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(百万円未満切捨て)
１．2019年３月期の連結業績（2018年４月１日～2019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
親会社株主に帰属する

当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2019年３月期 32,077 5.3 1,127 △12.8 1,209 36.6 799 99.2

2018年３月期 30,456 14.9 1,292 18.6 885 △22.6 401 △41.3
(注) 包括利益 2019年３月期 776百万円( 34.8％) 2018年３月期 575百万円(△14.8％)
　

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

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 ％ ％ ％

2019年３月期 253.73 － 6.2 4.3 3.5

2018年３月期 127.38 － 3.3 3.4 4.2
(参考) 持分法投資損益 2019年３月期 －百万円 2018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

2019年３月期 29,939 14,745 44.4 4,219.14

2018年３月期 26,699 12,350 46.3 3,919.76
(参考) 自己資本 2019年３月期 13,292百万円 2018年３月期 12,350百万円
　　

（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

2019年３月期 2,070 △3,032 1,836 3,519

2018年３月期 1,923 △2,074 △201 2,660
　　　

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 ％ ％

2018年３月期 － 0.00 － 6.00 6.00 94 23.6 0.8

2019年３月期 － 0.00 － 35.00 35.00 110 13.8 0.9

2020年３月期(予想) － － － － － －
　

(注）2018年10月1日付で普通株式５株を１株の割合で株式併合を行っております。
2020年３月期配当予想については未定であります。

　

３．2020年３月期の連結業績予想（2019年４月１日～2020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
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

第２四半期(累計) 16,300 5.8 270 △38.5 280 △9.9 230 50.8 73.00

通 期 32,500 1.3 1,100 △2.4 1,120 △7.4 830 3.8 263.44
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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 ―社 (社名)― 、除外 １社 (社名)株式会社メタルテックス
　　

（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 ： 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 ： 有

④ 修正再表示 ： 無
　

会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示に関する注記
　

（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) 2019年３月期 3,157,382株 2018年３月期 3,157,382株

② 期末自己株式数 2019年３月期 6,778株 2018年３月期 6,650株

③ 期中平均株式数 2019年３月期 3,150,687株 2018年３月期 3,150,868株
　

（注）2018年10月１日付で普通株式５株につき１株の割合で株式併合を行っております。これに伴い、前事業年度の
期首に当該株式併合が行われたと仮定し、「期末発行済株式数」、「期末自己株式数」、及び「期中平均株式
数」を算定しております。

(参考) 個別業績の概要
１．2019年３月期の個別業績（2018年４月１日～2019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 ％

2019年３月期 28,070 2.4 670 36.7 754 △35.8 1,847 381.6

2018年３月期 27,408 15.1 490 41.3 1,175 46.4 383 79.6
　

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

2019年３月期 586.44 －

2018年３月期 121.76 －
　　

（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

2019年３月期 24,337 11,433 47.0 3,628.94

2018年３月期 21,584 9,697 44.9 3,077.97

(参考) 自己資本 2019年３月期 11,433百万円 2018年３月期 9,697百万円
　　　

※ 決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です
　

※ 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、実績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特記事項等については、添付資料３ページ「１.経営成績等の
概況（４）今後の見通し」をご覧ください。
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１．経営成績等の概況

