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(百万円未満切捨て)
１．平成26年３月期の連結業績（平成25年４月１日～平成26年３月31日）
（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 ％

26年３月期 27,238 6.0 2,213 39.4 2,200 33.3 1,384 36.4

25年３月期 25,707 △9.3 1,588 △15.5 1,650 △14.0 1,014 5.0
(注) 包括利益 26年３月期 1,353百万円( 28.0％) 25年３月期 1,057百万円( 8.7％)
　

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 ％ ％ ％

26年３月期 87.80 ― 13.4 9.4 8.1

25年３月期 64.36 ― 11.0 7.4 6.2
(参考) 持分法投資損益 26年３月期 ―百万円 25年３月期 ―百万円
　　

（２）連結財政状態

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

26年３月期 24,689 11,448 44.6 726.32

25年３月期 21,976 9,704 44.2 615.60
(参考) 自己資本 26年３月期 11,008百万円 25年３月期 9,704百万円
　　

（３）連結キャッシュ・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
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

26年３月期 5,664 △3,076 △71 3,990

25年３月期 1,947 △697 △153 1,570
　　　

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 ％ ％

25年３月期 ― 0.00 ― 8.00 8.00 126 12.4 1.4

26年３月期 ― 0.00 ― 9.00 9.00 141 10.3 1.3

27年３月期(予想) ― 0.00 ― ― ― ―
　

（注） 27年３月期の期末配当予想については未定であります。
　

３．平成27年３月期の連結業績予想（平成26年４月１日～平成27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) 12,100 △9.1 570 △51.7 590 △48.5 370 △47.3 23.47

通 期 25,500 △6.4 1,770 △20.0 1,790 △18.6 1,100 △20.5 69.79
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※ 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) ： 有

　 新規 1社 (社名)PT.METALART ASTRA INDONESIA 、除外 ―社 (社名)
　

（注）詳細は、添付資料４ページ「２.企業集団の状況」をご覧ください。
　

（２）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 ： 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
　　

（注）詳細は、添付資料12ページ「（5）連結財務諸表に関する注記事項（会計方針の変更）」をご覧ください。
　

（３）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) 26年３月期 15,786,910株 25年３月期 15,786,910株

② 期末自己株式数 26年３月期 24,445株 25年３月期 22,898株

③ 期中平均株式数 26年３月期 15,763,345株 25年３月期 15,764,018株
　　

(参考) 個別業績の概要
１．平成26年３月期の個別業績（平成25年４月１日～平成26年３月31日）
（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 ％

26年３月期 27,238 6.0 1,380 32.8 1,396 20.6 910 31.0

25年３月期 25,707 △9.3 1,039 △8.9 1,158 △4.5 695 14.2
　

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

26年３月期 57.76 ―

25年３月期 44.10 ―

（２）個別財政状態

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

26年３月期 21,149 8,539 40.4 541.77

25年３月期 18,876 7,752 41.1 491.77

(参考) 自己資本 26年３月期 8,539百万円 25年３月期 7,752百万円
　　　

※ 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、連結財務諸
表に対する監査手続きが実施中です。

　

※ 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、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記事項等については、添付資料２ページ「1.経営成績・財政状態に
関する分析（1）経営成績に関する分析」をご覧ください。
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１．経営成績・財政状態に関する分析

