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(百万円未満切捨て)
１．平成28年３月期第２四半期の連結業績（平成27年４月１日～平成27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
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

28年３月期第２四半期 11,681 △7.0 58 △91.4 △565 ― △391 ―

27年３月期第２四半期 12,559 △5.7 675 △42.9 764 △33.3 435 △37.9
(注) 包括利益28年３月期第２四半期 △749百万円( ―％) 27年３月期第２四半期 397百万円( △33.1％)
　

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

28年３月期第２四半期 △24.86 ―

27年３月期第２四半期 27.63 ―
　　

（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 ％

28年３月期第２四半期 22,681 11,230 49.9

27年３月期 25,348 12,122 46.9
(参考) 自己資本 28年３月期第２四半期 11,308百万円 27年３月期 11,887百万円
　　　

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

27年３月期 ― 0.00 ― 9.00 9.00

28年３月期 ― 0.00

28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 ： 無
　　

28年３月期の配当金額は未定であります。
　

３．平成28年３月期の連結業績予想（平成27年４月１日～平成28年３月31日）
連結業績予想に関する序文

(％表示は、対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

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 24,300 △5.6 810 △35.8 370 △77.3 200 △79.6 12.69
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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※ 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）
　

期中における重要な子会社の異動に関する注記
　

（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
　

四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用に関する注記
　

（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 ： 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
　

会計方針の変更に関する注記
　

（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) 28年３月期２Ｑ 15,786,910株 27年３月期 15,786,910株

② 期末自己株式数 28年３月期２Ｑ 27,079株 27年３月期 25,800株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 28年３月期２Ｑ 15,760,474株 27年３月期２Ｑ 15,761,928株
　

発行済株式数に関する注記
　

※ 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きの対象外であり、この四半期決算短信の開
示時点において、四半期財務諸表に対する四半期レビュー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、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、添付資料の２ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想などの将来
予測情報に関する説明」をご覧ください。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

　当第２四半期連結会計累計期間におけるわが国の経済は、円安基調の継続、原油安の影響もあって緩やかな回復基調

が続いております。一方、中国景気の減速感及び新興国経済の減速への警戒感等もあり、先行きは不透明な状況となっ

ております。

　このような環境のもと自動車部門では、当社主力の軽自動車は自動車税増税やエコカー減税の縮小等による税負担の

増加により、対前年同期比で83.8％と大幅に減少しました。一方、海外ではインドネシアも資源相場低迷、ルピア安に

よる資金流出、インフレ等による経済成長の低迷が続いてるなか、ルピア安による販売価格値上げの影響も重なり、自

動車販売は直近で前年比約25％減と大幅に減少しています。建設機械部門においても、海外資源価格の低迷による鉱山

機械需要はさらに落ち込み、中国や東南アジア市場の低迷が続いています。

　以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は116億８千１百万円（前年同四半期比7.0%減）となりました。部門

別では、自動車部品は87億４千８百万円（前年同四半期比2.4%減）、建設機械部品は23億４千３百万円（前年同四半期比

22.7%減）、農業機械部品は３億４千４百万円（前年同四半期比20.8%増）、その他部品は２億４千３百万円（前年同四半

期比12.8%減）となりました。

　一方、損益面におきましては、売上の減少、PT.METALART ASTRA INDONESIA（インドネシア子会社）の立上げに伴う

生産性ロスが予想を上回り、グループを挙げて原価低減に努めたものの、営業利益は５千８百万円（前年同四半期比

91.4％減）となり、またインドネシア通貨が、円・ドルに対して大きく下落したことにより、PT.METALART ASTRA

INDONESIA（インドネシア子会社）への当社からの円建貸付金等にかかる為替差損６億４千３百万円の発生が影響し、経

常損失５億６千５百万円（前年同四半期は経常利益７億６千４百万円）、親会社株主に帰属する四半期純損失３億９千１

百万円（前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純利益４億３千５百万円）となりました。

（２）財政状態に関する説明

　 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26億６千６百万円減

少し、226億８千１百万円となりました。

　資産の部では、流動資産は、現金及び預金が15億７千３百万円減少、受取手形及び売掛金が１億５百万円減少、電子

記録債権が６億９千４百万円減少、たな卸資産が５億６百万円増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ18億５

