10億１千２百万円、減価償却費６億７千

４百万円、未収入金の減少34億６千２百万円、減少要因として売上債権の増加21億３千３百万円、仕入債

務の減少14億７千６百万円、法人税等の支払額５億６千４百万円等によるものであります。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動による資金の減少は２億８千万円（前年同四半期は３億１千５百万円の減少）となりました。

これは、主に有形固定資産の取得による支出２億７千５百万円によるものであります。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動による資金の減少は１億４千７百万円（前年同四半期は４億７百万円の減少）となりました。

この主な要因は、配当金の支払１億４千１百万円によるものであります。 

  

平成25年３月期の連結業績予想につきましては、平成24年５月11日に公表いたしました数値に変更はご

ざいません。エコカー補助金の終了による国内自動車需要の減少や建設機械においては中国をはじめとす

る海外市場の低迷等により当社の収益も厳しくなることが予想されます。こうした厳しい状況のなか、当

社は公表いたしました数値の達成に向けて、グループを挙げての収益改善に取組んでまいります。 

 なお、実際の業績は、今後の様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 

  

（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 

税金費用については、当第２四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し

ています。 

  

  

  該当事項はありません。  

２．サマリー情報(注記事項)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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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 474,673 905,206

受取手形及び売掛金 5,606,879 4,313,291

電子記録債権 133,676 3,560,703

製品 331,156 317,264

仕掛品 1,029,271 1,037,027

原材料及び貯蔵品 1,134,826 1,149,418

未収入金 4,598,305 1,135,991

その他 209,824 226,388

流動資産合計 13,518,614 12,645,293

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,462,751 2,393,462

機械装置及び運搬具（純額） 3,838,833 3,504,776

その他（純額） 2,422,285 2,425,035

有形固定資産合計 8,723,870 8,323,274

無形固定資産 69,120 59,028

投資その他の資産   

投資有価証券 290,524 231,403

その他 168,463 166,545

貸倒引当金 △5,880 △5,880

投資その他の資産合計 453,108 392,068

固定資産合計 9,246,098 8,774,371

資産合計 22,764,713 21,419,665

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 8,037,804 6,561,484

短期借入金 3,600,000 3,600,000

未払法人税等 573,953 415,246

賞与引当金 294,457 295,899

役員賞与引当金 11,000 8,500

その他 928,751 828,791

流動負債合計 13,445,966 11,709,922

固定負債   

退職給付引当金 244,896 240,230

役員退職慰労引当金 73,500 72,930

資産除去債務 47,263 47,341

その他 164,051 136,574

固定負債合計 529,711 497,077

負債合計 13,975,678 12,206,999
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

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 4,917,335 5,380,083

自己株式 △6,949 △6,976

株主資本合計 8,694,936 9,157,657

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 94,099 55,009

その他の包括利益累計額合計 94,099 55,009

純資産合計 8,789,035 9,212,666

負債純資産合計 22,764,713 21,419,665
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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２四半期連結累計期間 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 12,776,068 13,477,914

売上原価 11,056,910 11,869,367

売上総利益 1,719,158 1,608,546

販売費及び一般管理費 635,910 634,590

営業利益 1,083,248 973,956

営業外収益   

受取利息 170 130

受取配当金 3,323 3,360

受取ロイヤリティー 7,285 9,750

物品売却益 11,620 7,664

助成金収入 19,963 －

受取保険金 － 16,529

その他 11,746 15,897

営業外収益合計 54,108 53,331

営業外費用   

支払利息 12,772 8,907

その他 10,433 3,580

営業外費用合計 23,205 12,487

経常利益 1,114,151 1,014,800

特別損失   

固定資産処分損 1,518 2,338

特別損失合計 1,518 2,338

税金等調整前四半期純利益 1,112,632 1,012,462

法人税等 476,019 407,837

少数株主損益調整前四半期純利益 636,613 604,625

四半期純利益 636,613 604,625
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 四半期連結包括利益計算書 
 第２四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 636,613 604,625

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △24,938 △39,090

その他の包括利益合計 △24,938 △39,090

四半期包括利益 611,674 565,534

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 611,674 565,534

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 1,112,632 1,012,462

減価償却費 666,416 674,385

賞与引当金の増減額（△は減少） 18,073 1,442

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △8,000 △2,500

退職給付引当金の増減額（△は減少） 43,655 △4,665

受取利息及び受取配当金 △3,493 △3,491

支払利息 12,772 8,907

有形固定資産除却損 4,876 2,345

売上債権の増減額（△は増加） △769,426 △2,133,439

未収入金の増減額（△は増加） 245,866 3,462,313

たな卸資産の増減額（△は増加） △392,722 △8,455

仕入債務の増減額（△は減少） △103,204 △1,476,320

その他 △26,971 △104,162

小計 800,475 1,428,822

利息及び配当金の受取額 3,493 3,491

利息の支払額 △12,648 △9,020

法人税等の支払額 △436,608 △564,433

営業活動によるキャッシュ・フロー 354,711 858,859

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 △1,273 △1,390

有形固定資産の取得による支出 △313,794 △275,071

その他 － △4,285

投資活動によるキャッシュ・フロー △315,068 △280,747

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の返済による支出 △140,000 －

長期借入金の返済による支出 △166,400 －

リース債務の返済による支出 △6,673 △6,484

自己株式の取得による支出 △191 △27

配当金の支払額 △93,753 △141,066

財務活動によるキャッシュ・フロー △407,018 △147,578

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △367,374 430,533

現金及び現金同等物の期首残高 2,440,167 474,673

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,072,793 905,206
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当第２四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年９月30日） 
  
 該当事項はありません。 

  

  
Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年９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２四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年９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２四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年９月30日） 
  
 該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（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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