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(百万円未満切捨て)
１．平成27年３月期の連結業績（平成26年４月１日～平成27年３月31日）
（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 ％

27年３月期 25,753 △5.5 1,260 △43.0 1,629 △26.0 982 △29.0

26年３月期 27,238 6.0 2,213 39.4 2,200 33.3 1,384 36.4
(注) 包括利益 27年３月期 851百万円(△37.1％) 26年３月期 1,353百万円( 28.0％)
　

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 ％ ％ ％

27年３月期 62.34 ― 8.6 6.5 4.9

26年３月期 87.80 ― 13.4 9.4 8.1
(参考) 持分法投資損益 27年３月期 ―百万円 26年３月期 ―百万円
　　

（２）連結財政状態

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

27年３月期 25,348 12,122 46.9 769.11

26年３月期 24,689 11,448 44.6 726.32
(参考) 自己資本 27年３月期 11,887百万円 26年３月期 11,008百万円
　　

（３）連結キャッシュ・フローの状況
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

27年３月期 1,547 △2,504 △224 2,911

26年３月期 5,664 △3,076 △71 3,990
　　　

２．配当の状況

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 ％ ％

26年３月期 ― 0.00 ― 9.00 9.00 141 10.3 1.3

27年３月期 ― 0.00 ― 9.00 9.00 141 14.4 1.2

28年３月期(予想) ― 0.00 ― ― ― ―
　

（注） 28年３月期期末配当予想については未定であります。
　

３．平成28年３月期の連結業績予想（平成27年４月１日～平成28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
親会社株主に帰属
する当期純利益

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) 12,300 △2.1 260 △61.5 290 △62.1 180 △58.7 11.42

通 期 25,700 △0.2 1,130 △10.4 1,180 △27.6 740 △24.7 46.95
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※ 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

　 新規 社 (社名) 、除外 社 (社名)
　　

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有

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
　　

（３）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 27年３月期 15,786,910株 26年３月期 15,786,910株

② 期末自己株式数 27年３月期 25,800株 26年３月期 24,445株

③ 期中平均株式数 27年３月期 15,761,498株 26年３月期 15,763,345株
　　

(参考) 個別業績の概要
１．平成27年３月期の個別業績（平成26年４月１日～平成27年３月31日）
（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 ％

27年３月期 25,722 △5.6 763 △44.7 1,506 7.8 953 4.7

26年３月期 27,238 6.0 1,380 32.8 1,396 20.6 910 31.0
　

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

27年３月期 60.49 ―

26年３月期 57.76 ―
　　

（２）個別財政状態

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

27年３月期 22,218 9,397 42.3 596.23

26年３月期 21,149 8,539 40.4 541.77

(参考) 自己資本 27年３月期 9,397百万円 26年３月期 8,539百万円
　　　

※ 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、連結財務諸
表に対する監査手続きが実施中です。

　

※ 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。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特記事項等については、添付資料２ページ「1.経営成績・財政状態に
関する分析 (1) 経営成績に関する分析」をご覧ください。
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１．経営成績・財政状態に関する分析

（１）経営成績に関する分析

　

