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1.  平成25年3月期の連結業績（平成24年4月1日～平成25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 ％

25年3月期 48,124 △9.1 606 △25.1 495 △29.5 298 20.0
24年3月期 52,937 14.1 809 △59.9 702 △59.9 248 △62.9

（注）包括利益 25年3月期 435百万円 （81.4％） 24年3月期 240百万円 （△61.7％）

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 ％ ％ ％

25年3月期 6.66 ― 1.5 1.1 1.3
24年3月期 5.55 ― 1.3 1.5 1.5

（参考） 持分法投資損益 25年3月期  43百万円 24年3月期  39百万円

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

25年3月期 42,201 19,964 47.3 445.30
24年3月期 46,995 19,619 41.7 437.56

（参考） 自己資本   25年3月期  19,964百万円 24年3月期  19,619百万円

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

25年3月期 5,062 △2,296 △3,435 3,725
24年3月期 4,911 △425 △2,770 4,396

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 ％ ％

24年3月期 ― 0.00 ― 2.00 2.00 89 36.0 0.5
25年3月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00 134 45.0 0.7
26年3月期(予想) ― ― ― ― ― ―

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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）

 
 
(注1)当社は、平成25年６月27日開催予定の定時株主総会における承認を前提に、平成25年10月１日を期日として、テーデーエフ株式会社、自動車部品工業株
式会社との共同持株会社設立による経営統合を予定しております。 
上記平成26年３月期の連結業績予想につきましては、現在の当社組織を前提に算出しております。また、平成26年３月期の配当予想につきましては 、共同持
株会社への配当となるため未定となっております。経営統合に基づく新会社の連結業績予想および配当予想については改めて発表する予定であります。 
 
(注2)上記平成26年３月期の連結業績予想につきましては、PT.ASIAN ISUZU CASTING CENTERの子会社化による影響を加味しており ます。 

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) 26,200 7.6 600 78.2 500 83.3 1,350 717.9 30.11
通期 53,600 11.4 1,450 139.1 1,150 132.1 1,750 485.7 54.95



※  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  ： 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  ： 有
④ 修正再表示  ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期 45,000,000 株 24年3月期 45,000,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期 166,077 株 24年3月期 162,521 株
③ 期中平均株式数 25年3月期 44,836,388 株 24年3月期 44,838,442 株

（参考）個別業績の概要 

平成25年3月期の個別業績（平成24年4月1日～平成25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 ％

25年3月期 48,076 △9.0 491 △26.5 394 △31.7 234 43.4
24年3月期 52,850 14.1 668 △65.2 577 △65.0 163 △72.8

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
円 銭 円 銭

25年3月期 5.23 ―
24年3月期 3.64 ―

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

25年3月期 41,732 19,893 47.7 442.40
24年3月期 46,669 19,707 42.2 438.23

（参考） 自己資本 25年3月期  19,893百万円 24年3月期  19,707百万円

※ 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。 
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当連結会計年度におけるわが国経済は、復興による需要等を背景に緩やかに回復しつつありましたも