千万円減少し、114億５百万円となり、また固定資産は前連結会計年度末に比べ８億１千５百万円減少し、112億７千６

百万円となりました。

　負債の部では、流動負債は、買掛債務支払方法の変更等により買掛金が40億８千万円減少、電子記録債務が30億４百

万円増加し、また未払法人税等が２億９千６百万円減少、賞与引当金が１千９百万円増加、その他に含まれている未払

金が２億７千７百万円減少、未払費用が２千５百万円減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ17億７百万円減

少し、106億３千５百万円となり、固定負債は、長期借入金による返済が３千万円減少したこと等により前連結会計年度

末に比べ６千７百万円減少し、８億１千６百万円となりました。

　純資産は、親会社株主に帰属する四半期純損失３億９千１百万円の発生、剰余金の配当による１億４千１百万円の減

少、その他有価証券評価差額金が５千５百万円減少、非支配株主持分が３億１千２百万円減少したこと等により、前連

結会計年度末に比べ８億９千１百万円減少し、112億３千万円となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　平成28年３月期の通期連結業績予想につきましては、平成27年９月29日に公表いたしました数値に変更はございませ

ん。

　なお、実際の業績は、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。
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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

　 該当事項はありません。

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

　 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。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(会計方針の変更等)

　 「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」という。）、「連

結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成25年９月13日。以下「連結会計基準」という。）及び「事業

分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成25年９月13日。以下「事業分離等会計基準」という。）等を、第

１四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差額を資本剰余金

として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更いたしました。また、

第１四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額

の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表に反映させる方法に変更いたします。加えて、

四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更

を反映させるため、前第２四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表

の組替えを行っております。

　当第２四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書においては、連結範囲の変動を伴わない子会社株

式の取得又は売却に係るキャッシュ・フローについては、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載し、連結

範囲の変動を伴う子会社株式の取得関連費用もしくは連結範囲の変動を伴わない子会社株式の取得又は売却に関連して

生じた費用に係るキャッシュ・フローは、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載しております。

　企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項（４）、連結会計基準第44－５項（４）及び事業

分離等会計基準第57－４項（４）に定める経過的な取扱いに従っており、第１四半期連結会計期間の期首時点から将来

にわたって適用しております。

　 なお、当第２四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表に与える影響額はありません。
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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27年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成27年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,911,297 1,337,579

受取手形及び売掛金 3,107,489 3,002,395

電子記録債権 3,315,879 2,621,241

製品 233,691 291,846

仕掛品 1,169,296 1,320,366

原材料及び貯蔵品 1,781,604 2,078,556

その他 736,604 753,313

流動資産合計 13,255,863 11,405,300

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,801,273 2,657,710

機械装置及び運搬具（純額） 4,689,949 4,712,940

土地 2,594,119 2,535,712

その他（純額） 1,272,092 720,770

有形固定資産合計 11,357,435 10,627,134

無形固定資産 49,945 45,315

投資その他の資産

投資有価証券 482,108 402,974

その他 211,349 209,512

貸倒引当金 △8,630 △8,630

投資その他の資産合計 684,828 603,857

固定資産合計 12,092,209 11,276,306

資産合計 25,348,072 22,681,607

負債の部

流動負債

買掛金 7,037,448 2,957,099

電子記録債務 - 3,004,425

短期借入金 3,272,000 3,266,000

未払法人税等 462,975 166,241

賞与引当金 306,896 326,134

役員賞与引当金 6,000 3,000

その他 1,257,305 912,279

流動負債合計 12,342,625 10,635,181

固定負債

長期借入金 320,000 290,000

退職給付に係る負債 258,874 265,747

役員退職慰労引当金 88,100 81,452

資産除去債務 31,184 26,117

その他 185,183 152,855

固定負債合計 883,341 816,172

負債合計 13,225,967 11,451,353
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成27年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成27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 7,853,177 7,319,598