（１）経営成績に関する分析

　(当期の経営成績）

当連結会計年度における我が国経済は、政府・日銀による金融政策をはじめとする経済政策による円高修正・株高

により、企業業績の回復期待が高まり、緩やかに回復しつつありますが、欧州景気の動向や新興国の景気減速への警

戒感に加え、消費増税の影響等で先行きは不透明な状況となっております。

　このような経済環境のなか、当社の主力である自動車業界では国内販売全体で前年を上回る台数を記録し、中でも

低燃費化と各社の新車攻勢により軽自動車は、国内販売の約40%を占めるなど好調に推移しました。

海外においては、当社に影響の大きいアセアンでは、自動車購入補助金の打ち切りと政情不安によりタイの生産が

落ち、インドネシアもガソリン補助金の打ち切り、資源輸出減、ルピア安等により、アセアン全体で成長が鈍化した1

年となりました。

結果、当社の自動車向け売上はタイ向けの減産影響はありましたが対前年度比105％となりました。

　一方、建設機械部門においては、中国の成長鈍化によりアジア・豪州等の新興資源国の大型鉱山機械が販売不振と

なり、油圧ショベル等の需要も弱い状態が続いていますが、東日本大震災の復興需要、排ガス規制Tier４対応機導入

前駆け込み需要等により国内市場が好調に推移したことで海外分をカバーし、対前年度比113％と増加しました。

以上の結果、当連結会計年度の売上高は、272億３千８百万円（前年同期比6.0%増）となりました。部門別売上高で

は、自動車部品は191億２千５百万円（前年同期比5.1％増）、建設機械部品は70億５千６百万円（前年同期比13.1％

増）、農業機械部品は６億２千３百万円（前年同期比20.5％減）、その他部品は４億３千２百万円（前年同期比10.4％

減）となりました。

一方、損益面におきましては、営業利益は22億１千３百万円（前年同期比39.4％増）、経常利益は22億円（前年同期比

33.3％増）、当期純利益は13億８千４百万円（前年同期比36.4％増）となりました。

　（次期の見通し）

当社グループの主要受注先である自動車業界においては、人口減少による国内市場縮小及び、現地生産化・現地調

達化が加速しています。さらに消費増税前の駆け込み需要の反動や、自動車メーカー間の競争激化により厳しい状況

が予想されます

一方、建設機械業界は、国内需要が好調を持続するものの、当社の主力の機種が排ガス規制Tier４規制対応機導入

前駆け込み需要の反動減や、中国市場や新興国の需要低迷など先行き不透明な状況であります。

　昨年度より強化した新規拡販活動及び、PT.METALART ASTRA INDONESIA（インドネシア子会社）の生産・販売開始

(2015年1月）による新規の受注があるものの、主力の自動車・建設機械の減少が大きく、売上は減少すると予測して

おります。

このような見通しのもと、次期の業績につきましては、売上高は255億円（前年同期比6.4％減）、営業利益は17億7

千万円（前年同期比20.0％減）、経常利益は17億9千万円（前年同期比18.6％減）、当期純利益は11億円（前年同期比

20.5％減）と予想しております。

　次期の業績予想につきましては、当社グループの予想に基づく判断によるもので、実際の業績は予想数値と異なる

場合が生じることをご承知下さい。
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（２）財政状態に関する分析
　

当連結会計年度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27億１千２百万円増加し、246億８

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32億６千９百万円増加、有価証券（譲渡性預金）が８億５千万円減少、

売掛債権回収期間短縮により受取手形及び売掛金が10億１千５百万円、電子記録債権が９億３千８百万円減少したこ

と等により、前連結会計年度末に比べ８億１千４百万円増加し、135億１千３百万円となり、また固定資産はインドネ

シア子会社での土地及び設備購入等により有形固定資産が18億４千１百万円増加したこと等により前連結会計年度末

に比べ18億９千７百万円増加し、111億７千５百万円となりました。

　負債の部では、流動負債は、支払手形及び買掛金が７億４千５百万円、未払法人税等が３億６千万円増加、短期借

入金が３億２千８百万円減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ６億６千５百万円増加し、123億９千１百万

円となり、固定負債は、長期借入金の借入れにより３億９千２百万円増加したことにより前連結会計年度末に比べ３

億２百万円増加し、８億４千９百万円となりました。

純資産は、当期純利益13億８千４百万円計上による増加、インドネシア子会社設立により少数株主持ち分が４億３千

９百万円の増加、剰余金の配当による１億２千６百万円の減少等により、前連結会計年度末に比べ17億４千４百万円

増加し、114億４千８百万円となりました。

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、前連結会計年度末に比べ24億１千９百

万円増加し、39億９千万円となりました。

当期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56億６千４百万円（前年同期は19億4千７百万円の増加）となりました。この主な増加

要因は税金等調整前当期純利益21億７千９百万円、減価償却費14億５千３百万円、売上債権の減少19億５千４百万円、

また、減少要因としては法人税等の支払額４億８千７百万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30億７千６百万円（前年同期は６億９千７百万円の減少）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35億３千万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７千１百万円（前年同期は1億５千３百万円の減少）となりました。この主な要因は、