のの、世界経済の減速により足踏み状態で推移いたしました。しかしながら、昨年末以降、新政権の緊

急経済対策による景気回復への期待感から円高・株安が解消されつつあり、景気は持ち直しの動きが見

られ始めました。 

 また、海外経済は、米国経済では雇用情勢の改善、中国経済ではインフラ投資の増加の動きがみられ

ているものの、依然として欧州経済の債務問題について不透明感があり、本格的な回復に至らないまま

推移いたしました。 

このような経済情勢の下、当社グループの得意先であるトラック業界におきましては、国内では復興

による需要やエコカー減税・補助金政策等により堅調に推移し、海外でもアジアをはじめとする新興

国・資源国市場を中心に堅調に推移いたしました。 

 また、建設機械業界におきましては、国内では復興による需要を背景に底堅く推移するものの、海外

では新興国市場及び中国市場の需要鈍化による減少により、全体として需要は減少傾向で推移いたしま

した。 

 こうした環境の中、当社グループは、受変電設備などの重要設備の管理体制を強化するとともに、情

報セキュリティーシステムの構築、建物の耐震性・強度を把握するための耐震診断および災害時におけ

る従業員の安否確認システム導入などのリスク回避活動も実施してまいりました。 

また、商用車および建機車両の新規受注ならびに需要動向に合わせ、生産能力増強、稼動率向上、加

工生産設備の更新など将来に向けての設備投資を実施してまいりました。 

 一方、研究開発面では、当事業年度も日本鋳造工学会および日本鋳造協会において、高機能・高品

質・低コスト材料の開発を目的とした研究の多岐にわたる成果を発表し高い評価を頂くとともに、平成

24年５月の日本鋳造工学会全国講演大会において、栄えある技術賞ならびに功労賞を受賞しました。 

 また、耐久性に優れた材料の開発と３Ｄ設計システム、ラピッドプロト装置および各種解析システム

を活用することで、これまでより強く、軽く、そして精度の高い製品を短期間で設計・開発できるよう

になり、お客様の軽量化ニーズにタイムリーに応えられる製品開発を進めてまいりました。 

 そのような中、アセアン地域におけるピックアップトラックおよびトラックの需要の伸びに対応する

ため、当社のインドネシアの持分法適用関連会社であるPT.ASIAN ISUZU CASTING CENTER の生産能力増

強を開始するとともに、平成25年2月12日開催の取締役会において同社を連結子会社化することを決議

し、現地における事業拡大をはかってまいりました。 

この結果、当連結会計年度の売上高は481億24百万円（前連結会計年度529億37百万円の9.1％減）と

なりました。  

損益面におきましては、営業利益は６億６百万円（前連結会計年度８億９百万円の25.1％減）、経常

利益は４億95百万円（前連結会計年度７億２百万円の29.5％減）となりました。これに税金費用を控除

した結果、当期純利益は２億98百万円（前連結会計年度２億48百万円の20.0％増）となりました。  

  

１．経営成績

（１）経営成績に関する分析
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①資産、負債及び純資産の状況 

(a)資産 

 流動資産は、前連結会計年度末に比べ22.8％減少し、132億45百万円となりました。これは主として、現

金及び預金が６億70百万円、受取手形及び売掛金が 30億10百万円それぞれ減少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て2.9％減少し、289億55百万円となりました。これは主として、有

形固定資産が 10億49百万円減少し、無形固定資産が 12百万円増加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10.2％減少し、422億１百万円となりました。 

(b)負債 

 流動負債は、前連結会計年度末に比べて16.9％減少し、148億58百万円となりました。これは主として、

支払手形及び買掛金が14億49百万円、未払費用が３億97百万円、短期借入金が11億33百万円それぞれ減少

し、設備関係支払手形及び設備関係未払金が15百万円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 22.4％減少し、73億78百万円となりました。これは主として、

長期借入金が21億32百万円減少したことなどによります。 

 この結果、負債合計は前連結会計年度末に比べて18.8％減少し、222億37百万円となりました。 

(c)純資産 

 純資産合計は、前連結会計年度末に比べて1.8％増加し、199億64百万円となりました。これは主として、

利益剰余金が２億８百万円増加したことなどによります。 

  

    ②キャッシュ・フローの状況 

 当連結会計年度における連結ベースの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

に比べて６億70百万円減少し、37億25百万円となりました。 

 各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因についての概要は次のとおりであります。 

(a)営業活動によるキャッシュ・フロー 

 営業活動の結果得られた資金は50億62百万円となり、前連結会計年度49億11百万円の得られた資金に比べ

１億50百万円増加しました。これは主に、税金等調整前当期純利益１億16百万円、売上債権の減少額54億92

百万円などの資金増加要因と仕入債務の減少額49億76百万円などの資金減少要因を反映したものでありま

す。 

(b)投資活動によるキャッシュ・フロー 

 投資活動の結果使用した資金は22億96百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出

22億56百万円、無形固定資産の取得による支出65百万円などを反映したものであります。 

(c)財務活動によるキャッシュ・フロー 

 財務活動の結果減少した資金は34億35百万円となりました。これは主に、長期借入れによる収入15億円と

長期借入金の返済による支出47億57百万円などを反映したものであります。 

  

（２）財政状態に関する分析
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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 

債務償却年数：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 

1. 各指標は、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。 

2. 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数により計算しております。 

3. 営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動キャッシュ・フローを使用しております。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全ての負債を対象としております。また、利払いについて

は、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

4. 債務償却年数およびインタレスト・カバレッジ・レシオについては、営業キャッシュ・フローがマイナスとなった期につきま

しては、記載しておりません。 

  

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 平成25年３月期

自己資本比率（％） 42.7 37.2 42.6 41.7 47.3

時価ベースの自己資本比率
（％）

16.9 11.6 19.5 17.3 17.8

債務償却年数（年） ― 8.4 2.6 2.4 1.7

インタレスト・カバレッジ・
レシオ（倍）

― 8.2 18.4 22.0 35.1
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当社は、株主の皆様へ安定した配当を継続的に行うことを重要な経営課題の一つとして考えており、

