
平成23年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成23年1月31日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社メタルア－ト 上場取引所 大 

コード番号 5644 URL http://www.metalart.co.jp/
代表者 （役職名） 取締役社長 （氏名） 倉長 勇太郎

問合せ先責任者 （役職名） 常務取締役 （氏名） 大野 一司 TEL 077-563-2111
四半期報告書提出予定日 平成23年2月10日

配当支払開始予定日 ―

四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無

四半期決算説明会開催の有無 ： 無

1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年12月31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3四半期 19,551 26.3 1,445 181.6 1,426 186.6 808 214.9
22年3月期第3四半期 15,474 △34.3 513 △47.9 497 △48.1 256 △38.6

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3四半期 51.30 ―

22年3月期第3四半期 16.29 ―

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3四半期 21,764 7,836 36.0 497.07
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3四半期  7,836百万円 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  無  
 

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き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利用にあたっての注意事項等については、
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3Q 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3Q  20,969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3Q 15,766,537株 22年3月期3Q 15,767,175株
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当第３四半期連結累計期間における経済環境は、国内外の財政・金融対策の効果や新興国向け輸出に支

えられ、一部景気回復の兆しが見られたものの、設備投資、個人消費は回復に至っておらず、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、自動車部品部門においては、上半期は国内外の各種優遇税制等の効果により堅調

に推移しましたが、第３四半期に入り国内のエコカー購入補助金の打ち切り等もあり、前年同期比で売上

が減少傾向となりました。一方、海外市場ではアジアを中心とする新興国向けの小型車市場が好調に推移

し、国内市場の不振をカバーしました。また、建設機械部品部門においては、依然として国内需要は低迷

したものの、中国・東南アジア等の新興国の旺盛な需要が続いたことにより建設機械メーカーの生産も増

加基調となり当社売上高も堅調に推移しました。 

 この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は195億５千１百万円（前年同四半期比26.3%増）となり

ました。部門別では、自動車部品は124億２千１百万円（前年同四半期比4.9%増）、建設機械部品は61億

６千８百万円（前年同四半期比118.0%増）、農業機械部品は５億５千５百万円（前年同四半期比55.8%

増）、その他部品は４億６百万円（前年同四半期比8.3%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もあり、営業利

益は14億４千５百万円（前年同四半期比181.6%増）、経常利益は14億２千６百万円（前年同四半期比

186.6%増）、四半期純利益は８億８百万円（前年同四半期比214.9%増）となりました。 

  

当第３四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７億６千

１百万円増加し、217億６千４百万円となりました。 

 資産の部では、流動資産は現金及び預金が２億１千１百万円減少、受取手形及び売掛金が７億８千８百

万円増加、棚卸資産が３億２千万円増加、未収入金が７億３千１百万円増加したこと等により、前連結会

計年度末に比べ16億５千３百万円増加し、123億９千６万円となり、また固定資産は有形固定資産が８億

５千万円減少したこと等により前連結会計年度末に比べ８億９千２百万円減少し、93億６千８百万円とな

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９億４千１百万円増加したこと等により、前連結会

計年度末に比べ10億４千１百万円増加し、122億８百万円となり、固定負債は、長期借入金が11億２百万

円減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ９億８千４百万円減少し、17億１千９百万円となりま

した。 

 純資産は、四半期純利益８億８百万円計上による増加、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７億４百万円増加し、78億３千６百万円となりました。 

  

  

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３四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２億１千１百万円減少し、８億９千万円となりました。 

  

当第３四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11億７千４百万円（前年同四半期は13億４千６百万円の増加）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13億９千８百万円、減価償却費９億４千５百万円、仕入債

務の増加９億４千１百万円、また、減少要因として売上債権の増加７億８千８百万円、未収入金の増加７

億２百万円、棚卸資産の増加３億２千万円、法人税等の支払額３億３百万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１億２百万円（前年同四半期は３億４千万円の減少）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９千９百万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12億８千３百万円（前年同四半期は10億４千４百万円の減少）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11億８千１百万円、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11月２日に公表しました予想から変更はありません。 

  

(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３四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３四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益は、それぞれ482千円減少、税金等

調整前四半期純利益は、28,188千円減少しています。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31,795千円であります。 

  

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 

①「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３四半

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。 

② 前第３四半期連結累計期間において、営業外費用の「その他」に含めていた「固定資産処分

損」は、営業外費用総額の100分の20を超えたため、当第３四半期連結累計期間では区分掲記するこ

ととしています。なお、前第３四半期連結累計期間の営業外費用の「その他」に含まれる「固定資産

処分損」は1,164千円であります。 
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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３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 890,064 1,101,244