　(当期の経営成績）

当連結会計年度における我が国経済は、政府の経済政策や日銀の金融政策により円安・株価上昇が進み緩やかな景

気回復が見られるものの、消費税増税後の個人消費の回復遅れが企業業績に影響し、経済成長の停滞も見られました。

また、世界経済は北米経済の回復が見られる一方、新興国の成長鈍化など、先行き不透明な状況が続いております。

　このような環境のもと、当社主力の自動車部門では、前年は国内市場において、消費税増税による駆込み需要と軽

自動車比率の高まりを受け、旺盛な需要環境に恵まれましたが、当期に入り、消費税増税後の落込みからの回復が遅

れ、また市場の更なる競争激化も加わり当社主力ユーザーの需要が減少しました。

併せて、海外において、当社に影響の大きいアセアン地域では、競争激化による主要ユーザーの販売苦戦・ルピア

安の影響等が重なり需要の減少につながりました。

一方、建設機械部門においても、国内市場では前年の排ガス規制Tire４機導入前の駆込み需要の反動で減少いたし

ました。海外では中国・東南アジア・豪州各国における資源価格下落による鉱山機械の需要は、回復に至りませんで

した。

以上の結果、当連結会計年度の売上高は。257億５千３百万円（前年同期比5.5％減）となりました。部門別売上高

では、自動車部品は186億１千７百万円（前年同期比2.7％減）、建設機械部品は60億４千２百万円（前年同期比14.4％

減）、農業機械部品は５億８千５百万円（前年同期比6.1％減）、その他部品は５億７百万円（17.4％増）となりまし

た。

　一方、損益面におきましては、売上の減少、PT.METALART ASTRA INDONESIA（インドネシア子会社）の立上げに伴

う生産準備費用の影響が大きく、グループを挙げて原価低減に努めたものの、営業利益は12億６千万円（前年同期比

43.0％減）、経常利益は16億２千９百万円（前年同期比26.0％減）、当期純利益は９億８千２百万円（前年同期比29.0

％減）となりました。

　（次期の見通し）

当社グループの主要需要先である自動車業界において、国内市場は人口減少による国内市場縮小及び、現地生産

化・現地調達化が加速しています。また、消費税増税からの需要の回復遅れに加え、軽自動車増税が施行されること

から、更なる軽自動車市場の縮小が進み、併せて自動車メーカー間の販売激化も更に厳しくなる事が予測されます。

また、海外においては、PT.METALART ASTRA INDONESIAの本格稼働により新規製品の売上拡大を見込んでおります。

一方、建設機械業界は、排ガス規制Tire４機導入前の駆込み需要反動の回復の遅れ、海外輸入品対抗による販売価

格大幅下落や主力製品の一部現地生産化・現地調達化、中国市場やその他新興国の需要低迷の長期化など厳しい状況

が続くと予測されます。

　以上の市場環境より、海外では自動車部品の売上が拡大するものの、国内では自動車・建設機械の減少が大きく、

売上高は前年並みを予測しております。

このような見通しのもと、次期の業績につきましては、売上高は257億円（前年同期比0.2％減）、営業利益は11億３

千万円（前年同期比10.4％減）、経常利益は11億８千万円（前年同期比27.6％減）、当期純利益は７億４千万円（前年

同期比24.7％減）と予想しております。

　次期の業績予想につきましては、当社グループの予想に基づく判断によるもので、実際の業績は予想数値と異なる

場合が生じることをご承知下さい。
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（２）財政状態に関する分析

　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６億５千８百万円増加し、253億４千

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10億７千９百万円減少、受取手形及び売掛金が３億８百万円減少、電子記

録債権が３億３千９百万円増加、棚卸資産が６億６千２百万円増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ２億５

千７百万円減少し、132億５千５百万円となり、また固定資産はインドネシア子会社での設備購入等により有形固定資産

が８億１千２百万円増加したこと等により前連結会計年度末に比べ９億１千６百万円増加し、120億９千２百万円となり

ました。

　負債の部では、流動負債は、買掛金が２億４千１百万円増加、未払法人税等が１億８百万円減少したこと等により、

前連結会計年度末に比べ４千８百万円減少し、123億４千２百万円となり、固定負債は、長期借入金が返済により７千２

百万円減少、退職給付に係る負債が９千８百万円増加したことにより前連結会計年度末に比べ３千４百万円増加し、８

億８千３百万円となりました。

純資産は、当期純利益９億８千２百万円計上による増加、少数株主持ち分が２億５百万円の減少、剰余金の配当による

１億４千１百万円の減少等により、前連結会計年度末に比べ６億７千３百万円増加し、121億２千２百万円となりまし

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10億７千９百万

円減少し、29億１千１百万円となりました。

　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15億４千７百万円（前年同期は56億６千４百万円の増加）となりました。この主な増加

要因は税金等調整前当期純利益16億３千２百万円、減価償却費12億８千６百万円、また、減少要因としては法人税等の

支払額９億４千８百万円、たな卸資産６億６千万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25億４百万円（前年同期は30億７千６百万円の減少）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24億８千８百万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２億２千４百万円（前年同期は７千１百万円の減少）となりました。この主な要因は、