株主にとっての投資価値、当社の財務体質に及ぼす影響、利益の状況、配当性向、今後の事業展開に備

えるための内部留保の充実などを総合的に判断して適切な利益配分を行うことを基本方針としておりま

す。 

当期の配当につきましては、期末配当３円として株主総会に上程させていただくこととしました。 

また、次期の配当につきましては、当社はテーデーエフ株式会社及び自動車部品工業株式会社との共

同持株会社設立による経営統合を予定しており、共同持株会社への配当となるため未定となっておりま

す。 

  

平成25年３月29日、当社、テーデーエフ株式会社（以下「テーデーエフ」といいます。）及び自動車

部品工業株式会社（以下「自動車部品工業」といい、当社及びテーデーエフとあわせて、「３社」と総

称します。）は、共同株式移転（以下「本件株式移転」といいます。）の方法により共同持株会社を設

立し、経営統合することで基本合意に至りましたが、本件株式移転は、３社による 終的な合意及び各

社の株主総会による承認を前提にしており、本件株式移転に係る手続は本決算短信公表日現在において

終了してないため、今後予定通りに進まない可能性があります。本件株式移転は、国内外の規制当局の

審査、承認等に服しており、規制当局の判断によっては本件株式移転が予定通りに進行せず、その場合

には、当社の業績に重大な影響を及ぼすおそれがあります。 

 また、３社は、共同持株会社を東京証券取引所市場第二部に新規上場することを予定していますが、

東京証券取引所の承認を前提にしているため、新規上場が実現できない可能性があり、その場合には、

当初期待した経営統合よる効果を経営統合後に十分に発揮できず、当社の業績に重大な影響を及ぼすお

それがあります。 

 さらに、３社が有するリソースの 適かつ効果的な連携が実現できない場合や経営統合に伴う管理・

統制機能の整備等により想定外のコストが発生した場合等には、当初期待した経営統合よる効果を経営

統合後に十分に発揮できない可能性があり、結果として、当社の業績に重大な影響を及ぼすおそれがあ

ります。 

  

 該当事項はありません。 

  

  近の有価証券報告書（平成24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おります。  

  

  

  

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

（４）事業等のリスク

（５）継続企業の前提に関する重要事象等

２．企業集団の状況
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当社グループの「企業理念」は以下の通りであります。 

1.私達は、先進的・独創的な技術に挑戦し、ニーズを先取りした商品を実現します。 

2.私達は、人と環境を大切にし、社会的責任を果たす企業経営を目指します。 

3.私達は、企業価値を高めて、豊かな社会創りに貢献します。 

 当社グループは、この企業理念に基づき事業の発展・向上に取組んでおります。 

  

当社グループは、開発・技術・製造力の更なる強化や人材育成・組織力強化に基づく企業価値の向上

に努め、素材から加工まで一貫生産の強みを活かし、鉄鋳物部品業界におけるリーディングカンパニー

を確立、お客様や家族、社会の人々に自信を持って見せられる企業を目指してまいります。 

 この目標を達成するため、環境変化とニーズを的確に捉え、重点課題を具象化した上で、全社一丸と

なってこれを強力に推進してまいります。 

  

今後の見通しといたしましては、円安を背景とする輸出の増加や公共投資の増勢などにより、回復に

向けた動きが続くと見られるものの、欧州債務問題など海外経済を巡る不確実性や為替市場の動向な

ど、先行きは油断を許さない状況が続くと思われます。 

当社グループはこのような状況を踏まえ、生産コスト低減活動に取り組むとともに、引き続きＴＰＭ

活動を推進し、生産効率の向上・合理化および人材育成を図ってまいります。 

さらに、平成25年３月29日、当社、テーデーエフ株式会社及び自動車部品工業株式会社（以下「３

社」と総称します。）は、それぞれの持つ経営資源及び技術力を集中し相互補完することで３社の強み

を統合するとともに、迅速な海外展開を実現し、現地での一貫生産によるコスト競争力向上を通じ、顧

客ニーズに応えることで継続的に事業を発展させていくことを目的として、共同株式移転の方法により

共同持株会社を設立し、経営統合することで基本合意に至りました。 

 ３社は、かかる共同持株会社の経営・事業戦略の下で、それぞれ長年培ってきた企業文化や経営理念

を尊重し、３社の国内事業の枠組みを基本的には維持しつつ、海外での事業展開等の迅速さと一定の規

模が求められる分野における協業効果を十分に発揮できる体制を目指しております。 

また、３社は、この経営統合により、ASEAN地域を中心とした海外事業の迅速な展開と事業拡大、国

内事業の役割の進化・発展、新製品・新技術や低コスト製品の提案を通じた顧客基盤の拡大・安定化と

いった課題に取り組んでいく方針です。 

詳細につきましては、平成25年３月29日公表の「株式会社アイメタルテクノロジー、テーデーエフ株

式会社及び自動車部品工業株式会社の共同持株会社設立（共同株式移転）による経営統合に関する基本

合意書の締結について」をご参照下さい。 

  