（１）当期の経営成績の概況

当連結累計期間における我が国経済は、政府の雇用・所得環境の改善が続く中、各種政策の効果もあり緩やかな

回復基調で推移した一方で、相次ぐ自然災害の発生、米中貿易摩擦などの海外経済の不確実性への懸念、金融資本

市場の変動等の影響により依然として不透明な状態が続いております。

このような経営環境のもと、当連結累計期間の当社グループの売上は、自動車部門では、国内軽・小型車の販売

は堅調に推移し、また、インドネシア市場における小型車需要増の影響が寄与し、売上は増加しました。

また、建設機械部門では、国内市場での排ガス規制車の駆け込み需要の特需もなく、また、海外においても中国、

ＡＳＥＡＮでの需要鈍化を受け、売上は減少致しました。以上の市場環境に加え、鋼材価格の上昇に伴う販売価格

への反映もあり、売上は増加しました。

以上の結果、当連結会計年度の売上高は、320億７千７百万円（前年同期比5.3%増）となりました。部門別では、

自動車部品は256億５千８百万円（前年同期比9.1%増）、建設機械部品は50億５千４百万円（前年同期比11.9%減）、

農業機械部品は７億４千６百万円（前年同期比16.4%増）、その他部品は６億１千６百万円（前年同期比8.0%増）と

なりました。

損益面におきましては、売上の増加、グループを挙げての原価低減に努めたものの設備費用の増加等があり、営

業利益は11億２千７百万円（前年同期比12.8%減）となり、経常利益は12億９百万円（前年同期比36.6％増）、親会

社株主に帰属する当期純利益は７億９千９百万円（前年同期比99.2％増）となりました。

（２）当期の財政状態の概況

総資産は、前連結会計年度末に比べ32億４千万円増加し、299億３千９百万円となりました。

　資産の部では、流動資産は、現金及び預金が８億５千９百万円増加、受取手形及び売掛金が１億６千万円増加、

電子記録債権が２億８千５百万円増加、原材料及び貯蔵品が２億７千２百万円増加したこと等により、前連結会計

年度末に比べ18億４百万円増加し、165億３千４百万円となり、また固定資産は前連結会計年度末に比べ14億３千５

百万円増加し、134億５百万円となりました。

　負債の部では、流動負債は、買掛金が２億１千万円増加、電子記録債務が６億１百万円増加したこと等により、

前連結会計年度末に比べ８億５千５百万円増加し、144億１千４百万円となり、固定負債は、前連結会計年度末に比

べ１千万円減少し、７億７千９百万円となりました。

　純資産は、親会社株主に帰属する当期純利益７億９千９百万円の計上による増加、非支配株主持分が連結子会社

PT.METALART ASTRA INDONESIAへの増資により１４億５千２百万円増加したこと等により前連結会計年度末に比べ23

億９千５百万円増加し、147億４千５百万円となりました。

なお、「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号平成30年２月16日)等を第１四半期連

結会計期間の期首から適用しており、上記の前連結会計年度比較については、当該会計基準等を遡って適用した後

の数値で比較しております。

（３）当期のキャッシュ・フローの概況

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８億５千

９百万円増加し、35億１千９百万円となりました。

当連結会計年度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20億７千万円（前年同期は19億２千３百万円の増加）となりました。この主な増加

要因は、減価償却費13億４千９百万円、税金等調整前当期純利益12億９百万円、仕入債務の増加８億１千１百万円、

また、減少要因としては法人税等の支払４億５千２百万円、売上債権の増加４億４千５百万円、たな卸資産の増加

３億４千８百万円等によるものであります。
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（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30億３千２百万円（前年同期は20億７千４百万円の減少）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29億９千７百万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増加は18億３千６百万円（前年同期は２億１百万円の減少）となりました。この主な増加

要因は、非支配株主からの払込みによる収入17億１千３百万円、また、減少要因としては長期借入金の返済による

支出７千２百万円、配当金の支払９千４百万円によるものであります。

（４）今後の見通し

当社グループの主要部門である自動車部門では、軽自動車市場が税制改正の影響を受け縮小するものの、小型車は

堅調に推移すると予測しています。また、CVT、ハイブリッド車用新製品の生産開始もあり、売上は増加すると見込

んでいます。また、建設機械部門では、中国、ＡＳＥＡＮでの需要鈍化も見込まれ、売上は減少を見込んでいま

す。

　一方、海外におきましては、当社海外子会社PT.METALART ASTRA INDONESIAにて、新製品の量産化が見込まれ、売

上増加を見込んでいます。

　以上の市場環境のもと、売上高は325億円（前年同期比1.3％増）、利益面につきましては、国内生産設備増強に

伴う償却費の増加等により営業利益11億円（前年同期比2.4％減）、経常利益11億２千万円（前年同期比7.4％減）、

親会社株主に帰属する当期純利益８億３千万円（前年同期比3.8％増）と予想しています。

（５）継続企業の前提に関する重要事象等

該当事項はありません。

２．会計基準の選択に関する基本的な考え方

当社グループは、連結財務諸表の期間比較可能性及び企業間の比較可能性を考慮し、当面は、日本基準で連結財

務諸表を作成する方針であります。

　なお、ＩＦＲＳの適用につきましては、国内外の諸情勢を考慮の上、適切に対応していく方針であります。
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３．連結財務諸表及び主な注記

（１）連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(2018年３月31日)

当連結会計年度
(2019年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,660,025 3,519,062