配当金の支払１億２千５百万円によるものであります。

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

当社は、株主に対する利益還元を重要な経営目的の一つであると考え、安定した配当の実施を基本とし、業績と企

業体質の強化を総合的に勘案して決定することにしています。また、内部留保金につきましては、企業体質の強化と

将来の事業活動の発展につながる投資に充当いたします。当期の配当につきましては、業績等を考慮し、期末配当は

１株当り９円を予定しております。なお、次期の配当につきましては、今後、業績等を見極めつつ検討することとし

ており、未定であります。
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２．企業集団の状況

　当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事業の内容に重要な変更はありません。

また、主要な関係会社の異動は、以下のとおりです。

　当連結会計年度において、新規設立によりPT. METALART ASTRA INDONESIA（連結子会社）を連結の範囲に含めていま

す。

３．経営方針

（１）会社の経営の基本方針
　

当社は、お客様・社会・従業員への約束として①常に新たな価値を生み出しお客様の感動を創造します②革新的な

ものづくりを通じて社会の発展に貢献します③リスクを恐れず挑戦し成長する喜びを共感しますを経営理念として掲

げております。

　この経営理念のもと、『世界をリードする鍛造技術を基軸に完成品として最適提案が出来るグローバル部品メーカ

ー』を目指し、株主様、お客様、従業員など全ての関係者の皆様にとって価値ある企業グループでありつづけること

を経営の基本方針としております。

（２）中長期的な会社の経営戦略
　

　当社の主力の自動車業界・建設機械業界ともに今後益々、中国・東南アジア・南米等の新興国市場への現地生

産・現地部品調達によるグローバル展開が進み、国内は限られた市場の熾烈な競争が続き、低コスト化の要請が更に

強まってくると予測されます。

　このような環境下で他社との差別化・事業拡大を図るため、当社グループは「鍛造メーカーから部品メーカーへの

進化」を目指し、精密鍛造技術をコア技術とし、素材～機械加工完成品まで全工程スルーで競争力のある部品を開

発・提案してまいります。同時に原価低減活動の強化し、コスト競争力も更に強化してまいります。

　海外展開においては、インドネシア事業を計画通り立上、早期安定生産と新規拡販に努め、アセアン地区の生産拠

点として事業拡大に努めます。

　また、国内・海外での競争力向上、事業拡大を実現するためにも人材育成を最重要課題として強化してまいります。
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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25年３月31日)

当連結会計年度
(平成26年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 720,928 3,990,819

受取手形及び売掛金 4,432,410 3,416,482

電子記録債権 3,915,197 2,976,617

有価証券 850,000 -

製品 329,669 225,311

仕掛品 895,354 1,037,969

原材料及び貯蔵品 1,102,867 1,258,664

繰延税金資産 177,686 174,162

未収入金 264,435 273,108

その他 10,649 160,510

流動資産合計 12,699,199 13,513,646

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,318,551 2,185,115

機械装置及び運搬具（純額） 3,758,895 3,252,782

工具、器具及び備品（純額） 229,648 290,543

土地 2,056,775 2,588,278

リース資産（純額） 12,188 5,268

建設仮勘定 327,227 2,222,755

有形固定資産合計 8,703,287 10,544,745

無形固定資産

公共施設利用権 13,244 11,798

その他 35,074 51,222

無形固定資産合計 48,318 63,021

投資その他の資産

投資有価証券 359,551 368,327

長期貸付金 112 -

繰延税金資産 39,799 41,214

その他 132,544 164,260

貸倒引当金 △6,080 △6,080

投資その他の資産合計 525,928 567,721

固定資産合計 9,277,535 11,175,488

資産合計 21,976,735 24,689,134
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当連結会計年度
(平成26年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 6,050,155 6,795,670

短期借入金 3,600,000 3,272,000

リース債務 8,968 7,546

未払費用 481,665 509,727

未払法人税等 211,330 571,662

設備関係支払手形 367 -

賞与引当金 301,605 307,865

役員賞与引当金 17,000 20,000

その他 1,054,459 906,994

流動負債合計 11,725,553 12,391,466

固定負債

長期借入金 - 392,000

リース債務 8,655 11,670

繰延税金負債 170,076 161,847

退職給付引当金 241,830 -

役員退職慰労引当金 80,700 65,900

退職給付に係る負債 - 160,254

資産除去債務 45,542 57,415

固定負債合計 546,804 849,089

負債合計 12,272,358 13,240,555

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 5,789,962 7,047,884

自己株式 △6,976 △7,626

株主資本合計 9,567,536 10,824,807

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 136,840 140,440

為替換算調整勘定 - △18,098

退職給付に係る調整累計額 - 61,465

その他の包括利益累計額合計 136,840 183,807

少数株主持分 - 439,963

純資産合計 9,704,376 11,448,578

負債純資産合計 21,976,735 24,689,134
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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24年４月１日
　至 平成25年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成25年４月１日
　至 平成26年３月31日)