該当事項はありません。  

３．経営方針

（１）会社の経営の基本方針

（２） 中長期的な会社の経営戦略

（３） 会社の対処すべき課題

（４）その他、会社の経営上重要な事項
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４．連結財務諸表 
（１）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) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,396,443 3,725,470

受取手形及び売掛金 8,727,675 5,717,309

製品 1,202,207 1,116,123

仕掛品 428,284 360,706

原材料及び貯蔵品 1,347,434 1,444,130

前払費用 44,001 61,241

未収入金 319,851 297,540

繰延税金資産 411,371 412,587

その他 286,874 112,148

貸倒引当金 △2,170 △1,432

流動資産合計 17,161,973 13,245,828

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 25,134,539 25,233,616

減価償却累計額 △13,807,516 △14,546,211

建物及び構築物（純額） 11,327,022 10,687,404

機械装置及び運搬具 59,415,120 60,804,009

減価償却累計額 △49,296,997 △51,064,436

機械装置及び運搬具（純額） 10,118,123 9,739,573

土地 5,799,502 5,799,502

建設仮勘定 133,714 205,507

その他 5,951,785 6,142,401

減価償却累計額 △5,220,713 △5,514,384

その他（純額） 731,072 628,017

有形固定資産合計 28,109,435 27,060,005

無形固定資産 214,959 227,679

投資その他の資産   

投資有価証券 1,244,885 1,406,401

繰延税金資産 47,871 36,193

その他 219,380 228,302

貸倒引当金 △2,600 △2,600

投資その他の資産合計 1,509,537 1,668,297

固定資産合計 29,833,931 28,955,983

資産合計 46,995,904 42,201,811
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 9,147,128 7,697,335

短期借入金 4,898,000 3,765,000

未払費用 2,449,138 2,051,696

未払法人税等 44,872 66,283

未払消費税等 144,253 107,672

設備関係支払手形 96,702 155,850

設備関係未払金 908,659 864,690

その他 182,689 149,985

流動負債合計 17,871,445 14,858,515

固定負債   

長期借入金 6,807,000 4,675,000

繰延税金負債 564,732 711,907

再評価に係る繰延税金負債 1,009,880 1,009,738

退職給付引当金 436,327 298,176

環境対策引当金 474,506 474,506

その他 212,891 209,609

固定負債合計 9,505,337 7,378,937

負債合計 27,376,783 22,237,453

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 7,335,450 7,544,293

自己株式 △19,137 △19,669

株主資本合計 18,306,865 18,515,176

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 52,352 108,710

繰延ヘッジ損益 △8,843 －

土地再評価差額金 1,544,554 1,544,697

為替換算調整勘定 △275,807 △204,226

その他の包括利益累計額合計 1,312,255 1,449,181

純資産合計 19,619,121 19,964,358

負債純資産合計 46,995,904 42,201,811
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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：千円)

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

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

売上高 52,937,255 48,124,299

売上原価 48,356,627 44,011,704

売上総利益 4,580,628 4,112,595

販売費及び一般管理費 3,770,678 3,506,140

営業利益 809,949 606,454

営業外収益   

受取利息 567 511

受取配当金 7,792 7,641

固定資産賃貸料 61,042 54,677

持分法による投資利益 39,911 43,718

受取ロイヤリティー 21,819 25,013

助成金収入 40,481 －

その他 69,422 56,340

営業外収益合計 241,038 187,903

営業外費用   

支払利息 216,179 130,970

賃貸費用 64,196 67,171

シンジケートローン手数料 29,153 41,204

売上債権売却損 26,580 31,138

その他 12,179 28,379

営業外費用合計 348,289 298,864

経常利益 702,698 495,493

特別利益   

固定資産売却益 － 1,691

特別利益合計 － 1,691

特別損失   

固定資産除売却損 39,311 19,216

災害による損失 122,690 －

退職給付制度改定損 179,412 －

特別損失合計 341,414 19,216

税金等調整前当期純利益 361,283 477,967

法人税、住民税及び事業税 16,522 35,139

法人税等調整額 95,764 144,044

法人税等合計 112,287 179,183

少数株主損益調整前当期純利益 248,996 298,783

当期純利益 248,996 298,783
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 連結包括利益計算書 

(単位：千円)

