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1.  平成24年3月期の連結業績（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年3月期 28,343 8.8 1,879 18.4 1,917 24.1 966 10.7
23年3月期 26,056 20.4 1,587 101.0 1,545 100.7 872 68.9

（注）包括利益 24年3月期 972百万円 （11.2％） 23年3月期 874百万円 （35.5％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利益

率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

24年3月期 61.28 ― 11.6 8.6 6.6
23年3月期 55.34 ― 11.6 7.2 6.1

（参考） 持分法投資損益 24年3月期  ―百万円 23年3月期  ―百万円

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 22,764 8,789 38.6 557.54
23年3月期 21,679 7,911 36.5 501.84

（参考） 自己資本   24年3月期  8,789百万円 23年3月期  7,911百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

24年3月期 891 △1,343 △1,514 474
23年3月期 3,254 △157 △1,757 2,440

2.  配当の状況 

(注） ・24年３月期期末配当金の内訳 普通配当8円00銭  記念配当1円00銭 
    ・25年３月期の配当金額は未定であります。 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

23年3月期 ― 0.00 ― 6.00 6.00 94 10.8 1.3
24年3月期 ― 0.00 ― 9.00 9.00 141 14.7 1.7

25年3月期(予想) ― ― ― ― ― ―

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日） 
 

（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期(累計) 13,700 7.2 810 △25.2 830 △25.5 500 △21.5 31.72
通期 26,500 △6.5 1,450 △22.8 1,480 △22.8 890 △7.9 56.46



※  注記事項 

(1) 期中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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 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 22,828 株 23年3月期 21,594 株

③ 期中平均株式数 24年3月期 15,764,664 株 23年3月期 15,766,232 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成24年3月期の個別業績（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年3月期 28,343 8.8 1,141 △10.3 1,212 △2.5 608 8.7
23年3月期 26,056 20.4 1,272 167.7 1,244 109.1 560 17.5

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

24年3月期 38.62 ―

23年3月期 35.52 ―

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 20,536 7,156 34.8 453.95
23年3月期 19,234 6,635 34.5 420.92

（参考） 自己資本 24年3月期  7,156百万円 23年3月期  6,635百万円

2. 平成25年 3月期の個別業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
・この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続は終
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記事項等については、添付資
料２ページ「経営成績に関する分析」をご覧ください。 

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

第2四半期(累計) 13,700 7.2 500 △38.6 540 △36.5 320 △34.7 20.30
通期 26,500 △6.5 940 △17.6 1,020 △15.9 610 0.2 38.70
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(当期の経営成績）  

当連結会計年度における我が国経済は、平成23年３月に発生した東日本大震災に加え、タイの大洪水

により２度にわたってサプライチェーンが寸断され、生産面に多大な減産影響をもたらしましたが、生

産復旧に向けた諸対策により早期に生産は復旧するとともに減産分の取り戻しや復興需要により景気は

緩やかに持ち直しの傾向が見られました。しかしながら、欧州の政府債務危機や長引く円高などにより

企業業績の悪化懸念もあり、また、国内設備投資や個人消費も伸び悩むという先行き不透明な状況が続

きました。 

 このような状況のなか、当社グループにおきましては、自動車部品部門では、国内は東日本大震災及

びタイの大洪水の復興需要や12月からのエコカー補助金復活の影響で堅調に推移し、また海外市場では

アジアを中心とする新興国向けのコンパクトカーや資源国向けの多目的車の好調な販売により受注は順

調に推移しました。一方、建設機械部品部門においては、震災復興需要で国内市場は需要が伸びるとと

もに、海外市場では中国需要は落ち込んだものの、アセアン地区・北米・中南米における需要が伸び、

全体として順調な売上を達成することができました。また、農業機械部品部門では東南アジアやインド

における需要に加え、北米市場も回復した結果、当社売上高も好調に推移しました。 

 この結果、当連結会計年度の売上高は、283億４千３百万円（前年同期比8.8％増）となりました。 

 部門別売上高では、自動車部品は173億６千４百万円（前年同期比5.7％増）、建設機械部品は94億７

千３百万円（前年同期比12.9％増）、農業機械部品は８億７千７百万円（前年同期比22.6％増）、その

他部品は６億２千７百万円（前年同期比21.3％減）となりました。 

 一方、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18億７千９百万円（前年同期比18.4％増）、経常利益は19億１千７百万円（前年同期比