売上高 25,707,180 27,238,126

売上原価 22,844,463 23,539,053

売上総利益 2,862,716 3,699,073

販売費及び一般管理費 1,274,602 1,485,452

営業利益 1,588,114 2,213,620

営業外収益

受取利息 311 402

受取配当金 5,843 14,172

受取ロイヤリティー 18,503 16,154

物品売却益 15,452 12,857

受取保険金 21,737 133

債務勘定整理益 2,835 10,981

その他 28,333 27,630

営業外収益合計 93,018 82,332

営業外費用

支払利息 17,471 17,909

固定資産処分損 7,650 3,973

為替差損 - 62,663

その他 5,869 11,212

営業外費用合計 30,991 95,759

経常利益 1,650,141 2,200,193

特別損失

固定資産処分損 2,338 14,700

子会社株式売却損 - 6,156

特別損失合計 2,338 20,856

税金等調整前当期純利益 1,647,803 2,179,336

法人税、住民税及び事業税 613,686 845,866

法人税等調整額 19,612 △42,043

法人税等合計 633,299 803,822

少数株主損益調整前当期純利益 1,014,504 1,375,514

少数株主利益 - △8,519

当期純利益 1,014,504 1,384,033
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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24年４月１日
　至 平成25年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成25年４月１日
　至 平成26年３月31日)

少数株主損益調整前当期純利益 1,014,504 1,375,514

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 42,741 3,599

為替換算調整勘定 - △25,854

その他の包括利益合計 42,741 △22,255

包括利益 1,057,245 1,353,259

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 1,057,245 1,337,032

少数株主に係る包括利益 - 16,226
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（３）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度(自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日)

(単位：千円)

　
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 2,143,486 1,641,063 4,917,335 △6,949 8,694,936

当期変動額 　 　 　 　 　

剰余金の配当 　 　 △141,876 　 △141,876

当期純利益 　 　 1,014,504 　 1,014,504

自己株式の取得 　 　 　 △27 △27

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額)
　 　 　 　 　

当期変動額合計 ― ― 872,627 △27 872,600

当期末残高 2,143,486 1,641,063 5,789,962 △6,976 9,567,536

　

その他の包括利益累計額

純資産合計その他有価証券

評価差額金

その他の包括利益

累計額合計

当期首残高 94,099 94,099 8,789,035

当期変動額 　 　 　

剰余金の配当 　 　 △141,876

当期純利益 　 　 1,014,504

自己株式の取得 　 　 △27

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額)
42,741 42,741 42,741

当期変動額合計 42,741 42,741 915,341

当期末残高 136,840 136,840 9,704,376
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当連結会計年度(自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日)

(単位：千円)

　
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 2,143,486 1,641,063 5,789,962 △6,976 9,567,536

当期変動額 　 　 　 　 　

剰余金の配当 　 　 △126,112 　 △126,112

当期純利益 　 　 1,384,033 　 1,384,033

自己株式の取得 　 　 　 △650 △650

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額)
　 　 　 　 　

当期変動額合計 ― ― 1,257,921 △650 1,257,271

当期末残高 2,143,486 1,641,063 7,047,884 △7,626 10,824,807

　

その他の包括利益累計額

少数株主持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金

為替換算

調整勘定

退職給付に係る

調整累計額

その他の包括利益

累計額合計

当期首残高 136,840 ― ― 136,840 ― 9,704,376

当期変動額 　 　 　

剰余金の配当 　 　 △126,112

当期純利益 　 　 1,384,033

自己株式の取得 　 　 △650

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額)
3,599 △18,098 61,465 46,966 439,963 486,930

当期変動額合計 3,599 △18,098 61,465 46,966 439,963 1,744,201

当期末残高 140,440 △18,098 61,465 183,807 439,963 11,448,578
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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24年４月１日
　至 平成25年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成25年４月１日
　至 平成26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 1,647,803 2,179,336

減価償却費 1,355,598 1,453,381

貸倒引当金の増減額（△は減少） 200 -

賞与引当金の増減額（△は減少） 7,148 6,259

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 6,000 3,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） △3,065 -