受取手形及び売掛金 4,160,070 4,320,655

電子記録債権 2,936,128 3,221,675

製品 356,842 413,778

仕掛品 1,278,781 1,298,848

原材料及び貯蔵品 2,453,103 2,725,205

その他 884,490 1,035,179

流動資産合計 14,729,443 16,534,405

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,425,482 3,524,109

機械装置及び運搬具（純額） 4,496,849 5,848,332

工具、器具及び備品（純額） 333,935 355,114

土地 2,574,286 2,571,983

リース資産（純額） 14,855 8,274

建設仮勘定 496,566 345,400

有形固定資産合計 11,341,975 12,653,214

無形固定資産

公共施設利用権 6,017 4,919

その他 37,044 55,564

無形固定資産合計 43,061 60,484

投資その他の資産

投資有価証券 172,088 148,264

退職給付に係る資産 46,922 25,742

繰延税金資産 221,074 352,316

その他 153,788 174,221

貸倒引当金 △9,130 △9,130

投資その他の資産合計 584,744 691,414

固定資産合計 11,969,781 13,405,112

資産合計 26,699,225 29,939,518
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2018年３月31日)

当連結会計年度
(2019年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 2,830,531 3,040,950

電子記録債務 4,756,389 5,357,967

短期借入金 3,572,000 3,878,000

リース債務 10,095 5,335

未払費用 680,401 674,244

未払法人税等 230,792 217,667

賞与引当金 376,248 427,010

役員賞与引当金 12,000 18,000

その他 1,091,047 795,619

流動負債合計 13,559,505 14,414,795

固定負債

長期借入金 110,000 32,000

リース債務 7,918 3,600

役員退職慰労引当金 140,652 166,652

退職給付に係る負債 490,006 535,749

資産除去債務 25,234 25,336

その他 15,800 15,800

固定負債合計 789,611 779,139

負債合計 14,349,117 15,193,934

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 1,995,896

利益剰余金 8,468,750 9,173,650

自己株式 △10,310 △10,489

株主資本合計 12,242,990 13,302,543

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 62,580 45,058

為替換算調整勘定 74,776 14,164

退職給付に係る調整累計額 △30,238 △68,935

その他の包括利益累計額合計 107,117 △9,712

非支配株主持分 － 1,452,752

純資産合計 12,350,108 14,745,583

負債純資産合計 26,699,225 29,939,518
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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 2017年４月１日
　至 2018年３月31日)

当連結会計年度
(自 2018年４月１日
　至 2019年３月31日)

売上高 30,456,660 32,077,332

売上原価 27,383,291 29,048,966

売上総利益 3,073,368 3,028,366

販売費及び一般管理費 1,780,694 1,900,934

営業利益 1,292,674 1,127,431

営業外収益

受取利息 9,472 7,905

受取配当金 4,098 4,608

為替差益 － 24,539

受取ロイヤリティー 6,387 4,357

物品売却益 14,744 17,635

債務勘定整理益 65,078 12,711

その他 26,837 32,347

営業外収益合計 126,619 104,105

営業外費用

支払利息 12,212 13,168

為替差損 512,655 －

その他 8,663 8,588

営業外費用合計 533,531 21,757

経常利益 885,762 1,209,779

特別損失

固定資産処分損 30,013 －

特別損失合計 30,013 －

税金等調整前当期純利益 855,748 1,209,779

法人税、住民税及び事業税 459,141 373,085

過年度法人税等 － 55,567

法人税等調整額 △4,763 △105,833

法人税等合計 454,378 322,819

当期純利益 401,370 886,959

非支配株主に帰属する当期純利益 － 87,538

親会社株主に帰属する当期純利益 401,370 799,421
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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 2017年４月１日
　至 2018年３月31日)

当連結会計年度
(自 2018年４月１日
　至 2019年３月31日)

当期純利益 401,370 886,959

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 4,731 △17,521

為替換算調整勘定 118,995 △54,541

退職給付に係る調整額 50,808 △38,370

その他の包括利益合計 174,534 △110,433

包括利益 575,904 776,526

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 575,904 682,591

非支配株主に係る包括利益 － 93,934
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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 2017年４月１日 至 2018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 8,161,917 △9,453 11,937,014

当期変動額

剰余金の配当 － － △94,537 － △94,537

親会社株主に帰属す

る当期純利益
－ － 401,370 － 401,370

非支配株主との取引

に係る親会社の持分

変動

－ － － － －

自己株式の取得 － － － △856 △856

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

－ － － － －

当期変動額合計 － － 306,832 △856 305,975

当期末残高 2,143,486 1,641,063 8,468,750 △10,310 12,242,990

その他の包括利益累計額

非支配株主持分 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 57,848 △44,218 △81,046 △67,416 － 11,869,598