受取手形及び売掛金 4,720,913 3,932,221

製品 351,961 283,784

仕掛品 1,170,184 818,375

原材料及び貯蔵品 1,007,509 1,107,418

未収入金 4,075,064 3,343,607

その他 180,382 155,766

流動資産合計 12,396,081 10,742,419

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,582,531 2,702,123

機械装置及び運搬具（純額） 3,985,466 4,653,185

その他（純額） 2,281,736 2,344,954

有形固定資産合計 8,849,734 9,700,263

無形固定資産 81,597 96,205

投資その他の資産   

投資有価証券 282,936 297,030

その他 157,356 170,397

貸倒引当金 △3,380 △3,380

投資その他の資産合計 436,912 464,048

固定資産合計 9,368,243 10,260,517

資産合計 21,764,325 21,002,936

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,841,039 5,899,504

短期借入金 4,107,126 4,185,566

未払法人税等 380,294 155,485

賞与引当金 103,685 238,792

役員賞与引当金 12,750 17,000

その他 763,351 670,786

流動負債合計 12,208,247 11,167,134

固定負債   

長期借入金 1,370,120 2,472,948

退職給付引当金 72,795 59,094

役員退職慰労引当金 75,900 80,700

資産除去債務 31,795 －

その他 168,614 90,662

固定負債合計 1,719,225 2,703,404
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 13,927,473 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 3,982,160 3,267,941

自己株式 △6,436 △6,270

株主資本合計 7,760,274 7,046,220

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 76,578 86,176

評価・換算差額等合計 76,578 86,176

純資産合計 7,836,852 7,132,397

負債純資産合計 21,764,325 21,002,936
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(2) 四半期連結損益計算書 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 15,474,448 19,551,600

売上原価 14,048,806 17,105,851

売上総利益 1,425,642 2,445,748

販売費及び一般管理費 912,455 1,000,697

営業利益 513,186 1,445,050

営業外収益   

受取利息 58 23

受取配当金 3,626 4,102

受取ロイヤリティー 16,274 14,630

物品売却益 7,603 10,415

助成金収入 22,797 4,863

その他 32,201 13,813

営業外収益合計 82,562 47,849

営業外費用   

支払利息 80,643 45,996

固定資産処分損 － 16,713

その他 17,465 4,019

営業外費用合計 98,108 66,729

経常利益 497,640 1,426,171

特別損失   

固定資産処分損 9,189 －

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 9,189 27,706

税金等調整前四半期純利益 488,450 1,398,465

法人税、住民税及び事業税 220,579 589,646

過年度法人税等 11,048 －

法人税等合計 231,628 589,646

少数株主損益調整前四半期純利益 － 808,819

四半期純利益 256,822 808,819
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31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 488,450 1,398,465

減価償却費 949,359 945,890

賞与引当金の増減額（△は減少） △122,256 △135,106

役員賞与引当金の増減額（△は減少） － △4,250

退職給付引当金の増減額（△は減少） △19,554 10,999

受取利息及び受取配当金 △3,685 △4,125

支払利息 80,643 45,996

有形固定資産除却損 9,633 16,713

有形固定資産売却損益（△は益） 721 －

売上債権の増減額（△は増加） △661,498 △788,692

未収入金の増減額（△は増加） △1,234,982 △702,376

たな卸資産の増減額（△は増加） 422,507 △320,077

仕入債務の増減額（△は減少） 1,613,283 941,534

その他 △11,262 107,269

小計 1,511,360 1,512,241

利息及び配当金の受取額 3,687 4,125

利息の支払額 △70,633 △38,520

法人税等の支払額 △319,082 △303,528

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 1,346,751 1,174,317

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 △2,194 △2,036

有形固定資産の取得による支出 △324,607 △99,365

有形固定資産の売却による収入 1,290 －

その他 △14,825 △650

投資活動によるキャッシュ・フロー △340,336 △102,051

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 △1,037,868 △1,181,268

リース債務の返済による支出 △6,155 △7,647

自己株式の取得による支出 △140 △166

配当金の支払額 △687 △94,364

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,044,851 △1,283,445

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △38,436 △211,180

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 735,356 890,064

㈱メタルアート（5644）平成23年３月期　第３四半期決算短信

-9-



  
当第３四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31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３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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３四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31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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