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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第2四半期 12,776 1.8 1,083 21.3 1,114 26.5 636 29.7
23年3月期第2四半期 12,544 32.7 893 ― 881 ― 491 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 611百万円 （29.4％） 23年3月期第2四半期 472百万円 （―％）

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

24年3月期第2四半期 40.38 ―

23年3月期第2四半期 31.14 ―

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

24年3月期第2四半期 22,446 8,428 37.5 534.65
23年3月期 21,679 7,911 36.5 501.84

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  8,428百万円 23年3月期  7,911百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  有  

平成24年３月期の配当金額は未定であります。 

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

23年3月期 ― 0.00 ― 6.00 6.00

24年3月期 ― 0.00

24年3月期（予想） ― ― ―

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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 26,000 △0.2 1,550 △2.3 1,550 0.3 850 △2.5 53.92



(1) 当四半期連結累計期間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）  ：  無  

(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 

(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、四半期連結財務諸表に対
する四半期レビュー手続が実施中です。 

※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。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期2Q 15,786,910 株 23年3月期 15,786,910 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q 22,344 株 23年3月期 21,594 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 15,765,066 株 23年3月期2Q 15,766,636 株



  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報・・・・・・・・・・・・・・2 

（１）連結経営成績に関する定性的情報・・・・・・・・・・・・2 

（２）連結財政状態に関する定性的情報・・・・・・・・・・・・2 

（３）連結業績予想に関する定性的情報・・・・・・・・・・・・3 

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項・・・・・・・・・・・・4 

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動・・・・4 

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用・・・・4 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示・・・4 

  

３．四半期連結財務諸表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5 

（１）四半期連結貸借対照表・・・・・・・・・・・・・・・・・5 

（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・・・7 

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書・・・・・・・・・・9 

（４）継続企業の前提に関する注記・・・・・・・・・・・・・・10 

（５）追加情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10 

（６）セグメント情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10 

（７）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記・・・・・10 

○添付資料の目次

-1-

㈱メタルアート（5644）平成24年３月期　第２四半期決算短信



本年３月に発生した東日本大震災は部品供給問題等により当社の主力ユーザである自動車業界及び建設

機械業界の生産面に大きな減産影響を及ぼしましたが、生産復旧に向けた対策により第１四半期末頃には

生産も回復に向かい始めました。当社グループの受注についても自動車部品部門については６月より、建

設機械部品及び農業機械部品部門は５月よりそれぞれ震災前の受注ベースに回復し、第２四半期に入り自

動車業界を初めとする各業界が震災による第１四半期の減産分の取り戻し及び震災需要を受けての増産基

調になりました。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は前年比微増の127億７千６百万円（前年同四半期比

1.8%増）となりました。部門別では、自動車部品は76億６千２百万円（前年同四半期比5.7%減）、建設機

械部品は43億８千万円（前年同四半期比14.6%増）、農業機械部品は３億９千万円（前年同四半期比14.5%

増）、その他部品は３億４千１百万円（前年同四半期比32.7%増）となりました。 

 損益面におきましては、売上の増加及び原価低減活動等の効果により、営業利益は10億８千３百万円

（前年同四半期比21.3％増）、経常利益は11億１千４百万円（前年同四半期比26.5％増）、四半期純利益

は６億３千６百万円（前年同四半期比29.7％増）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７億６千７

百万円増加し、224億４千６百万円となりました。 

 資産の部では、流動資産は現金及び預金が１億６千７百万円減少、受取手形及び売掛金が７億６千９百

万円増加、有価証券が２億円減少、仕掛品が３億５千１百万円増加、未収入金が２億４千５百万円減少し

たこと等により、前連結会計年度末に比べ５億５千９百万円増加し、129億１千万円となり、また固定資

産は有形固定資産が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２億７百万円増加

し、95億３千６百万円となりました。 

 負債の部では、流動負債は、支払手形及び買掛金が１億３百万円減少、短期借入金が１億７千３百万円

減少、その他に含まれている未払金が６億１千万円増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ３億

７千８百万円増加し、136億３千５百万円となり、固定負債は、長期借入金が１億３千２百万円減少した

こと等により、前連結会計年度末に比べ１億２千７百万円減少し、３億８千２百万円となりました。 

 純資産は、四半期純利益６億３千６百万円計上による増加、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５億１千６百万円増加し、84億２千８百万円となりました。 

  
（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３億６千７百万円減少し、20億７千２百万円となりました。 

  

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３億５千４百万円（前年同四半期は15億７千９百万円の増加）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11億１千２百万円、減価償却費６億６千６百万円、未収入

金の減少２億４千５百万円、減少要因として売上債権の増加７億６千９百万円、たな卸資産の増加３億９

千２百万円、法人税等の支払額４億３千６百万円等によるものであります。 

  

１．当四半期決算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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（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３億１千５百万円（前年同四半期は８千６百万円の減少）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３億１千３百万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４億７百万円（前年同四半期は11億９千４百万円の減少）となりました。