当期変動額

剰余金の配当 － － － － － △94,537

親会社株主に帰属す

る当期純利益
－ － － － － 401,370

非支配株主との取引

に係る親会社の持分

変動

－ － － － － －

自己株式の取得 － － － － － △856

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

4,731 118,995 50,808 174,534 － 174,534

当期変動額合計 4,731 118,995 50,808 174,534 － 480,510

当期末残高 62,580 74,776 △30,238 107,117 － 12,350,108
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　当連結会計年度（自 2018年４月１日 至 2019年度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 8,468,750 △10,310 12,242,990

当期変動額

剰余金の配当 － － △94,521 － △94,521

親会社株主に帰属す

る当期純利益
－ － 799,421 － 799,421

非支配株主との取引

に係る親会社の持分

変動

－ 354,832 － － 354,832

自己株式の取得 － － － △179 △179

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

－ － － － －

当期変動額合計 － 354,832 704,899 △179 1,059,552

当期末残高 2,143,486 1,995,896 9,173,650 △10,489 13,302,543

その他の包括利益累計額

非支配株主持分 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 62,580 74,776 △30,238 107,117 － 12,350,108

当期変動額

剰余金の配当 － － － － － △94,521

親会社株主に帰属す

る当期純利益
－ － － － － 799,421

非支配株主との取引

に係る親会社の持分

変動

－ － － － － 354,832

自己株式の取得 － － － － － △179

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△17,521 △60,612 △38,696 △116,830 1,452,752 1,335,922

当期変動額合計 △17,521 △60,612 △38,696 △116,830 1,452,752 2,395,474

当期末残高 45,058 14,164 △68,935 △9,712 1,452,752 14,745,583
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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 2017年４月１日
　至 2018年３月31日)

当連結会計年度
(自 2018年４月１日
　至 2019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 855,748 1,209,779

減価償却費 1,197,553 1,349,790

賞与引当金の増減額（△は減少） 9,889 50,719

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △1,000 6,000

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △46,922 21,180

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 81,642 29,271

受取利息及び受取配当金 △13,571 △12,513

支払利息 12,212 13,256

為替差損益（△は益） 498,594 △70,876

固定資産除却損 30,013 －

売上債権の増減額（△は増加） △594,970 △445,652

未収入金の増減額（△は増加） △407,127 △28,373

たな卸資産の増減額（△は増加） △121,059 △348,790

仕入債務の増減額（△は減少） 711,002 811,053

固定資産売却損益（△は益） － △252

その他 353,761 △61,217

小計 2,565,767 2,523,373

利息及び配当金の受取額 13,571 12,513

利息の支払額 △12,132 △13,226

法人税等の支払額 △643,856 △452,323

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,923,349 2,070,337

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 △1,385 △1,385

有形固定資産の取得による支出 △2,079,711 △2,997,749

有形固定資産の売却による収入 12,856 500

その他 △6,079 △33,916

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,074,320 △3,032,551

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 － 300,000

短期借入金の返済による支出 △30,000 －

長期借入金の返済による支出 △66,000 △72,000

リース債務の返済による支出 △10,274 △10,208

自己株式の取得による支出 △856 △179

配当金の支払額 △94,151 △94,334

非支配株主からの払込みによる収入 － 1,713,649

財務活動によるキャッシュ・フロー △201,282 1,836,927

現金及び現金同等物に係る換算差額 △22,893 △15,677

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △375,147 859,036

現金及び現金同等物の期首残高 3,035,173 2,660,025

現金及び現金同等物の期末残高 2,660,025 3,519,062

決算短信（宝印刷） 2019年05月10日 10時25分 12ページ（Tess 1.50(64) 20181220_01）



株式会社メタルアート(5644) 2019年３月期 決算短信

-11-

（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。

(会計上の見積りの変更)

（退職給付に係る会計処理の数理計算上の差異の費用処理年数の変更）

退職給付に係る会計処理において、数理計算上の差異の費用処理年数は、従来、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（17～18年）で費用処理しておりましたが、平均残存勤務期間が

こ れを下回ったため、当連結会計年度より費用処理年数を17年に変更しております。

なお、この変更による当連結会計年度の損益に与える影響は軽微であります。

(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 4,219円14銭

１株当たりの当期純利益 253円73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 799,421千円

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 799,421千円

普通株式の期中平均株式数 3,150千株

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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４．個別財務諸表及び主な注記