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

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 248,996 298,783

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 17,293 32,484

繰延ヘッジ損益 22,474 8,843

為替換算調整勘定 △48,662 71,581

持分法適用会社に対する持分相当額 － 23,873

その他の包括利益合計 △8,893 136,782

包括利益 240,102 435,566

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 240,102 435,566
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（３）連結株主資本等変動計算書 

(単位：千円)

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

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 1,480,000 1,480,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,480,000 1,480,000

資本剰余金   

当期首残高 9,510,553 9,510,553

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 9,510,553 9,510,553

利益剰余金   

当期首残高 6,780,826 7,335,450

当期変動額   

剰余金の配当 △134,915 △89,940

土地再評価差額金の取崩 440,542 －

当期純利益 248,996 298,783

当期変動額合計 554,623 208,843

当期末残高 7,335,450 7,544,293

自己株式   

当期首残高 △18,730 △19,137

当期変動額   

自己株式の取得 △406 △532

当期変動額合計 △406 △532

当期末残高 △19,137 △19,669

株主資本合計   

当期首残高 17,752,648 18,306,865

当期変動額   

剰余金の配当 △134,915 △89,940

土地再評価差額金の取崩 440,542 －

自己株式の取得 △406 △532

当期純利益 248,996 298,783

当期変動額合計 554,217 208,310

当期末残高 18,306,865 18,515,176
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(単位：千円)

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

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25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 35,058 52,352

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 17,293 56,358

当期変動額合計 17,293 56,358

当期末残高 52,352 108,710

繰延ヘッジ損益   

当期首残高 △31,317 △8,843

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 22,474 8,843

当期変動額合計 22,474 8,843

当期末残高 △8,843 －

土地再評価差額金   

当期首残高 1,840,722 1,544,554

当期変動額   

土地再評価差額金の取崩 △440,542 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 144,374 142

当期変動額合計 △296,168 142

当期末残高 1,544,554 1,544,697

為替換算調整勘定   

当期首残高 △227,145 △275,807

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △48,662 71,581

当期変動額合計 △48,662 71,581

当期末残高 △275,807 △204,226

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 1,617,317 1,312,255

当期変動額   

土地再評価差額金の取崩 △440,542 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 135,480 136,925

当期変動額合計 △305,062 136,925

当期末残高 1,312,255 1,449,181
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(単位：千円)

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

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

純資産合計   

当期首残高 19,369,966 19,619,121

当期変動額   

剰余金の配当 △134,915 △89,940

土地再評価差額金の取崩 － －

自己株式の取得 △406 △532

当期純利益 248,996 298,783

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 135,480 136,925

当期変動額合計 249,155 345,236

当期末残高 19,619,121 19,964,358
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：千円)

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

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25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 361,283 477,967

減価償却費 3,299,812 3,198,655

貸倒引当金の増減額（△は減少） 82 △738

退職給付引当金の増減額（△は減少） △129,608 △138,151

退職給付制度改定損 179,412 －

環境対策引当金の増減額（△は減少） △1,355 －

受取利息及び受取配当金 △8,360 △8,152

支払利息 216,179 130,970

持分法による投資損益（△は益） △39,911 △43,718

災害損失引当金の増減額 （△は減少） △341,470 －

有形固定資産除売却損益（△は益） 39,311 17,525

売上債権の増減額（△は増加） △2,482,011 3,010,366

たな卸資産の増減額（△は増加） △379,931 56,022

その他の流動資産の増減額（△は増加） 161,376 171,956

仕入債務の増減額（△は減少） 3,526,902 △1,449,793

その他の流動負債の増減額（△は減少） 770,668 △191,618

その他 △61,850 △8,915

小計 5,110,529 5,222,374

利息及び配当金の受取額 8,600 8,392

利息の支払額 △223,697 △144,249

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 16,555 △23,811

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,911,988 5,062,706

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △1,091,582 △2,256,396

有形固定資産の売却による収入 892,720 1,691

無形固定資産の取得による支出 △216,179 △65,169

投資その他の資産の増減額（△は増加） △2 302

その他 △10,196 23,020

投資活動によるキャッシュ・フロー △425,241 △2,296,552

財務活動によるキャッシュ・フロー   
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(単位：千円)

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

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

短期借入金の純増減額（△は減少） 16,000 △8,000

長期借入れによる収入 3,000,000 1,500,000

長期借入金の返済による支出 △5,591,280 △4,757,000

リース債務の返済による支出 △60,122 △80,275

自己株式の取得による支出 △247 △372

配当金の支払額 △134,915 △89,940

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,770,565 △3,435,589

現金及び現金同等物に係る換算差額 △21 △1,538

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,716,159 △670,972

現金及び現金同等物の期首残高 2,680,284 4,396,443

現金及び現金同等物の期末残高 4,396,443 3,725,470
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該当事項はありません。 