この主な要因は、短期借入金の返済による支出１億４千万円、長期借入金の返済による支出１億６千６百

万円、配当金の支払９千３百万円によるものであります。 

  

平成24年３月期の連結業績予想につきましては、平成23年８月３日に公表いたしました数値から変更は

ございません。 

  

（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。 

  

  

 ○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。 

  

  

  該当事項はありません。  

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 840,167 672,793

受取手形及び売掛金 4,043,938 4,813,365

有価証券 1,600,000 1,400,000

製品 308,580 380,691

仕掛品 1,011,779 1,362,845

原材料及び貯蔵品 1,088,561 1,058,106

未収入金 3,269,863 3,023,996

その他 187,753 198,529

流動資産合計 12,350,644 12,910,327

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,568,036 2,524,923

機械装置及び運搬具（純額） 3,840,271 4,281,721

その他（純額） 2,388,301 2,262,364

有形固定資産合計 8,796,609 9,069,009

無形固定資産 87,896 76,930

投資その他の資産

投資有価証券 289,853 249,213

その他 160,655 147,353

貸倒引当金 △5,880 △5,880

投資その他の資産合計 444,628 390,687

固定資産合計 9,329,134 9,536,628

資産合計 21,679,779 22,446,955

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 6,805,733 6,702,529

短期借入金 4,873,600 4,700,000

未払法人税等 446,207 485,846

賞与引当金 274,261 292,335

役員賞与引当金 16,000 8,000

その他 841,600 1,446,758

流動負債合計 13,257,403 13,635,469

固定負債

長期借入金 132,800 －

退職給付引当金 77,905 121,561

役員退職慰労引当金 80,600 65,780

資産除去債務 31,827 31,892

その他 187,589 163,708

固定負債合計 510,723 382,942

負債合計 13,768,126 14,018,411
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成23年９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 4,045,903 4,587,924

自己株式 △6,629 △6,820

株主資本合計 7,823,824 8,365,653

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 87,828 62,890

その他の包括利益累計額合計 87,828 62,890

純資産合計 7,911,652 8,428,544

負債純資産合計 21,679,779 22,446,955
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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：千円）

前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

売上高 12,544,684 12,776,068

売上原価 10,978,488 11,056,910

売上総利益 1,566,195 1,719,158

販売費及び一般管理費 673,026 635,910

営業利益 893,168 1,083,248

営業外収益

受取利息 18 170

受取配当金 2,139 3,323

受取ロイヤリティー 11,592 7,285

物品売却益 5,718 11,620

助成金収入 4,931 19,963

その他 9,198 11,746

営業外収益合計 33,598 54,108

営業外費用

支払利息 34,184 12,772

その他 11,516 10,433

営業外費用合計 45,701 23,205

経常利益 881,066 1,114,151

特別損失

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 27,706 －

固定資産処分損 － 1,518

特別損失合計 27,706 1,518

税金等調整前四半期純利益 853,359 1,112,632

法人税等 362,342 476,019

少数株主損益調整前四半期純利益 491,017 636,613

四半期純利益 491,017 636,613
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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：千円)

前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 491,017 636,613

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △18,154 △24,938

その他の包括利益合計 △18,154 △24,938

四半期包括利益 472,863 611,674
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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22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23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 853,359 1,112,632

減価償却費 611,077 666,416

賞与引当金の増減額（△は減少） 8,573 18,073

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △8,500 △8,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 10,724 43,655

受取利息及び受取配当金 △2,158 △3,493

支払利息 34,184 12,772

有形固定資産除却損 8,257 4,876

売上債権の増減額（△は増加） △291,355 △769,426

未収入金の増減額（△は増加） 367,724 245,866

たな卸資産の増減額（△は増加） △292,177 △392,722

仕入債務の増減額（△は減少） 440,475 △103,204

その他 45,027 △26,971

小計 1,785,212 800,475

利息及び配当金の受取額 2,158 3,493

利息の支払額 △29,738 △12,648

法人税等の支払額 △178,375 △436,608

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,579,257 354,711

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 △1,070 △1,273

有形固定資産の取得による支出 △84,983 △313,794

投資活動によるキャッシュ・フロー △86,053 △315,068

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出 － △140,000

長期借入金の返済による支出 △1,095,276 △166,400

リース債務の返済による支出 △5,098 △6,673

自己株式の取得による支出 － △191

配当金の支払額 △94,337 △93,753

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,194,711 △407,018

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 298,491 △367,374

現金及び現金同等物の期首残高 1,101,244 2,440,167

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,399,736 2,072,793
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当第２四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30日） 

  

 該当事項はありません。 

  

第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の

変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変

更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）

を適用しています。 

  

 【セグメント情報】 

  

Ⅰ 前第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） 

  

  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２四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23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23年４月１日 至 平成23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）追加情報

（６）セグメント情報等

（７）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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