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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

　

回次
第82期
第１四半期
連結累計期間

第83期
第１四半期
連結累計期間

第82期

会計期間
自  平成24年４月１日
至  平成24年６月30日

自  平成25年４月１日
至  平成25年６月30日

自  平成24年４月１日
至  平成25年３月31日

売上高 (千円) 6,886,634 6,402,591 25,707,180

経常利益 (千円) 435,735 513,017 1,650,141

四半期(当期)純利益 (千円) 263,970 308,283 1,014,504

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 237,761 280,694 1,057,245

純資産額 (千円) 8,884,893 9,858,958 9,704,376

総資産額 (千円) 22,442,539 22,280,230 21,976,735

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 16.75 19.56 64.36

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 39.6 44.2 44.2

(注) １　当社は四半期連結財務諸表を作成していますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載してい

ません。

２　売上高には、消費税等は含まれていません。

３　潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載をしていま

せん。

　

２ 【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、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。

当第１四半期連結累計期間において、新規設立によりPT. METALART INDONESIA（連結子会社）を連結の

範囲に含めています。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項

のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に

記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。

なお、重要事象等は存在していません。

　
２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　
３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1)経営成績の分析

当第１四半期連結累計期間における我が国経済は、政府の経済政策や日銀による金融緩和政策に対する

期待感から過度の円高が修正され、企業業績や株価が上向き、景気回復に向けた動きが見られるものの、欧

州債務問題や新興国経済の成長鈍化等の世界経済を巡る不安要素は、我が国の景気の下振れリスクとなっ

ています。

　このような状況の中、当社グループにおきましては、自動車部品部門では、国内の自動車業界における軽自

動車シェアの伸びやアベノミクス効果による景況感の改善、消費税増税前の駆け込み需要の影響により国

内需要は堅調に推移しましたが、海外ではアセアン新興国での優遇税制やガソリン補助金の打ち切りによ

り販売が低迷しました。一方、建設機械部品部門は、震災復興需要、排ガス規制対応機や消費税増税前の駆け

込み需要を受け、国内需要は堅調であったものの、海外では資源価格低迷によるアジア・豪州等の資源国で

の鉱山機械需要の減退や部品の現地調達化の進展等により売上げは落ち込みました。

　この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は64億２百万円（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44億６千３百万円（前年同四半期比4.1%減）、建設機械部品は16億６千１百万円

（前年同四半期比12.6%減）、農業機械部品は１億６千５百万円（前年同四半期比10.1%減）、その他部品は

１億１千１百万円（前年同四半期比23.1%減）となりました。

　損益面におきましては、営業利益は４億８千６百万円（前年同四半期比19.7％増）、経常利益は５億１千

３百万円（前年同四半期比17.7％増）、四半期純利益は３億８百万円（前年同四半期比16.8％増）となり

ました。

　
(2)財政状態の分析

当第１四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３億３百万

円増加し、222億８千万円となりました。

　資産の部では、流動資産は、現金及び預金が10億１千２百万円増加、有価証券（譲渡性預金）が８億５千万

円減少、売掛債権回収方法の変更等により受取手形及び売掛金が２億２千７百万円減少、電子記録債権が３

億５千５百万円増加、たな卸資産が２億１千６百万円増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ５億

３千万円増加し、132億２千９百万円となり、また固定資産は有形固定資産が２億３千１百万円減少したこ

と等により前連結会計年度末に比べ２億２千７百万円減少し、90億５千万円となりました。
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負債の部では、流動負債は、支払手形及び買掛金が４億５千６百万円増加、賞与引当金が１億５千１百万

円減少、その他に含まれている未払金が５億４千万円減少、未払費用が４億３千２百万円増加したこと等に

より、前連結会計年度末に比べ１億６千３百万円増加し、118億８千８百万円となり、固定負債は、前連結会

計年度末に比べ１千４百万円減少し、５億３千２百万円となりました。

　純資産は、四半期純利益３億８百万円計上による増加、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１億５千４百万円増加し、98億５千８百万円となりました。

　
(3）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及

び新たに生じた課題はありません。

　

(4）研究開発活動

研究開発費発生額については、現状、費用区分が困難なため、算出していません。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 40,000,000

計 40,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成25年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成25年８月９日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 15,786,91015,786,910
東京証券取引所
市場第二部

単元株式数は1,000株であります。

計 15,786,91015,786,910― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成25年６月30日 ─ 15,786,910─ 2,143,486─ 1,641,063

　

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成25年６月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)

普通株式      22,000
― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式  15,733,00015,733 ―

単元未満株式 普通株式      31,910― ―

発行済株式総数 15,786,910― ―

総株主の議決権 ― 15,733 ―

(注)　１　「完全議決権株式（その他）」欄には、証券保管振替機構名義の株式が2,000株含まれています。

また、「議決権の数」の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数２個が含まれています。

２　「単元未満株式」欄には、当社所有の自己株式898株が含まれています。

３　当第１四半期会計期間末日現在の「発行済株式」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日（平成25年３月31日）に基づく株主名簿による記載をし

ています。

　

② 【自己株式等】

平成25年６月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数
に対する所有
株式数の割合(％)

(自己保有株式)
㈱メタルアート

草津市野路三丁目２番18号 22,000 ― 22,000 0.14

計 ― 22,000 ― 22,000 0.14

　

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号）に基づいて作成しています。

　

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間(平成25年４月１日

から平成25年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成25年４月１日から平成25年６月30日まで)