配当金の支払１億４千１百万円、長期借入金の返済７千２百万円によるものであります。

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

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、業績等を考慮し、期末配当は

１株当り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、業績等を見極めつつ検討することとし

ており、未定であります。
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２．経営方針

（１）会社の経営の基本方針

当社は、お客様・社会・従業員への約束として①常に新たな価値を生み出しお客様の感動を創造します②革新的な

ものづくりを通じて社会の発展に貢献します③リスクを恐れず挑戦し成長する喜びを共感しますを経営理念として掲

げております。

　この経営理念のもと、『世界をリードする鍛造技術を基軸に完成品として最適提案が出来るグローバル部品メーカ

ー』を目指し、株主様、お客様、従業員など全ての関係者の皆様にとって価値ある企業グループでありつづけること

を経営の基本方針としております。

（２）中長期的な会社の経営戦略

当社の主力の自動車業界・建設機械業界ともに今後益々、中国・東南アジア・南米等の新興国市場への現地生産・

現地部品調達によるグローバル展開が進み、国内は限られた市場の熾烈な競争が続き、低コスト化の要請が更に強ま

ってくると予測されます。

　このような環境下で他社との差別化・事業拡大を図るため、当社グループは「鍛造メーカーから部品メーカーへの

進化」を目指し、精密鍛造技術をコア技術とし、素材～機械加工完成品まで全工程スルーで競争力のある部品を開

発・提案してまいります。同時に原価低減活動を強化し、コスト競争力も更に強化してまいります。

　海外展開においては、インドネシア事業を軸に新規拡販に努め、アセアン地区の生産拠点として事業拡大に努めま

す。

　また、国内・海外での競争力向上、事業拡大を実現するためにも人材育成を最重要課題として強化してまいります。

３．会計基準の選択に関する基本的な考え方

当社グループは、連結財務諸表の期間比較可能性及び企業間の比較可能性を考慮し、当面は、日本基準で連結財務

諸表を作成する方針であります。

　なお、ＩＦＲＳの適用につきましては、国内外の諸情勢を考慮の上、適切に対応していく方針であります。
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４．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26年３月31日)

当連結会計年度
(平成27年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,990,819 2,911,297

受取手形及び売掛金 3,416,482 3,107,489

電子記録債権 2,976,617 3,315,879

製品 225,311 233,691

仕掛品 1,037,969 1,169,296

原材料及び貯蔵品 1,258,664 1,781,604

繰延税金資産 174,162 152,152

その他 433,618 584,452

流動資産合計 13,513,646 13,255,863

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,185,115 2,801,273

機械装置及び運搬具（純額） 3,252,782 4,689,949

工具、器具及び備品（純額） 290,543 335,250

土地 2,588,278 2,594,119

リース資産（純額） 5,268 29,484

建設仮勘定 2,222,755 907,357

有形固定資産合計 10,544,745 11,357,435

無形固定資産

公共施設利用権 11,798 10,353

その他 51,222 39,592

無形固定資産合計 63,021 49,945

投資その他の資産

投資有価証券 368,327 482,108

繰延税金資産 41,214 36,668

その他 164,260 174,680

貸倒引当金 △6,080 △8,630

投資その他の資産合計 567,721 684,828

固定資産合計 11,175,488 12,092,209

資産合計 24,689,134 25,348,072
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成26年３月31日)

当連結会計年度
(平成27年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 6,795,670 7,037,448