（１）貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(2018年３月31日)

当事業年度
(2019年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,220,208 2,761,552

受取手形 37,748 32,557

電子記録債権 2,936,128 3,221,675

売掛金 3,622,031 3,734,454

製品 173,454 249,809

仕掛品 745,964 923,075

原材料及び貯蔵品 1,234,162 1,572,323

前渡金 46,669 8,081

関係会社短期貸付金 298,000 －

未収入金 925,161 996,442

その他 165,441 46,577

流動資産合計 12,404,969 13,546,549

固定資産

有形固定資産

建物 1,567,681 2,140,075

構築物 111,200 106,247

機械及び装置 779,166 2,606,578

車両運搬具 11,962 16,057

工具、器具及び備品 152,569 226,152

土地 1,224,623 1,757,355

リース資産 9,915 6,454

建設仮勘定 274,933 293,050

有形固定資産合計 4,132,053 7,151,971

無形固定資産

ソフトウエア 13,873 51,649

その他 6,341 4,919

無形固定資産合計 20,214 56,568

投資その他の資産

投資有価証券 172,088 148,264

関係会社株式 199,900 2,961,708

関係会社長期貸付金 5,414,166 －

前払年金費用 99,770 64,277

繰延税金資産 156,052 266,668

その他 127,932 150,243

貸倒引当金 △1,142,557 △9,130

投資その他の資産合計 5,027,352 3,582,032

固定資産合計 9,179,620 10,790,573

資産合計 21,584,589 24,337,122

決算短信（宝印刷） 2019年05月10日 10時25分 14ページ（Tess 1.50(64) 20181220_01）



株式会社メタルアート(5644) 2019年３月期 決算短信

-13-

(単位：千円)

前事業年度
(2018年３月31日)

当事業年度
(2019年３月31日)

負債の部

流動負債

電子記録債務 3,840,848 5,051,795

買掛金 3,049,314 2,420,039

短期借入金 3,072,000 3,078,000

リース債務 4,756 3,370

未払金 174,564 330,251

未払費用 397,579 556,971

未払法人税等 187,149 170,876

賞与引当金 225,200 353,100

役員賞与引当金 12,000 18,000

その他 399,372 373,652

流動負債合計 11,362,785 12,356,057

固定負債

長期借入金 110,000 32,000

リース債務 5,952 3,600

退職給付引当金 254,073 332,439

役員退職慰労引当金 120,000 142,700

資産除去債務 18,109 21,176

その他 15,800 15,800

固定負債合計 523,935 547,716

負債合計 11,886,720 12,903,774

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 5,003,000 5,003,000

繰越利益剰余金 761,068 2,514,247

利益剰余金合計 5,861,049 7,614,228

自己株式 △10,310 △10,489

株主資本合計 9,635,289 11,388,289

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 62,580 45,058

評価・換算差額等合計 62,580 45,058

純資産合計 9,697,869 11,433,348

負債純資産合計 21,584,589 24,337,122
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（２）損益計算書

(単位：千円)
前事業年度

(自 2017年４月１日
　至 2018年３月31日)

当事業年度
(自 2018年４月１日
　至 2019年３月31日)

売上高 27,408,551 28,070,548

売上原価 25,407,715 25,739,008

売上総利益 2,000,836 2,331,540

販売費及び一般管理費 1,510,352 1,660,882

営業利益 490,484 670,658

営業外収益

受取利息及び受取配当金 246,452 45,493

その他 629,614 58,907

営業外収益合計 876,066 104,401

営業外費用

支払利息 11,318 12,034

その他 180,036 8,383

営業外費用合計 191,355 20,417

経常利益 1,175,195 754,642

特別利益

抱合せ株式消滅差益 － 1,409,909

特別利益合計 － 1,409,909

特別損失

固定資産処分損 30,013 －

関係会社貸倒引当金繰入額 462,059 －

特別損失合計 492,072 －

税引前当期純利益 683,122 2,164,552

法人税、住民税及び事業税 305,844 287,507

過年度法人税等 － 55,567

法人税等調整額 △6,383 △26,224

法人税等合計 299,461 316,851

当期純利益 383,661 1,847,701
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（３）株主資本等変動計算書

前事業年度（自 2017年４月１日 至 2018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 5,003,000 471,944 5,571,925

当期変動額

剰余金の配当 － － － － － △94,537 △94,537

当期純利益 － － － － － 383,661 383,661

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 － － － － － 289,123 289,123

当期末残高 2,143,486 1,641,063 1,641,063 96,981 5,003,000 761,068 5,861,049

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 △9,453 9,347,022 57,848 57,848 9,404,871