に係る四半期連結財務諸表について、あらた監査法人により四半期レビューを受けています。
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１【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25年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 720,928 1,733,171

受取手形及び売掛金 ※1
 4,432,410

※1
 4,204,505

電子記録債権 3,915,197 4,270,202

有価証券 850,000 －

製品 329,669 229,030

仕掛品 895,354 1,142,079

原材料及び貯蔵品 1,102,867 1,173,107

未収入金 264,435 263,202

その他 188,335 214,433

流動資産合計 12,699,199 13,229,733

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,318,551 2,281,742

機械装置及び運搬具（純額） 3,758,895 3,516,266

その他（純額） 2,625,839 2,674,050

有形固定資産合計 8,703,287 8,472,059

無形固定資産 48,318 42,852

投資その他の資産

投資有価証券 359,551 367,642

その他 172,457 174,022

貸倒引当金 △6,080 △6,080

投資その他の資産合計 525,928 535,585

固定資産合計 9,277,535 9,050,497

資産合計 21,976,735 22,280,230

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 6,050,155 6,506,460

短期借入金 3,600,000 3,600,000

未払法人税等 211,330 195,271

賞与引当金 301,605 150,419

役員賞与引当金 17,000 3,750

その他 1,545,461 1,432,770

流動負債合計 11,725,553 11,888,671

固定負債

退職給付引当金 241,830 239,444

役員退職慰労引当金 80,700 51,765

資産除去債務 45,542 61,864

その他 178,731 179,526

固定負債合計 546,804 532,600

負債合計 12,272,358 12,421,271
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年６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 5,789,962 5,972,134

自己株式 △6,976 △6,976

株主資本合計 9,567,536 9,749,707

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 136,840 141,285

為替換算調整勘定 － △32,034

その他の包括利益累計額合計 136,840 109,251

純資産合計 9,704,376 9,858,958

負債純資産合計 21,976,735 22,280,230
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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１四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年６月30日)

売上高 6,886,634 6,402,591

売上原価 6,161,076 5,577,616

売上総利益 725,557 824,974

販売費及び一般管理費 319,204 338,575

営業利益 406,353 486,399

営業外収益

受取利息 43 13

受取配当金 3,359 3,343

為替差益 － 10,170

受取ロイヤリティー 5,699 5,372

受取保険金 16,529 96

その他 9,699 12,507

営業外収益合計 35,332 31,503

営業外費用

支払利息 4,404 4,119

その他 1,545 764

営業外費用合計 5,950 4,884

経常利益 435,735 513,017

特別損失

固定資産処分損 － 14,700

特別損失合計 － 14,700

税金等調整前四半期純利益 435,735 498,317

法人税等 171,764 190,034

少数株主損益調整前四半期純利益 263,970 308,283

四半期純利益 263,970 308,283
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【四半期連結包括利益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 263,970 308,283

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △26,209 4,444

為替換算調整勘定 － △32,034

その他の包括利益合計 △26,209 △27,589

四半期包括利益 237,761 280,694

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 237,761 280,694

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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【注記事項】

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成25年４月１日  至  平成25年６月30日)

　 連結の範囲の重要な変更

当第１四半期連結会計期間より、新たに設立したPT. METALART INDONESIAを連結の範囲に含めています。

　

(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

　

　
当第１四半期連結累計期間

(自  平成25年４月１日  至  平成25年６月30日)

１  税金費用の計算 税金費用については、当第１四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。

　

(四半期連結貸借対照表関係)

　

※１ 四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しています。

なお、当第１四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末

日満期手形が、四半期連結会計期間末残高に含まれています。

 

　
前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

受取手形 29,377千円 34,540千円

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していません。なお、第

１四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりでありま

す。

　
前第１四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日
至  平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成25年４月１日
至  平成25年６月30日)

減価償却費 339,349千円 371,560千円
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(株主資本等関係)

　

　前第１四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年６月30日)

　
１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年6月28日
定時株主総会

普通株式 141,876 ９ 平成24年３月31日 平成24年６月29日 利益剰余金

　

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計

期間の末日後となるもの

　

該当事項はありません。

　
当第１四半期連結累計期間(自  平成25年４月１日  至  平成25年６月30日)

　
１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年6月27日
定時株主総会

普通株式 126,112 ８ 平成25年３月31日 平成25年６月28日 利益剰余金

　

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計

期間の末日後となるもの

　

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ  前第１四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年６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１四半期連結累計期間(自  平成25年４月１日  至  平成25年6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。

　

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、次のとおりであります。

　

項目
前第１四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日
至  平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成25年４月１日
至  平成25年６月30日)

    １株当たり四半期純利益金額 16円75銭 19円56銭

    (算定上の基礎) 　 　

    四半期純利益金額(千円) 263,970 308,283

    普通株主に帰属しない金額 ― ―

    普通株式に係る四半期純利益金額(千円) 263,970 308,283

    普通株式の期中平均株式数(千株) 15,764 15,764

　（注）  潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していません。

　

２ 【その他】

　該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成25年８月８日

株式会社メタルアート

取締役会  御中

　

あらた監査法人

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    河   瀬   博   幸

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式
会社メタルアートの平成25年４月１日から平成26年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間
(平成25年４月１日から平成25年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成25年４月１日から平成25
年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半
期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
　
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して
四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のな
い四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する
ことが含まれる。
　
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸
表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レ
ビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施
される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において
一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手
続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
　
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正
妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社メタルアート及び連結子会社の平成
25年６月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示し
ていないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
　
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上
　

 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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