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） - 13,842

受取利息及び受取配当金 △6,155 △14,574

支払利息 17,471 17,909

為替差損益（△は益） - 63,137

有価証券評価損益（△は益） - △4,600

子会社株式売却損益（△は益） - 6,156

有形固定資産除却損 9,988 18,635

売上債権の増減額（△は増加） △2,607,051 1,954,508

未収入金の増減額（△は増加） 4,333,869 26,161

たな卸資産の増減額（△は増加） 167,363 △194,054

仕入債務の増減額（△は減少） △1,987,649 745,515

その他 △2,097 △118,532

小計 2,939,423 6,156,083

利息及び配当金の受取額 6,155 14,574

利息の支払額 △17,703 △17,987

法人税等の支払額 △980,085 △487,775

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,947,790 5,664,895

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 △2,864 △3,203

有形固定資産の取得による支出 △690,862 △3,530,689

有形固定資産の売却による収入 - 28,404

子会社株式の売却による収入 - 450,082

その他 △3,914 △21,139

投資活動によるキャッシュ・フロー △697,641 △3,076,545

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 - △400,000

長期借入れによる収入 - 500,000

長期借入金の返済による支出 - △36,000

リース債務の返済による支出 △12,592 △9,147

自己株式の取得による支出 △27 △650

配当金の支払額 △141,274 △125,595

財務活動によるキャッシュ・フロー △153,893 △71,392

現金及び現金同等物に係る換算差額 - △97,066

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,096,255 2,419,890

現金及び現金同等物の期首残高 474,673 1,570,928

現金及び現金同等物の期末残高 1,570,928 3,990,819
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（５）連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

　該当事項はありません。

(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

連結の範囲に関する事項

　当連結会計年度より、新たに設立したPT.METALART ASTRA INDONESIAを連結の範囲に含めています。

その他の事項については、最近の有価証券報告書（平成25年６月27日提出）における記載から重要な変更がない

ため、開示を省略しています。

(会計方針の変更)

当連結会計年度末より、「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26 号 平成24 年５月17 日。以下「退職

給付会計基準」という。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25 号 平成24年

５月17 日。以下「退職給付適用指針」という。）を適用し（ただし、退職給付会計基準第35 項本文及び退職給付適

用指針第67 項本文に掲げられた定めを除く。）、退職給付債務の金額を退職給付に係る負債として計上する方法に変

更し、未認識数理計算上の差異を退職給付に係る負債に計上しています。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37 項に定める経過的な扱いに従っており、当連結会

計年度末において、当該変更に伴う影響額をその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に加減していま

す。

　この結果、当連結会計年度末において、退職給付に係る負債が９千５百万円減少しております。また、繰延税金

負債が３千３百万円増加し、その他の包括利益累計額が６千１百万円増加しています。

(セグメント情報等)

(セグメント情報)

　
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。

(１株当たり情報)

　 （当連結会計年度)

１株当たりの純資産 726円32銭

１株当たりの当期純利益 87円80銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため、記

載していません。

（注）1. １株当たり当期純利益算定上の基礎

(当連結会計年度）

当期純利益 1,384,033千円

普通株式に帰属しない金額 ─ 千円

普通株式に係る当期純利益 1,384,033千円

普通株式の期中平均株式数 15,763千株

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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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25年３月31日)

当事業年度
(平成26年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 643,157 3,794,036

受取手形 183,326 85,744

電子記録債権 3,915,197 2,976,617

売掛金 4,249,083 3,330,737

有価証券 850,000 ―

製品 234,941 163,833

仕掛品 578,138 765,062

原材料及び貯蔵品 825,944 863,328

前渡金 240,659 1,545,500

繰延税金資産 108,647 102,992

関係会社短期貸付金 - 300,000

未収入金 684,796 420,222

その他 34,177 112,305

流動資産合計 12,548,071 14,460,380

固定資産

有形固定資産

建物 2,595,748 2,594,342

減価償却累計額 △1,159,670 △1,237,652

建物（純額） 1,436,077 1,356,689

構築物 574,460 574,983

減価償却累計額 △385,570 △411,891

構築物（純額） 188,890 163,092

機械及び装置 10,672,888 11,012,630

減価償却累計額 △8,127,582 △8,990,822

機械及び装置（純額） 2,545,305 2,021,807

車両運搬具 42,707 56,691

減価償却累計額 △21,180 △23,256

車両運搬具（純額） 21,526 33,434

工具、器具及び備品 1,262,050 1,278,869

減価償却累計額 △1,079,316 △1,091,980

工具、器具及び備品（純額） 182,733 186,889

土地 1,162,687 1,162,687

リース資産 76,441 51,221

減価償却累計額 △64,846 △47,876

リース資産（純額） 11,594 3,345

建設仮勘定 69,026 13,128

有形固定資産合計 5,617,843 4,941,075
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(単位：千円)