  

1 連結の範囲に関する事項 

連結子会社 ・・・３社 

非連結子会社・・・２社 

（連結の範囲から除いた理由） 

非連結子会社は、いずれも小規模であり、合計の総資産、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）等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであ

ります。 

  

2 持分法の適用に関する事項 

持分法適用の関連会社数・・・２社 

  

3 連結子会社の事業年度等に関する事項 

連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。 

  

4  会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準および評価方法 

① 棚卸資産 

評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。 

a 製品、仕掛品・・・・・主として総平均法 

b 仕入製品・・・・・・・移動平均法 

c 原材料、貯蔵品・・・・主として総平均法 

  

(2) 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） 

        当社・・・・・定額法 

連結子会社 

 ㈱いすゞテクノサンド・・・定額法 

 東北三和金属㈱・・・・・・定率法 

 (ただし、工具は定額法) 

 ㈱三栄製作所・・・・・・・定率法 

ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物(建物付属設備は除く)については定額法を採用してお

ります。 

なお、耐用年数および残存価額については法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

② 無形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法 

なお、耐用年数については法人税法に規定する方法と同一の基準によっています。 

③ リース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零として算定する方法によっています。 

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、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
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(3) 重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

期末現在に有する債権の貸倒損失に備えるため、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勘案し、回収不能見込額を計上しております。 

② 退職給付引当金 

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および年金資産の見込額に

基づき、計上しております。 

過去勤務債務は、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以内の一定の年数(10年)

による定額法により費用処理しております。 

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以内の一定の年数

(10年)による定額法によりそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。 

③ 環境対策引当金 

「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」に基づく、ポリ塩化ビフェニ

ルの処理費用等の環境対策費用の支出に備えるため、その処理費用見込額を計上しております。  

  

なお、上記以外の項目は、 近の有価証券報告書（平成24年６月29日提出）における記載から重要な

変更がないため開示を省略しております。 

  

会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更 

 (減価償却方法の変更) 

一部の連結子会社は、法人税法の改正に伴い当連結会計年度より平成24年４月１日以後に取得した

有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。      

この変更による当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益に与える影響は

軽微であります。 

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

月１日  至 平成25年３月31日) 

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。 

（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

（８）連結財務諸表に関する注記事項

(セグメント情報等)

㈱アイメタルテクノロジー　（5605）　平成25年３月期　決算短信

―17―



 
  

共同株式移転による親会社の設立 

当社は、平成25年３月29日開催の定時取締役会の決議に基づき、平成25年６月27日開

催予定の定時株主総会における承認を前提に、平成25年10月１日（予定）を期日として、テー

デーエフ株式会社、自動車部品工業株式会社と共同株式移転の方法により共同持株会社（完全

親会社）を設立し経営統合を行うことについて、経営統合に関する基本合意書を締結いたしま

した。 

 詳細につきましては、平成25年３月29日公表の「株式会社アイメタルテクノロジー、テーデ

ーエフ株式会社及び自動車部品工業株式会社の共同持株会社設立（共同株式移転）による経営

統合に関する基本合意書の締結について」をご参照ください。               

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

１株当たり純資産額 437円56銭 １株当たり純資産額 445円30銭

１株当たり当期純利益 5円55銭 １株当たり当期純利益 6円66銭

 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、

潜在株式がないため記載しておりません。

 

算定上の基礎

１ １株当たり純資産額

連結貸借対照表の純資産の部の合
計額

19,619,121千円

普通株式の発行済株式数 45,000,000株

普通株式の自己株式数 162,521株

1株当たり純資産額の算定に用いら
れた普通株式数の数

44,837,479株

 
 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、

潜在株式がないため記載しておりません。

 

算定上の基礎

１ １株当たり純資産額

連結貸借対照表の純資産の部の合
計額

19,964,358千円

普通株式の発行済株式数 45,000,000株

普通株式の自己株式数 166,077株

1株当たり純資産額の算定に用いら
れた普通株式数の数

44,833,923株

 

 

２ １株当たり当期純利益

連結損益計算書上の当期純利益 248,996千円

普通株式に係る当期純利益 248,996千円

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳

  該当事項はありません。

普通株式の期中平均株式数 44,838,442株

 

２ １株当たり当期純利益

連結損益計算書上の当期純利益 298,783千円

普通株式に係る当期純利益 298,783千円

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳

  該当事項はありません。

普通株式の期中平均株式数 44,836,388株

(重要な後発事象)
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リース取引、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、企業結合等、資産除去債務、