短期借入金 3,272,000 3,272,000

リース債務 7,546 11,999

未払費用 509,727 549,262

未払法人税等 571,662 462,975

賞与引当金 307,865 306,896

役員賞与引当金 20,000 6,000

その他 906,994 696,043

流動負債合計 12,391,466 12,342,625

固定負債

長期借入金 392,000 320,000

リース債務 11,670 29,625

繰延税金負債 161,847 155,557

役員退職慰労引当金 65,900 88,100

退職給付に係る負債 160,254 258,874

資産除去債務 57,415 31,184

固定負債合計 849,089 883,341

負債合計 13,240,555 13,225,967

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 7,047,884 7,853,177

自己株式 △7,626 △8,150

株主資本合計 10,824,807 11,629,577

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 140,440 222,068

為替換算調整勘定 △18,098 △4,072

退職給付に係る調整累計額 61,465 39,648

その他の包括利益累計額合計 183,807 257,644

少数株主持分 439,963 234,883

純資産合計 11,448,578 12,122,105

負債純資産合計 24,689,134 25,348,072

決算短信 （宝印刷）  2015年04月24日 07時33分 8ページ （Tess 1.40(64) 20150116_01）



株式会社メタルアート(5644) 平成27年３月期 決算短信

7

（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25年４月１日
　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成26年４月１日
　至 平成27年３月31日)

売上高 27,238,126 25,753,037

売上原価 23,539,053 22,790,121

売上総利益 3,699,073 2,962,915

販売費及び一般管理費 1,485,452 1,702,195

営業利益 2,213,620 1,260,719

営業外収益

受取利息 402 5,498

受取配当金 14,172 8,432

為替差益 - 300,049

受取ロイヤリティー 16,154 11,094

物品売却益 12,857 13,464

その他 38,745 53,684

営業外収益合計 82,332 392,223

営業外費用

支払利息 17,909 17,053

固定資産処分損 3,973 1,850

為替差損 62,663 -

その他 11,212 4,894

営業外費用合計 95,759 23,798

経常利益 2,200,193 1,629,145

特別利益

補助金収入 - 63,100

特別利益合計 - 63,100

特別損失

固定資産処分損 14,700 14,074

固定資産圧縮損 - 45,331

子会社株式売却損 6,156 -

特別損失合計 20,856 59,405

税金等調整前当期純利益 2,179,336 1,632,839

法人税、住民税及び事業税 845,866 838,912

法人税等調整額 △42,043 22,521

法人税等合計 803,822 861,433

少数株主損益調整前当期純利益 1,375,514 771,405

少数株主利益 △8,519 △211,091

当期純利益 1,384,033 982,496
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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25年４月１日
　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成26年４月１日
　至 平成27年３月31日)

少数株主損益調整前当期純利益 1,375,514 771,405

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 3,599 81,628

為替換算調整勘定 △25,854 20,035

退職給付に係る調整額 - △21,816

その他の包括利益合計 △22,255 79,848

包括利益 1,353,259 851,253

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 1,337,032 1,056,334

少数株主に係る包括利益 16,226 △205,080
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（３）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度(自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日)

(単位：千円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 2,143,486 1,641,063 5,789,962 △6,976 9,567,536

会計方針の変更による

累積的影響額
― ― ― ― ―

会計方針の変更を反映

した当期首残高
2,143,486 1,641,063 5,789,962 △6,976 9,567,536

当期変動額

剰余金の配当 △126,112 △126,112

当期純利益 1,384,033 1,384,033

自己株式の取得 △650 △650

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額）

当期変動額合計 ― ― 1,257,921 △650 1,257,271

当期末残高 2,143,486 1,641,063 7,047,884 △7,626 10,824,807

その他の包括利益累計額

少数株主持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金

為替換算

調整勘定

退職給付に係る

調整累計額

その他の包括利益

累計額合計

当期首残高 136,840 ― ― 136,840 ― 9,704,376

会計方針の変更による

累積的影響額
― ― ― ― ― ―

会計方針の変更を反映

した当期首残高
136,840 ― ― 136,840 ― 9,704,376

当期変動額

剰余金の配当 △126,112

当期純利益 1,384,033

自己株式の取得 △650

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額）
3,599 △18,098 61,465 46,966 439,963 486,930

当期変動額合計 3,599 △18,098 61,465 46,966 439,963 1,744,201

当期末残高 140,440 △18,098 61,465 183,807 439,963 11,448,578
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当連結会計年度(自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日)

(単位：千円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 2,143,486 1,641,063 7,047,884 △7,626 10,824,807