当期変動額

剰余金の配当 － △94,537 － － △94,537

当期純利益 － 383,661 － － 383,661

自己株式の取得 △856 △856 － － △856

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

－ － 4,731 4,731 4,731

当期変動額合計 △856 288,266 4,731 4,731 292,997

当期末残高 △10,310 9,635,289 62,580 62,580 9,697,869
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当事業年度（自 2018年４月１日 至 2019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 5,003,000 761,068 5,861,049

当期変動額

剰余金の配当 － － － － － △94,521 △94,521

当期純利益 － － － － － 1,847,701 1,847,701

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 － － － － － 1,753,179 1,753,179

当期末残高 2,143,486 1,641,063 1,641,063 96,981 5,003,000 2,514,247 7,614,228

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 △10,310 9,635,289 62,580 62,580 9,697,869

当期変動額

剰余金の配当 － △94,521 － － △94,521

当期純利益 － 1,847,701 － － 1,847,701

自己株式の取得 △179 △179 － － △179

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

－ － △17,521 △17,521 △17,521

当期変動額合計 △179 1,753,000 △17,521 △17,521 1,735,478

当期末残高 △10,489 11,388,289 45,058 45,058 11,433,348

決算短信（宝印刷） 2019年05月10日 10時25分 18ページ（Tess 1.50(64) 20181220_01）



株式会社メタルアート(5644) 2019年３月期 決算短信

-17-

（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。

(企業結合等関係)

１.連結子会社の吸収合併

当社は、2017年11月６日開催の取締役会において、当社連結子会社である株式会社メタルテックスを吸収合併

することを決議し、2018年４月１日付で吸収合併いたしました。

(１) 取引の概要

　①結合当事企業の名称及びその事業の内容

　 結合当事企業の名称 株式会社メタルテックス

　 事業の内容 各種金属の塑性加工及び切削加工、建設機械足回りトラックリンクの加工及び組付

　②企業結合日

　 2018年４月１日

　③企業結合の法的形式

　 当社を存続会社、株式会社メタルテックスを消滅会社とする吸収合併

　④結合後企業名称

　 株式会社メタルアート

　⑤その他取引の概要に関する事項

鍛造から機械加工の一貫事業の充実による競争力向上を目的とした吸収合併

(２) 実施した会計処理の概要

　 「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）及び「企業結合会計基準及び事業

分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成25年９月13日）に基づき、共通支配

下の取引として処理しています。
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２.共通支配下の取引等

当社は、2019年３月18日付で当社の子会社であるPT.METALART ASTRA INDONESIAに対し当社の金銭債権を現物

出資し、増資を引き受けています。

(１) 取引の概要

　①結合当事企業の名称及びその事業の内容

　 結合当事企業の名称 PT.METALART ASTRA INDONESIA

　 事業の内容 鍛造品の製造・販売

　②企業結合日

　 2019年３月18日

　③企業結合の法的形式

　 貸付金の現物出資による株式取得（デット・エクイティ・スワップ）

　④結合後企業名称

　 名称の変更はありません。

　⑤その他取引の概要に関する事項

当社は、PT.METALART ASTRA INDONESIAの財務体質の改善を目的とした同社の増資を、

デット・エクイティ・スワップによる方法で引き受けています。

(２) 実施した会計処理の概要

「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）及び「企業結合会計基準及び事業

分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成25年９月13日）に基づき、共通支配下

の取引として処理しています。

(３) 子会社株式の追加取得に関する事項

　取得原価及び対価の種類ごとの内訳

　取得の対価（現物出資の対象となる債権の額面総額） 3,998,516千円

取得の対価（現物出資の対象となる債権に対する貸倒引当金） 1,136,808千円

取得原価 2,861,708千円

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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５. 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 23,508,781 77.2 25,658,863 80.0 2,150,081 9.1

建 設 機 械 部 品 5,734,734 18.8 5,054,565 15.8 △ 680,168 △ 11.9

農業機械部品 641,692 2.1 746,965 2.3 105,273 16.4

そ の 他 部 品 571,452 1.9 616,938 1.9 45,485 8.0

合 計 30,456,660 100.0 32,077,332 100.0 1,620,671 5.3

(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

当連結会計年度 当連結会計年度
（平成29年4月1日～平成30年3月31日） （平成30年4月1日～平成31年3月31日）
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