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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期第2四半期 12,544 32.7 893 ― 881 ― 491 ―

22年3月期第2四半期 9,453 △41.5 11 △98.9 6 △99.3 △74 ―

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

23年3月期第2四半期 31.14 ―

22年3月期第2四半期 △4.74 ―

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

23年3月期第2四半期 20,968 7,510 35.8 476.36
22年3月期 21,002 7,132 34.0 452.37

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  7,510百万円 22年3月期  7,132百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

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

22年3月期 ― 0.00 ― 6.00 6.00

23年3月期 ― 0.00

23年3月期 
（予想）

― 6.00 6.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  有  
 

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

通期 24,500 13.2 1,400 77.2 1,380 79.1 770 49.1 48.84



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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、金融商品取引法に基
づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※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意事項については、
四半期決算短信（添付資料）３ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.４ その他の情報」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q 15,786,910株 22年3月期  15,786,910株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  20,274株 22年3月期  20,274株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 15,766,636株 22年3月期2Q 15,767,361株
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当第２四半期連結累計会計期間における我が国経済は、円高・デフレの進行及び厳しい雇用情勢等、依

然として先行き不透明な状況が続いています。 

 このような状況の中、当社グループでは、自動車部品部門においては、国内自動車市場ではエコカーに

対する購入補助金及び優遇税制の効果により軽自動車・小型車とも引き続き堅調に推移し、また海外市場

においても、東南アジアを中心とする新興国における小型車市場が好調で、当社売上高は順調に推移しま

した。また、建設機械部品部門においても、国内需要は伸び悩んだものの、中国・東南アジア等の新興国

の旺盛な需要に伴い建設機械メーカーの完成車や組立部品の輸出が増加し、当社売上高は前期に比べ大幅

に増加しました。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は125億４千４百万円（前年同四半期比32.7%増）となり

ました。部門別では、自動車部品は81億２千２百万円（前年同四半期比9.8%増）、建設機械部品は38億２

千３百万円（前年同四半期比151.3%増）、農業機械部品は３億４千万円（前年同四半期比63.7%増）、そ

の他部品は２億５千７百万円（前年同四半期比21.6%減）となりました。 

 損益面におきましては、売上高の増加及び当社グループを挙げての原価低減活動の効果により、営業利

益は８億９千３百万円（前年同四半期は１千１百万円の利益）、経常利益は８億８千１百万円（前年同四

半期は６百万円の利益）、四半期純利益は４億９千１百万円（前年同四半期は７千４百万円の損失）とな

りました。 

  

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３千４百

万円減少し、209億６千８百万円となりました。 

 資産の部では、流動資産は現金及び預金が２億９千８百万円増加、受取手形及び売掛金が２億９千１百

万円増加、棚卸資産が２億９千２百万円増加、未収入金が３億３千８百万円減少したこと等により、前連

結会計年度末に比べ５億７千５百万円増加し、113億１千７百万円となり、また固定資産は有形固定資産

が５億５千８百万円減少したこと等により前連結会計年度末に比べ６億９百万円減少し、96億５千万円と

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４億４千万円増加したこと等により、前連結会計年

度末に比べ４億９千５百万円増加し、116億６千２百万円となり、固定負債は、長期借入金が10億２千３

百万円減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ９億８百万円減少し、17億９千５百万円となりま

した。 

 純資産は、四半期純利益４億９千１百万円計上による増加、剰余金の配当による９千４百万円の減少等

により、前連結会計年度末に比べ３億７千８百万円増加し、75億１千万円となりました。 

  

  

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

(2) 連結財政状態に関する定性的情報
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（キャッシュ・フローの状況の分析）  

当第２四半期連結会計期間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２億９千８百万円増加し、13億９千９百万円となりました。 

  

当第２四半期連結累計期間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15億７千９百万円（前年同四半期は11億７千７百万円の増加）となりまし

た。この主な要因は税金等調整前四半期純利益８億５千３百万円、減価償却費６億１千１百万円、未収入

金の減少３億６千７百万円、仕入債務の増加４億４千万円、また、減少要因として売上債権の増加２億９

千１百万円、棚卸資産の増加２億９千２百万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８千６百万円（前年同四半期は３億８百万円の減少）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８千４百万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減少は11億９千４百万円（前年同四半期は４億３千６百万円の減少）となりまし

た。この主な要因は、長期借入金の返済による支出10億９千５百万円、配当金の支払９千４百万円による

ものであります。 

  

  

通期の連結業績予想につきましては、平成22年５月13日に発表しました内容より修正を行っています。

具体的な内容につきましては、本日公表しました「平成23年３月期 第２四半期累計期間の業績予想値と

実績値との差異及び通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

 なお、実際の業績は、今後の様々な要因によって変動する場合があります。 

  

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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 該当事項はありません。 

  

  

① 棚卸資産の評価方法 

  当第２四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実

地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっています。 

② 固定資産の減価償却費の算定方法 

  固定資産の年度中の取得、売却又は除却等の見積りを考慮した予算に基づく年間償却予定額を

期間按分法によっています。 

 ③ 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

  繰延税金資産の回収可能性の判断に関しましては、前連結会計年度末以降に経営環境に著しい変化が

なく、かつ、一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められる場合には、前連結会計年度決算

において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっており、前連結会

計年度末以降に経営環境に著しい変化があるか、または、一時差異等の発生状況に著しい変化が認め

られた場合には、前連結会計年度決算において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングに

当該著しい変化の影響を加味したものを利用する方法によっています。 

 ④ 税金費用の計算 

  当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する方法を採用しています。ただし、当該見積実効税

率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用する

方法によっています。 

 なお、法人税等調整額は、法人税、住民税及び事業税に含めて表示しています。 

  

