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(百万円未満切捨て)
１．2020年３月期の連結業績（2019年４月１日～2020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
親会社株主に帰属する

当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2020年３月期 32,640 1.8 1,250 10.9 1,236 2.2 832 4.1

2019年３月期 32,077 5.3 1,127 △12.8 1,209 36.6 799 99.2
(注) 包括利益 2020年３月期 146百万円(△81.1％) 2019年３月期 776百万円( 34.8％)
　

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 ％ ％ ％

2020年３月期 265.89 － 6.3 4.2 3.8

2019年３月期 253.73 － 6.2 4.3 3.5
(参考) 持分法投資損益 2020年３月期 －百万円 2019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

2020年３月期 28,883 14,533 45.6 4,356.92

2019年３月期 29,939 14,745 44.4 4,219.14
(参考) 自己資本 2020年３月期 13,173百万円 2019年３月期 13,292百万円
　　

（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

2020年３月期 2,746 △1,387 △440 4,295

2019年３月期 2,070 △3,032 1,836 3,519
　　　

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 ％ ％

2019年３月期 － 0.00 － 35.00 35.00 110 13.8 0.9

2020年３月期 － 15.00 － 20.00 35.00 107 13.2 0.8

2021年３月期(予想) － － － － － －
　

（注）2021年３月期の配当予想につきましては、未定とさせていただきます。
　

３．2021年３月期の連結業績予想（2020年４月１日～2021年３月31日）
　連結業績予想につきましては、現段階で合理的な業績予想の算定を行うことが困難なことから未定とさせていただ
きます。今後、合理的な予想が可能となった時点で速やかに公表いたします。
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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
　　

（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 ： 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
　　

（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) 2020年３月期 3,157,382株 2019年３月期 3,157,382株

② 期末自己株式数 2020年３月期 133,813株 2019年３月期 6,778株

③ 期中平均株式数 2020年３月期 3,129,425株 2019年３月期 3,150,687株
　　

(参考) 個別業績の概要
１．2020年３月期の個別業績（2019年４月１日～2020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 ％

2020年３月期 28,565 1.8 672 0.2 685 △9.2 456 △75.3

2019年３月期 28,070 2.4 670 36.7 754 △35.8 1,847 381.6
　

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

2020年３月期 145.93 －

2019年３月期 586.44 －
　　

（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

2020年３月期 23,808 11,517 48.4 3,809.34

2019年３月期 24,337 11,433 47.0 3,628.94

(参考) 自己資本 2020年３月期 11,517百万円 2019年３月期 11,433百万円
　　　

※ 決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です
　

※ 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、実績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特記事項等については、添付資料３ページ「１.経営成績等の概
況（4）今後の見通し」をご覧ください。
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１．経営成績等の概況

（１）当期の経営成績の概況

　当連結会計年度における我が国経済は、雇用・所得環境の改善は堅調に推移した一方で、各地で頻発する自然災

害、通商問題や海外経済動向などにより減速傾向に転じるとともに、2020年に入り新型コロナウイルス感染拡大に

よる世界的規模の経済活動の停滞が顕在化するなど、非常に厳しい状況で推移いたしました。

このような経営環境のもと、当連結会計年度の当社グループの売上高は、自動車部門では、国内軽・小型自動車

は堅調に推移し増加いたしました。一方、インドネシアにおいては、市場がやや低調に推移しましたが、新規部品

の立ち上がりもあり増加となりました。また、建設機械部門では、中国、ASEAN中心に特に大型建機の需要低迷や台

風19号に伴う取引先の操業影響を受け減少となりました。

以上の結果、当連結会計年度の売上高は326億４千万円（前年同期比１.８％増）となりました。部門別では、自

動車部品は267億２千３百万円（前年同期比４.１％増）、建設機械部品は45億７千６百万円（前年同期比９.５％

減）、農業機械部品は６億５千１百万円（前年同期比12.８％減）、その他部品は６億８千９百万円（前年同期比

11.８％増）となりました。

　損益面におきましては、売上高の増加、グループを挙げての原価低減に努めた結果、営業利益は12億５千万円

（前年同期比10.９％増）となり、経常利益は12億３千６百万円（前年同期比２.２％増）、親会社株主に帰属する

当期純利益８億３千２百万円（前年同期比４.１％増）となりました。

（２）当期の財政状態の概況

総資産は、前連結会計年度末に比べ10億５千６百万円減少し、288億８千３百万円となりました。

　資産の部では、流動資産は、前連結会計年度末に比べ３億３千５百万円減少し、161億９千９百万円となり、また

固定資産は前連結会計年度末に比べ７億２千万円減少し、126億８千４百万円となりました。

　負債の部では、流動負債は、前連結会計年度末に比べ９億２千４百万円減少し、134億９千万円となり、固定負債

は、前連結会計年度末に比べ７千９百万円増加し、８億５千８百万円となりました。

　純資産は、前連結会計年度末に比べ２億１千１百万円減少し、145億３千３百万円となりました。

（３）当期のキャッシュ・フローの概況

　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７億７千６

百万円増加し、42億９千５百万円となりました。

当連結会計年度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27億４千６百万円（前年同期は20億７千万円の増加）となりました。この主な増加

要因は、減価償却費14億６千２百万円、税金等調整前当期純利益12億３千９百万円、売上債権の減少４億４千６百

万円、また、減少要因としては仕入債務の減少６億２千７百万円、法人税等の支払３億５千９百万円等によるもの

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13億８千７百万円（前年同期は30億３千２百万円の減少）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13億６千８百万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４億４千万円（前年同期は18億３千６百万円の増加）となりました。この主な減少

要因としては自己株式の取得による支出２億円、配当金の支払１億５千６百万円によるものであります。
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（４）今後の見通し

