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(百万円未満切捨て)

１．2023年３月期第２四半期の連結業績（2022年４月１日～2022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 ％

2023年３月期第２四半期 20,100 27.5 1,605 10.4 1,645 9.4 1,072 8.2

2022年３月期第２四半期 15,761 35.0 1,454 － 1,504 415.3 991 448.0
(注) 包括利益 2023年３月期第２四半期 1,896百万円( 58.2％) 2022年３月期第２四半期 1,198百万円( 118.5％)
　

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

2023年３月期第２四半期 354.86 －

2022年３月期第２四半期 328.09 －
　　

（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 ％

2023年３月期第２四半期 39,740 21,353 47.8

2022年３月期 38,635 19,589 45.5
(参考) 自己資本 2023年３月期第２四半期 19,005百万円 2022年３月期 17,565百万円

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

2022年３月期 － 30.00 － 44.00 74.00

2023年３月期 － 30.00

2023年３月期(予想) － 0.00 －

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　

2023年３月期の期末配当金額は未定であります。
　

３．2023年３月期の連結業績予想（2022年４月１日～2023年３月31日）

(％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 43,600 24.5 2,800 △12.7 2,880 △13.0 1,870 △15.6 618.49
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
　

　　



※ 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) 2023年３月期２Ｑ 3,157,382株 2022年３月期 3,157,382株

② 期末自己株式数 2023年３月期２Ｑ 133,884株 2022年３月期 133,884株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年３月期２Ｑ 3,023,498株 2022年３月期２Ｑ 3,023,568株
　
　

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です
※ 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、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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響が残る中、緩やかな持ち直

しの動きがみられたものの、半導体不足や資源価格の高騰に加え、欧州における地政学的リスクの長期化や急激な

円安の進行が重なり、先行きが不透明な状況で推移しました。

国内外の自動車市場においても半導体不足や中国でのロックダウンにより部品の調達が停滞し、生産調整の影響

を受け受注が変動しました。

このような経営環境ではありましたが、当社グループの売上高は、自動車部門・建設機械部門共に国内外経済の

回復基調に後押しされ、増加しました。

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は201億円（前年同期比27.5％増）となりました。

部門別では、自動車部品は158億７千３百万円（前年同期比27.8％増）、建設機械部品は34億６千７百万円（前年

同期比28.4％増）、農業機械部品は４億９百万円（前年同期比4.5％増）、その他部品は３億４千９百万円（前年同

期比43.8％増）となりました。

　損益面におきましては、急激な円安の進行による影響や資源価格高騰の影響を受けたものの、グループを挙げて

の原価低減に加え、一部製品への価格転嫁を進めた結果、営業利益は16億５百万円（前年同期比10.4％増）となり、

経常利益は16億４千５百万円（前年同期比9.4％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益10億７千２百万円（前年

同期比8.2％増）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11億５百万円増加

し、397億４千万円となりました。

　資産の部では、流動資産は、売掛金が５億８千１百万円増加、原材料及び貯蔵品が７億２千万円増加したこと等

により、前連結会計年度末に比べ９億５千３百万円増加し、239億６千９百万円となり、また固定資産は有形固定資

産が１億４千７百万円増加したこと等により前連結会計年度末に比べ１億５千１百万円増加し、157億７千万円とな

りました。

負債の部では、流動負債は、資材価格の高騰による買掛金が11億３千１百万円増加、その他に含まれる設備電子

記録債務が12億６千万円減少、未払法人税等が３億８千２百万円減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ

６億３千９百万円減少し、175億３千４百万円となり、固定負債は、前連結会計年度末に比べ１千７百万円減少し、

８億５千３百万円となりました。

純資産は、親会社株主に帰属する四半期純利益10億７千２百万円の計上による増加、剰余金の配当による１億３

千３百万円の減少、為替換算調整勘定が５億３百万円の増加等により、前連結会計年度末に比べ17億６千３百万円

増加し、213億５千３百万円となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2023年３月期の通期業績予想につきましては、2022年８月12日に公表しました業績予想を修正いたしました。

詳細につきましては、本日（2022年11月11日）公表の「2023年３月期第２四半期累計期間の連結業績予想値と実績

値との差異及び通期業績予想の修正並びに剰余金の配当（中間配当）に関するお知らせ」をご参照下さい。

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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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2022年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 7,990 7,518