賃貸等不動産、ストック・オプション等、税効果会計、関連当事者情報に関する注記事項につい

ては、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

  (開示の省略）
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

(単位：千円)

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当事業年度 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,172,343 3,466,085

受取手形 709,073 551,316

売掛金 7,998,266 5,147,322

製品 1,165,708 1,082,687

仕掛品 416,467 344,355

原材料及び貯蔵品 1,304,529 1,405,483

前払費用 43,593 60,339

未収入金 363,341 322,502

立替金 89,432 41,767

繰延税金資産 389,545 388,097

その他 195,516 95,767

貸倒引当金 △2,170 △1,432

流動資産合計 16,845,646 12,904,292

固定資産   

有形固定資産   

建物 20,917,258 20,992,059

減価償却累計額 △11,189,133 △11,816,655

建物（純額） 9,728,125 9,175,404

構築物 3,858,085 3,877,396

減価償却累計額 △2,381,971 △2,484,796

構築物（純額） 1,476,114 1,392,600

機械及び装置 57,375,537 58,805,286

減価償却累計額 △47,404,625 △49,205,332

機械及び装置（純額） 9,970,911 9,599,953

車両運搬具 371,343 356,778

減価償却累計額 △350,178 △340,624

車両運搬具（純額） 21,164 16,153

工具、器具及び備品 5,453,689 5,592,421

減価償却累計額 △4,971,367 △5,203,302

工具、器具及び備品（純額） 482,322 389,119

土地 5,730,729 5,730,729

リース資産 397,708 462,777

減価償却累計額 △157,360 △227,870

リース資産（純額） 240,348 234,906

建設仮勘定 133,714 205,507

有形固定資産合計 27,783,429 26,744,374

無形固定資産   

借地権 18,548 18,548

ソフトウエア 192,919 163,741

リース資産 1,140 43,138

施設利用権 224 124

その他 1,618 1,618

無形固定資産合計 214,450 227,170
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当事業年度 
(平成25年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 272,556 295,297

関係会社株式 1,337,560 1,337,560

出資金 123,480 141,339

長期前払費用 45,118 35,263

その他 47,562 47,169

投資その他の資産合計 1,826,277 1,856,629

固定資産合計 29,824,157 28,828,175

資産合計 46,669,804 41,732,467

負債の部   

流動負債   

支払手形 553,462 459,021

買掛金 8,564,754 7,217,312

1年内返済予定の長期借入金 4,757,000 3,632,000

リース債務 63,377 90,351

未払費用 2,342,877 1,948,481

未払法人税等 38,460 63,372

未払消費税等 133,001 97,736

預り金 1,520 19,533

設備関係支払手形 79,854 141,607

設備関係未払金 898,911 860,882

その他 116,355 27,037

流動負債合計 17,549,574 14,557,334

固定負債   

長期借入金 6,807,000 4,675,000

リース債務 195,470 206,509

長期未払金 17,420 3,100

繰延税金負債 564,442 711,618

再評価に係る繰延税金負債 1,009,880 1,009,738

退職給付引当金 414,478 271,500

環境対策引当金 404,000 404,000

固定負債合計 9,412,693 7,281,467

負債合計 26,962,267 21,838,802
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当事業年度 
(平成25年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,480,000 1,480,000

資本剰余金   

資本準備金 9,510,553 9,510,553

資本剰余金合計 9,510,553 9,510,553

利益剰余金   

利益準備金 329,863 329,863

その他利益剰余金   

配当準備金 96,000 96,000

固定資産圧縮積立金 1,821,666 1,682,190

別途積立金 1,450,000 1,450,000

繰越利益剰余金 3,439,156 3,723,664

利益剰余金合計 7,136,686 7,281,717

自己株式 △7,766 △8,139

株主資本合計 18,119,472 18,264,131

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 52,352 84,836

繰延ヘッジ損益 △8,843 －

土地再評価差額金 1,544,554 1,544,697

評価・換算差額等合計 1,588,063 1,629,533

純資産合計 19,707,536 19,893,665

負債純資産合計 46,669,804 41,732,467
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（２）損益計算書 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