前事業年度
(平成25年３月31日)

当事業年度
(平成26年３月31日)

無形固定資産

公共施設利用権 12,596 11,205

ソフトウエア 14,929 20,702

リース資産 4,596 2,974

無形固定資産合計 32,122 34,882

投資その他の資産

投資有価証券 300,991 313,637

関係会社株式 258,460 1,295,379

出資金 140 40

長期貸付金 75 -

長期前払費用 2,455 2,685

入会保証金 66,340 61,670

その他 52,790 42,490

貸倒引当金 △2,700 △2,700

投資その他の資産合計 678,553 1,713,202

固定資産合計 6,328,519 6,689,160

資産合計 18,876,590 21,149,541

負債の部

流動負債

買掛金 6,794,897 7,386,375

短期借入金 3,100,000 3,072,000

リース債務 10,364 3,705

未払金 104,417 658,227

未払費用 287,145 305,281

未払法人税等 194,817 324,403

預り金 37,883 27,819

賞与引当金 194,500 195,800

役員賞与引当金 17,000 20,000

その他 100,225 14,088

流動負債合計 10,841,251 12,007,701

固定負債

長期借入金 - 392,000

リース債務 6,636 2,931

繰延税金負債 68,164 26,684

退職給付引当金 101,257 85,883

役員退職慰労引当金 72,200 52,900

資産除去債務 34,863 41,884

固定負債合計 283,121 602,283

負債合計 11,124,373 12,609,984
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(単位：千円)

前事業年度
(平成25年３月31日)

当事業年度
(平成26年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 2,143,486 2,143,486

資本剰余金

資本準備金 1,641,063 1,641,063

資本剰余金合計 1,641,063 1,641,063

利益剰余金

利益準備金 96,981 96,981

その他利益剰余金

別途積立金 3,003,000 3,573,000

繰越利益剰余金 737,822 952,212

利益剰余金合計 3,837,803 4,622,193

自己株式 △6,976 △7,626

株主資本合計 7,615,376 8,399,116

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 136,840 140,440

評価・換算差額等合計 136,840 140,440

純資産合計 7,752,217 8,539,556

負債純資産合計 18,876,590 21,149,541
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（２）損益計算書

(単位：千円)
前事業年度

(自 平成24年４月１日
　至 平成25年３月31日)

当事業年度
(自 平成25年４月１日
　至 平成26年３月31日)

売上高 25,707,180 27,238,126

売上原価

製品期首たな卸高 211,575 234,941

当期製品製造原価 16,631,118 17,051,136

当期製品仕入高 6,775,158 7,482,894

合計 23,617,852 24,768,971

他勘定振替高 △67,913 74,945

製品期末たな卸高 234,941 163,833

売上原価合計 23,450,824 24,530,192

売上総利益 2,256,355 2,707,934

販売費及び一般管理費 1,216,893 1,327,744

営業利益 1,039,462 1,380,189

営業外収益

受取利息 673 14,445

受取配当金 5,843 14,172

固定資産賃貸料 581,196 602,376

受取ロイヤリティー 18,503 16,154

物品売却益 9,775 10,160

受取保険金 19,043 133

その他 75,468 28,531

営業外収益合計 710,503 685,975

営業外費用

支払利息 15,576 16,720

為替差損 - 105,158

賃貸収入原価 516,995 533,452

その他 59,125 13,898

営業外費用合計 591,697 669,230

経常利益 1,158,268 1,396,934

特別損失

固定資産処分損 2,338 -

特別損失合計 2,338 -

税引前当期純利益 1,155,930 1,396,934

法人税、住民税及び事業税 443,644 524,229

法人税等調整額 17,031 △37,797

法人税等合計 460,676 486,432

当期純利益 695,254 910,502
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（３）株主資本等変動計算書

前事業年度(自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日)

(単位：千円)