売掛金 5,224 5,806

電子記録債権 3,694 3,561

製品 474 521

仕掛品 1,582 1,972

原材料及び貯蔵品 3,065 3,785

その他 985 803

流動資産合計 23,016 23,969

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,202 3,442

機械装置及び運搬具（純額） 5,785 7,633

土地 2,618 2,714

その他（純額） 3,184 1,148

有形固定資産合計 14,791 14,938

無形固定資産 32 29

投資その他の資産

投資有価証券 167 161

その他 636 650

貸倒引当金 △9 △9

投資その他の資産合計 794 802

固定資産合計 15,618 15,770

繰延資産

創立費 － 0

繰延資産合計 － 0

資産合計 38,635 39,740

負債の部

流動負債

買掛金 3,811 4,942

電子記録債務 6,317 6,462

短期借入金 3,800 3,850

未払法人税等 665 283

賞与引当金 521 525

役員賞与引当金 33 14

その他 3,024 1,454

流動負債合計 18,174 17,534

固定負債

長期借入金 60 10

退職給付に係る負債 644 661

役員退職慰労引当金 73 85

資産除去債務 23 23

その他 70 72

固定負債合計 870 853

負債合計 19,045 18,387
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2022年９月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 2,143 2,143

資本剰余金 1,995 1,995

利益剰余金 13,139 14,079

自己株式 △211 △211

株主資本合計 17,067 18,007

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 59 55

為替換算調整勘定 466 969

退職給付に係る調整累計額 △28 △27

その他の包括利益累計額合計 498 998

非支配株主持分 2,023 2,347

純資産合計 19,589 21,353

負債純資産合計 38,635 39,740
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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：百万円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年９月30日)

売上高 15,761 20,100

売上原価 13,276 17,393

売上総利益 2,484 2,707

販売費及び一般管理費 1,030 1,101

営業利益 1,454 1,605

営業外収益

受取利息 24 29

受取配当金 2 2

為替差益 6 －

物品売却益 10 17

その他 19 13

営業外収益合計 62 63

営業外費用

支払利息 6 6

為替差損 － 13

その他 5 3

営業外費用合計 12 23

経常利益 1,504 1,645

税金等調整前四半期純利益 1,504 1,645

法人税等 456 464

四半期純利益 1,047 1,181

非支配株主に帰属する四半期純利益 55 108

親会社株主に帰属する四半期純利益 991 1,072
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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：百万円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年９月30日)

四半期純利益 1,047 1,181

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 0 △4

為替換算調整勘定 149 718

退職給付に係る調整額 1 0

その他の包括利益合計 151 715

四半期包括利益 1,198 1,896

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,098 1,572

非支配株主に係る四半期包括利益 100 323
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022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 1,504 1,645

減価償却費 717 843

受取利息及び受取配当金 △26 △31

支払利息 6 6

為替差損益（△は益） 7 △13

売上債権の増減額（△は増加） △1,014 △377

棚卸資産の増減額（△は増加） △983 △989

仕入債務の増減額（△は減少） 537 1,136

賞与引当金の増減額（△は減少） 16 1

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △17 △18

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 16 △11

未収入金の増減額（△は増加） △22 △59

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △10 17

その他 △454 431

小計 277 2,580

利息及び配当金の受取額 26 31

利息の支払額 △6 △6

法人税等の支払額 △423 △848

営業活動によるキャッシュ・フロー △125 1,758

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 △410 △2,408

有形固定資産の売却による収入 0 －

投資有価証券の取得による支出 △0 △0

その他 － △3

投資活動によるキャッシュ・フロー △411 △2,413

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △135 △132

リース債務の返済による支出 △1 △0

その他 － 0

財務活動によるキャッシュ・フロー △136 △132

現金及び現金同等物に係る換算差額 47 315

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △626 △472

現金及び現金同等物の期首残高 8,367 7,990

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,741 7,518

　



株式会社メタルアート(5644) 2023年３月期 第２四半期決算短信

8

（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）

該当事項はありません。

（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おります。

（収益認識関係）

当社グループは、鍛工品製造販売を営む単一セグメントであり、顧客との契約から生じる収益を財又はサー

ビスの種類並びに地理的区分により分解した情報は、以下のとおりであります。

前第２四半期連結累計期間（自 2021年４月１日 至 2021年９月30日）

(単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
（自 2021年４月１日　至 2022年９月30日）

自動車部品 建設機械部品 農業機械部品 その他 合計

日本 10,658 2,700 392 243 13,994

インドネシア 1,766 － － － 1,766

合計 12,425 2,700 392 243 15,761

当第２四半期連結累計期間（自 2022年４月１日 至 2022年９月30日）

(単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間
（自 2022年４月１日　至 2022年９月30日）

自動車部品 建設機械部品 農業機械部品 その他 合計

日本 12,608 3,467 409 349 16,836

インドネシア 3,264 － － － 3,264

合計 15,873 3,467 409 349 20,100

　