会計方針の変更による

累積的影響額
― ― △35,340 ― △35,340

会計方針の変更を反映

した当期首残高
2,143,486 1,641,063 7,012,543 △7,626 10,789,467

当期変動額

剰余金の配当 △141,862 △141,862

当期純利益 982,496 982,496

自己株式の取得 △523 △523

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額）

当期変動額合計 ― ― 840,634 △523 840,110

当期末残高 2,143,486 1,641,063 7,853,177 △8,150 11,629,577

その他の包括利益累計額

少数株主持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金

為替換算

調整勘定

退職給付に係る

調整累計額

その他の包括利益

累計額合計

当期首残高 140,440 △18,098 61,465 183,807 439,963 11,448,578

会計方針の変更による

累積的影響額
― ― ― ― ― △35,340

会計方針の変更を反映

した当期首残高
140,440 △18,098 61,465 183,807 439,963 11,413,238

当期変動額

剰余金の配当 △141,862

当期純利益 982,496

自己株式の取得 △523

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額）
81,628 14,025 △21,817 73,836 △205,080 △131,244

当期変動額合計 81,628 14,025 △21,817 73,836 △205,080 708,867

当期末残高 222,068 △4,072 39,648 257,644 234,883 12,122,105
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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25年４月１日
　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成26年４月１日
　至 平成27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 2,179,336 1,632,839

減価償却費 1,453,381 1,286,671

貸倒引当金の増減額（△は減少） - 2,550

賞与引当金の増減額（△は減少） 6,259 △968

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 3,000 △14,000

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 13,842 38,596

受取利息及び受取配当金 △14,574 △13,930

支払利息 17,909 17,053

為替差損益（△は益） 63,137 △139,559

有価証券評価損益（△は益） △4,600 -

子会社株式売却損益（△は益） 6,156 -

有形固定資産除却損 18,635 15,925

有形固定資産圧縮損 - 45,331

補助金収入 - △63,100

売上債権の増減額（△は増加） 1,954,508 △30,115

未収入金の増減額（△は増加） 26,161 17,047

たな卸資産の増減額（△は増加） △194,054 △660,586

仕入債務の増減額（△は減少） 745,515 241,777

その他 △118,532 59,985

小計 6,156,083 2,435,516

利息及び配当金の受取額 14,574 13,930

利息の支払額 △17,987 △16,896

法人税等の支払額 △487,775 △948,291

補助金の受取額 - 63,100

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,664,895 1,547,358

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 △3,203 △4,127

有形固定資産の取得による支出 △3,530,689 △2,488,373

有形固定資産の売却による収入 28,404 2,083

子会社株式の売却による収入 450,082 -

その他 △21,139 △13,975

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,076,545 △2,504,392

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 △400,000 -

長期借入れによる収入 500,000 -

長期借入金の返済による支出 △36,000 △72,000

リース債務の返済による支出 △9,147 △10,563

自己株式の取得による支出 △650 △523

配当金の支払額 △125,595 △141,476

財務活動によるキャッシュ・フロー △71,392 △224,563

現金及び現金同等物に係る換算差額 △97,066 102,077

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,419,890 △1,079,521

現金及び現金同等物の期首残高 1,570,928 3,990,819

現金及び現金同等物の期末残高 3,990,819 2,911,297
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（５）連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

　該当事項はありません。

(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

連結の範囲に関する事項

最近の有価証券報告書（平成26年６月27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。

(会計方針の変更)

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」という。）及

び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年５月17日。以下「退職給付適

用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて当

連結会計年度より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間

定額基準から給付算定式基準へ変更し、割引率の決定方法を割引率決定の基礎となる債券の期間について従業員の

平均残存勤務期間に近似した年数を基礎に決定する方法から退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額

を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更しています。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当連結会計

年度の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減しています。

この結果、当連結会計年度の期首の退職給付に係る負債が54,722千円増加し、利益剰余金が35,340千円減少して

います。また、当連結会計年度末の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ6,426千円減少して

います。

(セグメント情報等)

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)

　 （当連結会計年度)

１株当たりの純資産 769円11銭

１株当たりの当期純利益 62円34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. 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 982,496千円

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 982,496千円

普通株式の期中平均株式数 15,761千株

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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５．個別財務諸表

（１）貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(平成26年３月31日)