　

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 資本剰余金合計 利益準備金
その他利益剰余金

利益剰余金合計
別途積立金 繰越利益剰余金

当期首残高 2,143,486 1,641,063 1,641,063 96,981 2,533,000 654,444 3,284,425

当期変動額 　 　 　 　 　 　 　

別途積立金の積立 　 　 　 　 470,000 △470,000 ―

剰余金の配当 　 　 　 　 　 △141,876 △141,876

当期純利益 　 　 　 　 　 695,254 695,254

自己株式の取得 　 　 　 　 　 　 　

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額)
　 　 　 　 　 　 　

当期変動額合計 ― ― ― ― 470,000 83,377 553,377

当期末残高 2,143,486 1,641,063 1,641,063 96,981 3,003,000 737,822 3,837,803

　

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他有価証券

評価差額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高 △6,949 7,062,026 94,099 94,099 7,156,126

当期変動額 　 　 　 　 　

別途積立金の積立 　 　 　 　 　

剰余金の配当 　 △141,876 　 　 △141,876

当期純利益 　 695,254 　 　 695,254

自己株式の取得 △27 △27 　 　 △27

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額)
　 　 42,741 42,741 42,741

当期変動額合計 △27 553,350 42,741 42,741 596,091

当期末残高 △6,976 7,615,376 136,840 136,840 7,752,217
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当事業年度(自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日)

(単位：千円)

　

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 資本剰余金合計 利益準備金
その他利益剰余金

利益剰余金合計
別途積立金 繰越利益剰余金

当期首残高 2,143,486 1,641,063 1,641,063 96,981 3,003,000 737,822 3,837,803

当期変動額 　 　 　 　 　 　 　

別途積立金の積立 　 　 　 　 570,000 △570,000 ―

剰余金の配当 　 　 　 　 　 △126,112 △126,112

当期純利益 　 　 　 　 　 910,502 910,502

自己株式の取得 　 　 　 　 　 　 　

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額)
　 　 　 　 　 　 　

当期変動額合計 ― ― ― ― 570,000 214,390 784,390

当期末残高 2,143,486 1,641,063 1,641,063 96,981 3,573,000 952,212 4,622,193

　

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他有価証券

評価差額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高 △6,976 7,615,376 136,840 136,840 7,752,217

当期変動額 　 　 　 　 　

別途積立金の積立 　 　 　 　 　

剰余金の配当 　 △126,112 　 　 △126,112

当期純利益 　 910,502 　 　 910,502

自己株式の取得 △650 △650 　 　 △650

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額)
　 　 3,599 3,599 3,599

当期変動額合計 △650 783,740 3,599 3,599 787,339

当期末残高 △7,626 8,399,116 140,440 140,440 8,539,556
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（４）個別財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。
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６. その他
（１）販 売 の 状 況

販    売    の   状    況

（単位：千円）

金　　　額 構成比 金　　　額 構成比 金　　　額 比　率

％ ％ ％

自 動 車 部 品 18,200,594 70.8 19,125,028 70.2 924,434 5.1

建 設 機 械 部 品 6,239,341 24.3 7,056,887 25.9 817,546 13.1

農業機械部品 784,851 3.0 623,756 2.2 △ 161,095 △ 20.5

そ の 他 部 品 482,393 1.9 432,453 1.6 △ 49,939 △ 10.4

合 計 25,707,180 100.0 27,238,126 100.0 1,530,946 6.0

(注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しています。

増　　　減
期 別

部門別

前連結会計年度 当連結会計年度
（平成23年4月1日～平成24年3月31日） （平成24年4月1日～平成25年3月31日）
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(２ )役 員 の 異 動 （ 平 成 26 年 ６ 月 27 日 付 ）  

 

１．新任取締役候補 

 

 辰巳 隆英   （現 当社 顧問） 

 

２．新任監査役候補 

 

   非常勤監査役  福永 文昭   （現 ダイハツ工業株式会社 生産調達本部 主査） 

 

（注）福永 文昭氏は、会社法第 2条第 16 号に定める社外監査役候補者であります。 

 

３．退任予定監査役 

 越田 幸男   （現 非常勤監査役 

現 ダイハツ九州株式会社 相談役） 

            

４．平成 26 年６月２7日の株主総会後の取締役会において就任予定 

 

   取締役副社長  辰巳 隆英   

 

   

                                     以上 
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