(会計処理の変更） 

 ・資産除去債務に関する会計基準等の適用 

  第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年

３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成

20年３月31日）を適用しています。 

 これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益は、それぞれ324千円減少、税金等

調整前四半期純利益は、28,030千円減少しています。また、当会計基準等の適用開始による資産除去

債務の変動額は31,763千円であります。 

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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(表示方法の変更） 

 ・四半期連結損益計算書関係 

  「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20年12月26日)に基づき財務諸表等規

則等の一部を改正する内閣府令(平成21年３月24日  内閣府令第５号)の適用に伴い、当第２四半期連

結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しています。 
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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）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,399,736 1,101,244

受取手形及び売掛金 4,223,576 3,932,221

製品 306,487 283,784

仕掛品 1,053,049 818,375

原材料及び貯蔵品 1,142,219 1,107,418

未収入金 3,004,963 3,343,607

その他 187,404 155,766

流動資産合計 11,317,437 10,742,419

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,622,285 2,702,123

機械装置及び運搬具（純額） 4,227,824 4,653,185

その他（純額） 2,291,950 2,344,954

有形固定資産合計 9,142,059 9,700,263

無形固定資産 85,866 96,205

投資その他の資産   

投資有価証券 267,589 297,030

その他 158,699 170,397

貸倒引当金 △3,380 △3,380

投資その他の資産合計 422,908 464,048

固定資産合計 9,650,834 10,260,517

資産合計 20,968,272 21,002,936

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,339,980 5,899,504

短期借入金 4,113,752 4,185,566

未払法人税等 279,716 155,485

賞与引当金 247,366 238,792

役員賞与引当金 8,500 17,000

その他 673,075 670,786

流動負債合計 11,662,390 11,167,134

固定負債   

長期借入金 1,449,486 2,472,948

退職給付引当金 77,220 59,094

役員退職慰労引当金 71,200 80,700

資産除去債務 31,763 －

その他 165,552 90,662

固定負債合計 1,795,221 2,703,404
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

負債合計 13,457,611 13,870,539

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 3,664,358 3,267,941

自己株式 △6,270 △6,270

株主資本合計 7,442,638 7,046,220

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 68,021 86,176

評価・換算差額等合計 68,021 86,176

純資産合計 7,510,660 7,132,397

負債純資産合計 20,968,272 21,002,936

㈱メタルアート（5644）平成23年３月期　第２四半期決算短信

-7-



(2) 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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 9,453,769 12,544,684

売上原価 8,848,788 10,978,488

売上総利益 604,981 1,566,195

販売費及び一般管理費 593,897 673,026

営業利益 11,083 893,168

営業外収益   

受取利息 48 18

受取配当金 2,241 2,139

受取ロイヤリティー 9,949 11,592

物品売却益 4,210 5,718

助成金収入 22,837 4,931

その他 27,910 9,198

営業外収益合計 67,197 33,598

営業外費用   

支払利息 56,626 34,184

その他 14,864 11,516

営業外費用合計 71,491 45,701

経常利益 6,790 881,066

特別損失   

固定資産処分損 1,979 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 27,706

特別損失合計 1,979 27,706

税金等調整前四半期純利益 4,810 853,359

法人税、住民税及び事業税 68,433 362,342

過年度法人税等 11,048 －

法人税等合計 79,482 362,342

少数株主損益調整前四半期純利益 － 491,017

四半期純利益又は四半期純損失（△） △74,671 491,017
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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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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 4,810 853,359

減価償却費 621,744 611,077

賞与引当金の増減額（△は減少） △2,332 8,573

役員賞与引当金の増減額（△は減少） － △8,500

退職給付引当金の増減額（△は減少） △6,713 10,724

受取利息及び受取配当金 △2,289 △2,158

支払利息 56,626 34,184

有形固定資産除却損 2,841 8,257

売上債権の増減額（△は増加） △290,602 △291,355

未収入金の増減額（△は増加） △67,012 367,724

たな卸資産の増減額（△は増加） 535,140 △292,177

仕入債務の増減額（△は減少） 348,679 440,475

その他 △16,316 45,027

小計 1,184,577 1,785,212

利息及び配当金の受取額 2,291 2,158

利息の支払額 △50,443 △29,738

法人税等の支払額 △180,345 △178,375

法人税等の還付額 221,420 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,177,500 1,579,257

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 △1,242 △1,070

有形固定資産の取得による支出 △297,759 △84,983

有形固定資産の売却による収入 1,041 －

その他 △10,647 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △308,608 △86,053

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 △431,876 △1,095,276

リース債務の返済による支出 △3,754 △5,098

自己株式の取得による支出 △52 －

配当金の支払額 △682 △94,337

財務活動によるキャッシュ・フロー △436,366 △1,194,711

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 432,526 298,491

現金及び現金同等物の期首残高 773,792 1,101,244

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,206,318 1,399,736
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当第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日） 
  
 該当事項はありません。 

  

  

 ① 事業の種類別セグメント情報 

  
  前第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21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事業を行っている（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。）ため、事業の種別セグメント情報の記載を行っていませ
ん。 

  

 ② 所在地別セグメント情報 

  
  前第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

  

  在外連結子会社及び在外支店がないため記載を行っていません。 

  

 ③ 海外売上高 

  
  前第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

  
  海外売上高はありません。 

  

 ④ セグメント情報 

  
（追加情報） 

  第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21
年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針
第20号 平成20年３月21日）を適用しています。 

  

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。 

  

  
当第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日） 
  
 該当事項はありません。 

  

  

  

  

  

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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