売上高   

売上高 52,651,627 47,446,607

その他の売上高 198,988 630,055

売上高合計 52,850,616 48,076,662

売上原価   

製品売上原価   

製品期首たな卸高 1,018,099 1,211,472

当期製品製造原価 42,319,603 37,072,311

当期製品仕入高 6,222,248 6,654,565

合計 49,559,951 44,938,349

製品期末たな卸高 1,165,708 1,141,106

合計 48,394,243 43,797,242

その他の原価 191,735 488,799

売上原価合計 48,585,978 44,286,042

売上総利益 4,264,637 3,790,619

販売費及び一般管理費 3,595,712 3,299,099

営業利益 668,925 491,520

営業外収益   

受取利息 543 481

受取配当金 8,032 7,877

固定資産賃貸料 115,574 107,545

受取ロイヤリティー 21,819 25,013

助成金収入 39,041 －

その他 68,951 55,470

営業外収益合計 253,962 196,388

営業外費用   

支払利息 213,478 128,671

賃貸費用 64,196 67,171

シンジケートローン手数料 29,153 41,204

売上債権売却損 26,580 31,138

その他 11,933 25,321

営業外費用合計 345,341 293,507

経常利益 577,546 394,401

特別利益   

固定資産売却益 － 1,551

特別利益合計 － 1,551

特別損失   

固定資産除売却損 39,311 6,622

災害による損失 121,448 －

退職給付制度改定損 179,412 －

特別損失合計 340,172 6,622

税引前当期純利益 237,373 389,330

法人税、住民税及び事業税 △11,390 19,326

法人税等調整額 84,913 135,031

法人税等合計 73,523 154,358

当期純利益 163,849 234,972
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（３）株主資本等変動計算書 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 1,480,000 1,480,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,480,000 1,480,000

資本剰余金   

資本準備金   

当期首残高 9,510,553 9,510,553

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 9,510,553 9,510,553

資本剰余金合計   

当期首残高 9,510,553 9,510,553

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 9,510,553 9,510,553

利益剰余金   

利益準備金   

当期首残高 329,863 329,863

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 329,863 329,863

その他利益剰余金   

配当準備金   

当期首残高 96,000 96,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 96,000 96,000

固定資産圧縮積立金   

当期首残高 1,471,203 1,821,666

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の積立 428,489 78,026

固定資産圧縮積立金の取崩 △78,026 △217,502

当期変動額合計 350,463 △139,476

当期末残高 1,821,666 1,682,190

別途積立金   

当期首残高 1,450,000 1,450,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,450,000 1,450,000
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

繰越利益剰余金   

当期首残高 3,320,142 3,439,156

当期変動額   

剰余金の配当 △134,915 △89,940

固定資産圧縮積立金の積立 △428,489 △78,026

固定資産圧縮積立金の取崩 78,026 217,502

土地再評価差額金の取崩 440,542 －

当期純利益 163,849 234,972

当期変動額合計 119,013 284,508

当期末残高 3,439,156 3,723,664

利益剰余金合計   

当期首残高 6,667,208 7,136,686

当期変動額   

剰余金の配当 △134,915 △89,940

固定資産圧縮積立金の積立 － －

固定資産圧縮積立金の取崩 － －

土地再評価差額金の取崩 440,542 －

当期純利益 163,849 234,972

当期変動額合計 469,477 145,031

当期末残高 7,136,686 7,281,717

自己株式   

当期首残高 △7,519 △7,766

当期変動額   

自己株式の取得 △247 △372

当期変動額合計 △247 △372

当期末残高 △7,766 △8,139

株主資本合計   

当期首残高 17,650,242 18,119,472

当期変動額   

土地再評価差額金の取崩 440,542 －

剰余金の配当 △134,915 △89,940

自己株式の取得 △247 △372

当期純利益 163,849 234,972

当期変動額合計 469,230 144,659

当期末残高 18,119,472 18,264,131
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25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 35,058 52,352

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 17,293 32,484

当期変動額合計 17,293 32,484

当期末残高 52,352 84,836

繰延ヘッジ損益   

当期首残高 △31,317 △8,843

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 22,474 8,843

当期変動額合計 22,474 8,843

当期末残高 △8,843 －

土地再評価差額金   

当期首残高 1,840,722 1,544,554

当期変動額   

土地再評価差額金の取崩 △440,542 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 144,374 142

当期変動額合計 △296,168 142

当期末残高 1,544,554 1,544,697

評価・換算差額等合計   

当期首残高 1,844,463 1,588,063

当期変動額   

土地再評価差額金の取崩 △440,542 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 184,142 41,470

当期変動額合計 △256,399 41,470

当期末残高 1,588,063 1,629,533

純資産合計   

当期首残高 19,494,705 19,707,536

当期変動額   

土地再評価差額金の取崩 － －

剰余金の配当 △134,915 △89,940

自己株式の取得 △247 △372

当期純利益 163,849 234,972

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 184,142 41,470

当期変動額合計 212,830 186,129

当期末残高 19,707,536 19,893,665
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該当事項はありません。 

（４）継続企業の前提に関する注記
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