自己株式 △8,150 △8,564

株主資本合計 11,629,577 11,095,584

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 222,068 166,892

為替換算調整勘定 △4,072 6,453

退職給付に係る調整累計額 39,648 39,330

その他の包括利益累計額合計 257,644 212,676

非支配株主持分 234,883 △78,007

純資産合計 12,122,105 11,230,253

負債純資産合計 25,348,072 22,681,607
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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26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

売上高 12,559,137 11,681,100

売上原価 10,951,071 10,870,189

売上総利益 1,608,065 810,910

販売費及び一般管理費 933,043 752,543

営業利益 675,022 58,366

営業外収益

受取利息 2,038 2,739

受取配当金 5,052 4,665

為替差益 69,659 -

受取ロイヤリティー 5,899 4,924

その他 21,155 19,395

営業外収益合計 103,805 31,725

営業外費用

支払利息 8,586 8,297

為替差損 - 643,223

その他 5,299 4,016

営業外費用合計 13,885 655,537

経常利益又は経常損失（△） 764,942 △565,445

特別利益

補助金収入 - 118,276

特別利益合計 - 118,276

特別損失

固定資産処分損 6,117 -

固定資産圧縮損 - 81,859

特別損失合計 6,117 81,859

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前
四半期純損失（△）

758,825 △529,029

法人税等 389,472 180,102

四半期純利益又は四半期純損失（△） 369,352 △709,131

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △66,181 △317,402

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会
社株主に帰属する四半期純損失（△）

435,533 △391,729
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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26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 369,352 △709,131

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 46,296 △55,176

為替換算調整勘定 △16,128 15,037

退職給付に係る調整額 △1,707 △318

その他の包括利益合計 28,460 △40,456

四半期包括利益 397,813 △749,588

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 468,832 △436,697

非支配株主に係る四半期包括利益 △71,019 △312,890
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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26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27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又は税金等調整
前四半期純損失（△）

758,825 △529,029

減価償却費 649,699 655,218

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,550 -

賞与引当金の増減額（△は減少） 42,063 19,657

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △9,500 △3,000

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 56,377 4,982

受取利息及び受取配当金 △7,091 △7,404

支払利息 8,586 8,297

為替差損益（△は益） △69,709 577,785

有形固定資産除却損 6,735 171

有形固定資産圧縮損 - 81,859

補助金収入 - △118,276

売上債権の増減額（△は増加） 296,480 779,224

未収入金の増減額（△は増加） △144,792 49,719

たな卸資産の増減額（△は増加） △387,441 △584,745

仕入債務の増減額（△は減少） △100,569 △1,054,312

その他 △74,739 143,124

小計 1,027,473 23,274

利息及び配当金の受取額 7,091 7,404

利息の支払額 △8,597 △8,302

法人税等の支払額 △554,200 △476,078

補助金の受取額 - 118,276

営業活動によるキャッシュ・フロー 471,767 △335,424

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 △2,285 △2,126

有形固定資産の取得による支出 △1,386,760 △1,020,649

有形固定資産の売却による収入 - 280

その他 △9,204 △1,210

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,398,250 △1,023,707

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △36,000 △36,000

リース債務の返済による支出 △3,845 △6,456

自己株式の取得による支出 △523 △414

配当金の支払額 △141,350 △141,261

財務活動によるキャッシュ・フロー △181,719 △184,132

現金及び現金同等物に係る換算差額 25,859 △30,454

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,082,343 △1,573,718

現金及び現金同等物の期首残高 3,990,819 2,911,297

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,908,475 1,337,579
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（４）四半期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。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

当第２四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日)

該当事項はありません。

（セグメント情報等）

　Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 平成 26年４月１日 至 平成26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27年４月１日 至 平成27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。
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