24.1％増）、当期純利益は９億６千６百万円（前年同期比10.7％増）となりました。 

  

  

当社グループの主要受注先である自動車業界においては、エコカー補助金復活、新興国向けの堅調な

需要など足元は堅調に推移するものの、エコカー補助金終了に伴なう国内需要の減少や新興国市場にお

ける海外メーカとの競争激化等、先行きは厳しい状況が予想されます。また、建設機械業界において

は、震災復興需要により国内市場は需要回復が見込まれるものの、中国市場の低迷や新興国経済の成長

鈍化により海外需要は先行き不透明な状況であり、また現地建設機械メーカとの競争激化に伴う部品の

現地調達化、海外調達化、低価格化の流れも加速しており、当社グループを取り巻く環境は益々厳しさ

を増してくるものと予想されます。 

 このような経営環境のもと、次期の業績につきましては、売上高は265億円（前年同期比6.5％減）、

営業利益は14億５千万円（前年同期比22.8％減）、経常利益は14億８千万円（前年同期比22.8％減）、

当期純利益は８億９千万円（前年同期比7.9％減）と予想しています。              

１．経営成績

（１）経営成績に関する分析

（次期の見通し）
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当連結会計年度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10億８千４百万円増

加し、227億６千４百万円となりました。 

 資産の部では、流動資産は現金及び預金が３億６千５百万円減少、受取手形及び売掛金が15億６千２

百万円増加、有価証券（譲渡性預金）が16億円減少、未収入金が13億２千８百万円増加したこと等によ

り、前連結会計年度末に比べ11億６千７百万円増加し、135億１千８百万円となり、また固定資産は有

形固定資産が７千２百万円減少したこと等により前連結会計年度末に比べ８千３百万円減少し、92億４

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12億３千２百万円増加、短期借入金が12億７千３

百万円減少、未払費用が１億３百万円増加、未払法人税等が１億２千７百万円増加したこと等により、

前連結会計年度末に比べ１億８千８百万円増加し、134億４千５百万円となり、固定負債は、長期借入

金が１億３千２百万円減少、退職給付引当金が１億６千６百万円増加したこと等により、前連結会計年

度末に比べ１千８百万円増加し、５億２千９百万円となりました。 

 純資産は、当期純利益９億６千６百万円計上による増加、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８億７千７百万円増加し、87億８千９百万円となりました。 

  

当連結会計年度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19億６千５百万円減少し、４億７千４百万円となりました。 

  

当期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８億９千１百万円（前年同期は32億５千４百万円の増加）となりまし

た。この主な要因は税金等調整前当期純利益17億６千２百万円、減価償却費13億６千３百万円、仕入債

務の増加12億３千２百万円、また、減少要因として法人税等の支払額７億１千７百万円、売上債権の増

加16億９千６百万円、未収入金の増加13億２千８百万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13億４千３百万円（前年同期は１億５千７百万円の減少）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13億４千万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15億１千４百万円（前年同期は17億５千７百万円の減少）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12億４千万円、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９千３百万円等によるものであります。 

  

(２) 財政状態に関する分析
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当社は、株主に対する利益還元を重要な経営目的の一つであると考え、安定した配当の実施を基本と

し、業績と企業体質の強化を総合的に勘案して決定することにしています。また、内部留保金につきま

しては、企業体質の強化と将来の事業活動の発展につながる投資に充当いたします。 

 当期の配当につきましては、今回の業績等を考慮し、期末配当は１株当たり８円の普通配当に、創業

95周年の記念配当１円を加え、前期に対し３円増配の１株当たり９円を予定しております。 

 なお、次期の配当につきましては、今後、業績動向を見極めつつ検討することとしており、未定であ

ります。 

  

・当社は、お客様第一、品質第一をモットーに新技術の開発と新分野の開拓を図り、市場に対応でき

る競争力を実現することに努めます。 

・株主、取引先、地域住民、従業員等会社関係者に満足と信頼を提供し、社会に貢献する企業を目指

しています。 

当社の主力ユーザである自動車業界、建設機械業界においては、今後益々、中国、東南アジア及びイ

ンドなどの新興国市場への展開が進むとともに、海外生産に伴う部品の現地調達化の加速やグローバル

展開に向けての低コスト化の要請が強まっています。 

 このような状況のなか、当社グループは、グローバル競争に打ち勝つため、鍛造から機械加工までの

一貫製品の受注拡大を中心とする付加価値の向上策を図るとともに、お客様のニーズを先取りした積極

的な新規拡販活動の展開により、事業拡大と収益力の向上に努めてまいります。 

(３) 利益配分に関する基本方針及び当期の配当・次期の配当

２．経営方針

（１）会社の経営の基本方針

（２）中長期的な経営戦略と対処すべき課題
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３．連結財務諸表 
（１）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) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 840,167 474,673