当事業年度
(平成27年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,794,036 2,460,461

受取手形 85,744 28,200

電子記録債権 2,976,617 3,315,879

売掛金 3,330,737 3,059,027

製品 163,833 160,940

仕掛品 765,062 807,084

原材料及び貯蔵品 863,328 934,023

前渡金 1,545,500 141,811

繰延税金資産 102,992 96,878

関係会社短期貸付金 300,000 300,000

未収入金 420,222 670,085

その他 112,305 68,884

流動資産合計 14,460,380 12,043,277

固定資産

有形固定資産

建物 1,356,689 1,279,300

構築物 163,092 149,815

機械及び装置 2,021,807 1,567,330

車両運搬具 33,434 27,364

工具、器具及び備品 186,889 152,551

土地 1,162,687 1,162,687

リース資産 3,345 14,874

建設仮勘定 13,128 34,364

有形固定資産合計 4,941,075 4,388,289

無形固定資産

ソフトウエア 20,702 15,142

リース資産 2,974 1,352

その他 11,205 14,440

無形固定資産合計 34,882 30,934

投資その他の資産

投資有価証券 313,637 426,968

関係会社株式 1,295,379 1,295,829

関係会社長期貸付金 3,924,166

貸倒引当金 △2,700 △5,250

その他 106,886 114,750

投資その他の資産合計 1,713,202 5,756,464

固定資産合計 6,689,160 10,175,688

資産合計 21,149,541 22,218,965
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(単位：千円)

前事業年度
(平成26年３月31日)

当事業年度
(平成27年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 7,386,375 7,752,944

短期借入金 3,072,000 3,072,000

リース債務 3,705 6,155

未払金 658,227 311,166

未払費用 305,281 338,305

未払法人税等 324,403 320,728

賞与引当金 195,800 194,900

役員賞与引当金 20,000 6,000

その他 41,907 221,420

流動負債合計 12,007,701 12,223,621

固定負債

長期借入金 392,000 320,000

リース債務 2,931 11,285

繰延税金負債 26,684 31,711

退職給付引当金 85,883 135,936

役員退職慰労引当金 52,900 76,700

資産除去債務 41,884 22,424

固定負債合計 602,283 598,058

負債合計 12,609,984 12,821,680

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 3,573,000 4,323,000

繰越利益剰余金 952,212 978,836

利益剰余金合計 4,622,193 5,398,817

自己株式 △7,626 △8,150

株主資本合計 8,399,116 9,175,216

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 140,440 222,068

評価・換算差額等合計 140,440 222,068

純資産合計 8,539,556 9,397,285

負債純資産合計 21,149,541 22,218,965
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（２）損益計算書

(単位：千円)
前事業年度

(自 平成25年４月１日
　至 平成26年３月31日)

当事業年度
(自 平成26年４月１日
　至 平成27年３月31日)

売上高 27,238,126 25,722,417

売上原価 24,530,192 23,512,174

売上総利益 2,707,934 2,210,242

販売費及び一般管理費 1,327,744 1,447,129

営業利益 1,380,189 763,112

営業外収益

受取利息及び受取配当金 28,618 21,955

為替差益 - 597,925

その他 657,356 642,876

営業外収益合計 685,975 1,262,757

営業外費用

支払利息 16,720 16,372

その他 652,510 503,191

営業外費用合計 669,230 519,563

経常利益 1,396,934 1,506,307

特別損失

固定資産処分損 - 6,117

特別損失合計 - 6,117

税引前当期純利益 1,396,934 1,500,189

法人税、住民税及び事業税 524,229 544,579

法人税等調整額 △37,797 2,235

法人税等合計 486,432 546,814

当期純利益 910,502 953,374
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（３）株主資本等変動計算書

前事業年度(自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日)

(単位：千円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 資本剰余金合計 利益準備金
その他利益剰余金