受取手形及び売掛金 4,043,938 5,606,879

電子記録債権 － 133,676

有価証券 1,600,000 －

製品 308,580 331,156

仕掛品 1,011,779 1,029,271

原材料及び貯蔵品 1,088,561 1,134,826

繰延税金資産 167,031 197,985

未収入金 3,269,863 4,598,305

その他 20,722 11,839

流動資産合計 12,350,644 13,518,614

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,568,036 2,462,751

機械装置及び運搬具（純額） 3,840,271 3,838,833

工具、器具及び備品（純額） 202,911 209,269

土地 1,982,929 2,056,775

リース資産（純額） 33,647 22,558

建設仮勘定 168,813 133,681

有形固定資産合計 8,796,609 8,723,870

無形固定資産   

公共施設利用権 16,134 14,689

その他 71,761 54,430

無形固定資産合計 87,896 69,120

投資その他の資産   

投資有価証券 289,853 290,524

長期貸付金 819 489

繰延税金資産 20,539 38,886

その他 139,296 129,088

貸倒引当金 △5,880 △5,880

投資その他の資産合計 444,628 453,108

固定資産合計 9,329,134 9,246,098

資産合計 21,679,779 22,764,713
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,805,733 8,037,804

短期借入金 4,873,600 3,600,000

リース債務 13,347 12,592

未払費用 390,454 494,401

未払法人税等 446,207 573,953

設備関係支払手形 19,046 2,467

賞与引当金 274,261 294,457

役員賞与引当金 16,000 11,000

その他 418,752 419,290

流動負債合計 13,257,403 13,445,966

固定負債   

長期借入金 132,800 －

リース債務 30,216 17,624

繰延税金負債 157,373 146,427

退職給付引当金 77,905 244,896

役員退職慰労引当金 80,600 73,500

資産除去債務 31,827 47,263

固定負債合計 510,723 529,711

負債合計 13,768,126 13,975,678

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 4,917,335

自己株式 △6,629 △6,949

株主資本合計 7,823,824 8,694,936

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 94,099

その他の包括利益累計額合計 87,828 94,099

純資産合計 7,911,652 8,789,035

負債純資産合計 21,679,779 22,764,713
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
 連結損益計算書 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

売上高 26,056,172 28,343,682

売上原価 23,145,265 25,138,010

売上総利益 2,910,907 3,205,672

販売費及び一般管理費 1,323,035 1,326,399

営業利益 1,587,872 1,879,272

営業外収益   

受取利息 28 1,489

受取配当金 4,139 5,726

受取ロイヤリティー 18,149 12,275

物品売却益 14,284 18,923

助成金収入 4,863 20,453

その他 17,513 27,831

営業外収益合計 58,979 86,699

営業外費用   

支払利息 56,765 23,673

固定資産処分損 21,363 10,834

支払手数料 17,611 －

その他 5,176 13,514

営業外費用合計 100,916 48,022

経常利益 1,545,934 1,917,950

特別損失   

固定資産処分損 6,029 21,187

投資有価証券評価損 12,326 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 27,706 －

退職給付費用 － 134,675

その他 3,300 －

特別損失合計 49,362 155,863

税金等調整前当期純利益 1,496,572 1,762,087

法人税、住民税及び事業税 653,977 848,092

法人税等調整額 △29,967 △52,029

法人税等合計 624,010 796,063

少数株主損益調整前当期純利益 872,561 966,023

当期純利益 872,561 966,023
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 連結包括利益計算書 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 872,561 966,023

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 1,652 6,270

その他の包括利益合計 1,652 6,270

包括利益 874,214 972,294

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 874,214 972,294

少数株主に係る包括利益 － －
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（３）連結株主資本等変動計算書 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 2,143,486 2,143,486

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,143,486 2,143,486

資本剰余金   

当期首残高 1,641,063 1,641,063

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,641,063 1,641,063

利益剰余金   

当期首残高 3,267,941 4,045,903

当期変動額   

剰余金の配当 △94,599 △94,591

当期純利益 872,561 966,023

当期変動額合計 777,962 871,431

当期末残高 4,045,903 4,917,335

自己株式   

当期首残高 △6,270 △6,629

当期変動額   

自己株式の取得 △358 △320

当期変動額合計 △358 △320

当期末残高 △6,629 △6,949

株主資本合計   

当期首残高 7,046,220 7,823,824

当期変動額   

剰余金の配当 △94,599 △94,591

当期純利益 872,561 966,023

自己株式の取得 △358 △320

当期変動額合計 777,603 871,111

当期末残高 7,823,824 8,694,936
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 86,176 87,828

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,652 6,270

当期変動額合計 1,652 6,270

当期末残高 87,828 94,099

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 86,176 87,828

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,652 6,270

当期変動額合計 1,652 6,270

当期末残高 87,828 94,099

純資産合計   

当期首残高 7,132,397 7,911,652

当期変動額   

剰余金の配当 △94,599 △94,591

当期純利益 872,561 966,023

自己株式の取得 △358 △320

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,652 6,270

当期変動額合計 779,255 877,382

当期末残高 7,911,652 8,789,035
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 1,496,572 1,762,087

減価償却費 1,257,974 1,363,920

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,500 －

賞与引当金の増減額（△は減少） 35,469 20,196

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △1,000 △5,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 20,810 166,990

受取利息及び受取配当金 △4,168 △7,216

支払利息 56,765 23,673

投資有価証券評価損益（△は益） 12,326 －

有形固定資産除却損 27,102 32,021

有形固定資産売却損益（△は益） 240 －

売上債権の増減額（△は増加） △111,717 △1,696,617

未収入金の増減額（△は増加） 102,824 △1,328,441

たな卸資産の増減額（△は増加） △199,342 △86,333

仕入債務の増減額（△は減少） 906,229 1,232,070

その他 △596 147,712

小計 3,601,989 1,625,062

利息及び配当金の受取額 4,168 7,216

利息の支払額 △47,970 △23,045

法人税等の支払額 △303,883 △717,521

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,254,303 891,712

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 △2,371 △2,617

有形固定資産の取得による支出 △149,327 △1,340,530

有形固定資産の売却による収入 50 －

その他 △6,270 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △157,919 △1,343,147

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 1,510,000 △1,240,000

長期借入金の返済による支出 △3,162,114 △166,400

リース債務の返済による支出 △10,600 △13,347

自己株式の取得による支出 △358 △320

配当金の支払額 △94,387 △93,991

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,757,460 △1,514,058

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,338,922 △1,965,494

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期末残高 2,440,167 474,673
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 該当事項はありません。 

  

近の有価証券報告書（平成23年６月29日提出）における記載から重要な変更がないため、開示を省

略しています。 

  

 当連結会計年度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。 

  

  

  

 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株当たりの純資産                      557円54銭 

     １株当たりの当期純利益                      61円28銭 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため、記

載していません。 

     （注）１株当たり当期純利益算定上の基礎 

                                  （当連結会計年度） 

     当期純利益                           966,023千円 

     普通株式に帰属しない金額                    ─  千円 

     普通株式に係る当期純利益                    966,023千円 

     普通株式の期中平均株式数                    15,764千株 

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

 リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職

給付、ストック・オプション等、企業結合等、資産除去債務に関する注記については、決算短信に

おける開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しています。 

（５）継続企業の前提に関する注記

（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

（７）追加情報

 (会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用)

（８）連結財務諸表に関する注記事項

 (セグメント情報)

(１株当たり情報)

                                （当連結会計年度）

(重要な後発事象)

(開示の省略)
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４．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

(単位：千円)

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当事業年度 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 780,740 401,311