利益剰余金合計
別途積立金 繰越利益剰余金

当期首残高 2,143,486 1,641,063 1,641,063 96,981 3,003,000 737,822 3,837,803

会計方針の変更による

累積的影響額
― ― ― ― ― ― ―

会計方針の変更を反映

した当期首残高
2,143,486 1,641,063 1,641,063 96,981 3,003,000 737,822 3,837,803

当期変動額

別途積立金の積立 570,000 △570,000 ―

剰余金の配当 △126,112 △126,112

当期純利益 910,502 910,502

自己株式の取得

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額）

当期変動額合計 ― ― ― ― 570,000 214,390 784,390

当期末残高 2,143,486 1,641,063 1,641,063 96,981 3,573,000 952,212 4,622,193

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他有価証券

評価差額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高 △6,976 7,615,376 136,840 136,840 7,752,217

会計方針の変更による

累積的影響額
― ― ― ― ―

会計方針の変更を反映

した当期首残高
△6,976 7,615,376 136,840 136,840 7,752,217

当期変動額

別途積立金の積立 ―

剰余金の配当 △126,112 △126,112

当期純利益 910,502 910,502

自己株式の取得 △650 △650 △650

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額）
3,599 3,599 3,599

当期変動額合計 △650 783,740 3,599 3,599 787,339

当期末残高 △7,626 8,399,116 140,440 140,440 8,539,556
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当事業年度(自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日)

(単位：千円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 資本剰余金合計 利益準備金
その他利益剰余金

利益剰余金合計
別途積立金 繰越利益剰余金

当期首残高 2,143,486 1,641,063 1,641,063 96,981 3,573,000 952,212 4,622,193

会計方針の変更による

累積的影響額
― ― ― ― ― △34,888 △34,888

会計方針の変更を反映

した当期首残高
2,143,486 1,641,063 1,641,063 96,981 3,573,000 917,323 4,587,304

当期変動額

別途積立金の積立 750,000 △750,000 ―

剰余金の配当 △141,862 △141,862

当期純利益 953,374 953,374

自己株式の取得

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額）

当期変動額合計 ― ― ― ― 750,000 61,512 811,512

当期末残高 2,143,486 1,641,063 1,641,063 96,981 4,323,000 978,836 5,398,817

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他有価証券

評価差額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高 △7,626 8,399,116 140,440 140,440 8,539,556

会計方針の変更による

累積的影響額
― △34,888 ― ― △34,888

会計方針の変更を反映

した当期首残高
△7,626 8,364,227 140,440 140,440 8,504,668

当期変動額

別途積立金の積立 ―

剰余金の配当 △141,862 △141,862

当期純利益 953,374 953,374

自己株式の取得 △524 △524 △524

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額）
81,628 81,628 81,628

当期変動額合計 △524 810,988 81,628 81,628 892,616

当期末残高 △8,150 9,175,216 222,068 222,068 9,397,285
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（４）個別財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。
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６. 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 19,125,028 70.2 18,617,606 72.2 △ 507,345 △ 2.7

建 設 機 械 部 品 7,056,887 25.9 6,042,324 23.5 △ 1,014,563 △ 14.4

農業機械部品 623,756 2.3 585,475 2.3 △ 38,280 △ 6.1

そ の 他 部 品 432,453 1.6 507,631 2.0 75,177 17.4

合 計 27,238,126 100.0 25,753,037 100.0 △ 1,485,012 △ 5.5

(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25年4月1日～平成26年3月31日） （平成26年4月1日～平成27年3月31日）
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(２ )役 員 の 異 動 （ 平 成 27 年 ６ 月 26 日 付 ）  

 

１．新任取締役候補 

 

 安居  弘   （現 執行役員  管理統括部長） 

 

２．新任監査役候補 

 

   （非常勤）   堀田 佳伸   （現 ダイハツディーゼル株式会社 理事） 

 

（注）堀田 佳伸氏は、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 

 

           藤原 隆三   （現 取締役 ） 

                    当社顧問に就任予定 

            

４．退任予定監査役 

 木下 茂樹   （現 非常勤監査役 

現 ダイハツディーゼル株式会社 専務取締役） 

                     

    

５．その他の役員人事 

 

   取締役  辰巳 隆英    （新職）株式会社メタルフォージ 代表取締役社長  

                     （注）当社取締役は、継続する。 

                      

                 （旧職）取締役 副社長  

    

                                     以上 
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