受取手形 104,182 136,942

電子記録債権 － 133,676

売掛金 3,939,756 5,469,937

有価証券 1,600,000 －

製品 183,699 211,575

仕掛品 678,617 698,570

原材料及び貯蔵品 825,968 870,508

前渡金 36,660 －

繰延税金資産 111,724 124,821

関係会社短期貸付金 130,000 130,000

未収入金 3,605,978 5,143,765

その他 21,952 29,465

流動資産合計 12,019,280 13,350,574

固定資産   

有形固定資産   

建物 2,545,199 2,587,628

減価償却累計額 △1,009,616 △1,081,862

建物（純額） 1,535,583 1,505,766

構築物 595,630 574,460

減価償却累計額 △340,113 △357,693

構築物（純額） 255,517 216,767

機械及び装置 9,647,492 10,559,291

減価償却累計額 △6,412,820 △7,248,677

機械及び装置（純額） 3,234,672 3,310,613

車両運搬具 24,815 33,257

減価償却累計額 △22,060 △19,570

車両運搬具（純額） 2,754 13,687

工具、器具及び備品 1,129,121 1,191,428

減価償却累計額 △988,807 △1,022,208

工具、器具及び備品（純額） 140,313 169,219

土地 1,162,687 1,162,687

リース資産 89,485 89,485

減価償却累計額 △35,760 △61,902

リース資産（純額） 53,724 27,582

建設仮勘定 165,983 128,852

有形固定資産合計 6,551,235 6,535,175

無形固定資産   

公共施設利用権 15,378 13,987

電話加入権 2,196 2,196
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当事業年度 
(平成24年３月31日) 

ソフトウエア 24,557 16,404

ソフトウエア仮勘定 － 3,130

リース資産 7,841 6,219

無形固定資産合計 49,974 41,938

投資その他の資産   

投資有価証券 253,493 245,044

関係会社株式 236,260 245,380

出資金 140 140

長期貸付金 675 375

長期前払費用 1,514 －

入会保証金 67,321 69,271

その他 57,077 51,139

貸倒引当金 △2,500 △2,500

投資その他の資産合計 613,982 608,850

固定資産合計 7,215,192 7,185,963

資産合計 19,234,472 20,536,538

負債の部   

流動負債   

支払手形 164,444 907

買掛金 6,679,624 8,793,336

短期借入金 4,340,000 3,100,000

リース債務 29,152 18,490

未払金 281,891 269,021

未払費用 244,141 305,519

未払法人税等 363,096 330,321

預り金 24,464 37,408

設備関係支払手形 11,936 －

賞与引当金 181,500 196,700

役員賞与引当金 16,000 11,000

その他 68,365 41,005

流動負債合計 12,404,619 13,103,709

固定負債   

リース債務 35,491 17,001

繰延税金負債 53,942 43,885

退職給付引当金 3,437 112,590

役員退職慰労引当金 75,000 66,500

資産除去債務 25,997 36,725

固定負債合計 193,869 276,702

負債合計 12,598,488 13,380,412
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当事業年度 
(平成24年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,143,486 2,143,486

資本剰余金   

資本準備金 1,641,063 1,641,063

資本剰余金合計 1,641,063 1,641,063

利益剰余金   

利益準備金 96,981 96,981

その他利益剰余金   

別途積立金 2,073,000 2,533,000

繰越利益剰余金 600,253 654,444

利益剰余金合計 2,770,234 3,284,425

自己株式 △6,629 △6,949

株主資本合計 6,548,155 7,062,026

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 87,828 94,099

評価・換算差額等合計 87,828 94,099

純資産合計 6,635,983 7,156,126

負債純資産合計 19,234,472 20,536,538
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（２）損益計算書 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

売上高 26,056,172 28,343,682

売上原価   

製品期首たな卸高 168,469 183,699

当期製品製造原価 17,487,854 18,683,817

当期製品仕入高 6,089,354 7,344,433

合計 23,745,678 26,211,951

他勘定振替高 37,827 63,231

製品期末たな卸高 183,699 211,575

売上原価合計 23,524,150 25,937,144

売上総利益 2,532,021 2,406,537

販売費及び一般管理費 1,259,415 1,265,182

営業利益 1,272,606 1,141,355

営業外収益   

受取利息 265 1,974

受取配当金 4,139 5,726

固定資産賃貸料 385,836 525,736

受取ロイヤリティー 18,149 12,275

物品売却益 14,128 13,538

その他 17,371 27,105

営業外収益合計 439,890 586,355

営業外費用   

支払利息 51,890 20,955

賃貸収入原価 386,795 477,235

その他 29,285 16,586

営業外費用合計 467,971 514,777

経常利益 1,244,525 1,212,933

特別損失   

固定資産処分損 235,084 12,646

投資有価証券評価損 12,326 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 25,410 －

退職給付費用 － 78,694

その他 3,300 －

特別損失合計 276,120 91,340

税引前当期純利益 968,404 1,121,592

法人税、住民税及び事業税 429,511 527,746

法人税等調整額 △21,184 △14,937

法人税等合計 408,326 512,809

当期純利益 560,078 608,783
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（３）株主資本等変動計算書 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 2,143,486 2,143,486

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,143,486 2,143,486

資本剰余金   

資本準備金   

当期首残高 1,641,063 1,641,063

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,641,063 1,641,063

資本剰余金合計   

当期首残高 1,641,063 1,641,063

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,641,063 1,641,063

利益剰余金   

利益準備金   

当期首残高 96,981 96,981

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 96,981 96,981

その他利益剰余金   

別途積立金   

当期首残高 1,953,000 2,073,000

当期変動額   

別途積立金の積立 120,000 460,000

当期変動額合計 120,000 460,000

当期末残高 2,073,000 2,533,000

繰越利益剰余金   

当期首残高 254,774 600,253

当期変動額   

別途積立金の積立 △120,000 △460,000

剰余金の配当 △94,599 △94,591

当期純利益 560,078 608,783

当期変動額合計 345,478 54,191

当期末残高 600,253 654,444

利益剰余金合計   

当期首残高 2,304,755 2,770,234
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

当期変動額   

別途積立金の積立 － －

剰余金の配当 △94,599 △94,591

当期純利益 560,078 608,783

当期変動額合計 465,478 514,191

当期末残高 2,770,234 3,284,425

自己株式   

当期首残高 △6,270 △6,629

当期変動額   

自己株式の取得 △358 △320

当期変動額合計 △358 △320

当期末残高 △6,629 △6,949

株主資本合計   

当期首残高 6,083,035 6,548,155

当期変動額   

剰余金の配当 △94,599 △94,591

当期純利益 560,078 608,783

自己株式の取得 △358 △320

当期変動額合計 465,119 513,871

当期末残高 6,548,155 7,062,026

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 86,176 87,828

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,652 6,270

当期変動額合計 1,652 6,270

当期末残高 87,828 94,099

評価・換算差額等合計   

当期首残高 86,176 87,828

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,652 6,270

当期変動額合計 1,652 6,270

当期末残高 87,828 94,099
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

純資産合計   

当期首残高 6,169,211 6,635,983

当期変動額   

剰余金の配当 △94,599 △94,591

当期純利益 560,078 608,783

自己株式の取得 △358 △320

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,652 6,270

当期変動額合計 466,772 520,142

当期末残高 6,635,983 7,156,126
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該当事項はありません。 

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記
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５. その他
（１）販 売 の 状 況

販    売    の   状    況

（単位：千円）

金　　　額 構成比 金　　　額 構成比 金　　　額 比　率

％ ％ ％

自 動 車 部 品 16,429,443 63.1 17,364,319 61.3 934,875 5.7

建 設 機 械 部 品 8,393,064 32.2 9,473,864 33.4 1,080,800 12.9

農業機械部品 716,150 2.7 877,911 3.1 161,761 22.6

そ の 他 部 品 517,514 2.0 627,587 2.2 110,072 21.3

合 計 26,056,172 100.0 28,343,682 100.0 2,287,509 8.8

(注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しています。

増　　　減
期 別

部門別

前連結会計年度 当連結会計年度
（平成22年4月1日～平成23年3月31日） （平成23年4月1日～平成24年3月31日）
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 (２ )役 員 の 異 動 （ 平 成 24 年 ６ 月 28 日 付 ）  

 

１．新任取締役候補 

 

 新 川 健 二    （現 執行役員 製造部長） 

 

          

 

２．新任監査役候補 

 

             並 川  博     （現 ダイハツ健康保険組合 事務長） 

 

星 加 宏 昌    （現 ダイハツ工業株式会社 執行役員） 

 

（注）星加 宏昌氏は、会社法第 2条第 16 号に定める社外監査役候補者であります。 

                                                    

３．退任予定取締役 

 

             茨 木  幹    （現 非常勤取締役・ 

ダイハツ工業株式会社 執行役員） 

  

４．退任予定監査役 

         木 村 周 平   （現 常勤監査役） 

 

以上 
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