2021年３月期の連結業績予想につきましては、現時点においては新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、各取引

先の大幅な生産調整による受注減少が予見され、感染収束の見通しも不透明なため、現段階で合理的な業績予想の

算定を行うことが困難なことから未定とさせていただきます。今後、合理的な予想が可能となった時点で速やかに

公表いたします。

（５）継続企業の前提に関する重要事象等

該当事項はありません。

２．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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３．連結財務諸表及び主な注記

（１）連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(2019年３月31日)

当連結会計年度
(2020年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,519,062 4,295,682

受取手形及び売掛金 4,320,655 4,025,763

電子記録債権 3,221,675 2,993,517

製品 413,778 316,144

仕掛品 1,298,848 1,331,833

原材料及び貯蔵品 2,725,205 2,550,897

その他 1,035,179 685,163

流動資産合計 16,534,405 16,199,004

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,524,109 3,292,548

機械装置及び運搬具（純額） 5,848,332 5,351,128

工具、器具及び備品（純額） 355,114 382,762

土地 2,571,983 2,507,736

リース資産（純額） 8,274 3,333

建設仮勘定 345,400 419,020

有形固定資産合計 12,653,214 11,956,530

無形固定資産

公共施設利用権 4,919 3,126

その他 55,564 56,016

無形固定資産合計 60,484 59,143

投資その他の資産

投資有価証券 148,264 123,012

退職給付に係る資産 25,742 －

繰延税金資産 352,316 370,103

その他 174,221 184,712

貸倒引当金 △9,130 △9,130

投資その他の資産合計 691,414 668,698

固定資産合計 13,405,112 12,684,371

資産合計 29,939,518 28,883,376

決算短信（宝印刷） 2020年05月14日 11時48分 6ページ（Tess 1.50(64) 20191218_01）



株式会社メタルアート(5644) 2020年３月期 決算短信

-5-

(単位：千円)

前連結会計年度
(2019年３月31日)

当連結会計年度
(2020年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 3,040,950 2,678,320

電子記録債務 5,357,967 4,966,945

短期借入金 3,878,000 3,832,000

リース債務 5,335 1,758

未払費用 674,244 583,947

未払法人税等 217,667 111,132

賞与引当金 427,010 432,752

役員賞与引当金 18,000 19,440

その他 795,619 864,409

流動負債合計 14,414,795 13,490,705

固定負債

長期借入金 32,000 －

リース債務 3,600 1,842

役員退職慰労引当金 166,652 143,652

退職給付に係る負債 535,749 607,132

資産除去債務 25,336 25,441

その他 15,800 80,801

固定負債合計 779,139 858,869

負債合計 15,193,934 14,349,575

純資産の部

株主資本

資本金 2,143,486 2,143,486

資本剰余金 1,995,896 1,995,896

利益剰余金 9,173,650 9,848,204

自己株式 △10,489 △211,326

株主資本合計 13,302,543 13,776,259

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 45,058 31,223

為替換算調整勘定 14,164 △501,667

退職給付に係る調整累計額 △68,935 △132,380

その他の包括利益累計額合計 △9,712 △602,824

非支配株主持分 1,452,752 1,360,365

純資産合計 14,745,583 14,533,800

負債純資産合計 29,939,518 28,883,376
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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 2018年４月１日
　至 2019年３月31日)

当連結会計年度
(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

売上高 32,077,332 32,640,633

売上原価 29,048,966 29,378,801

売上総利益 3,028,366 3,261,832

販売費及び一般管理費 1,900,934 2,010,984

営業利益 1,127,431 1,250,847

営業外収益

受取利息 7,905 11,550

受取配当金 4,608 4,678

為替差益 24,539 －

受取ロイヤリティー 4,357 4,039

物品売却益 17,635 22,025

債務勘定整理益 12,711 1,166

その他 32,347 19,703

営業外収益合計 104,105 63,163

営業外費用

支払利息 13,168 12,705

為替差損 － 40,427

その他 8,588 24,074

営業外費用合計 21,757 77,207

経常利益 1,209,779 1,236,803

特別利益

補助金収入 － 18,019

特別利益合計 － 18,019

特別損失

固定資産圧縮損 － 8,853

投資有価証券評価損 － 6,758

特別損失合計 － 15,611

税金等調整前当期純利益 1,209,779 1,239,210

法人税、住民税及び事業税 373,085 274,839

過年度法人税等 55,567 －

法人税等調整額 △105,833 3,954

法人税等合計 322,819 278,794

当期純利益 886,959 960,416

非支配株主に帰属する当期純利益 87,538 128,332

親会社株主に帰属する当期純利益 799,421 832,084
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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 2018年４月１日
　至 2019年３月31日)

当連結会計年度
(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

当期純利益 886,959 960,416

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △17,521 △13,834

為替換算調整勘定 △54,541 △736,902

退職給付に係る調整額 △38,370 △63,093

その他の包括利益合計 △110,433 △813,831

包括利益 776,526 146,585

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 682,591 238,972

非支配株主に係る包括利益 93,934 △92,386
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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 2018年４月１日 至 2019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 8,468,750 △10,310 12,242,990

当期変動額

剰余金の配当 － － △94,521 － △94,521

親会社株主に帰属す

る当期純利益
－ － 799,421 － 799,421

非支配株主との取引

に係る親会社の持分

変動

－ 354,832 － － 354,832

自己株式の取得 － － － △179 △179

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

－ － － － －

当期変動額合計 － 354,832 704,899 △179 1,059,552

当期末残高 2,143,486 1,995,896 9,173,650 △10,489 13,302,543

その他の包括利益累計額

非支配株主持分 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 62,580 74,776 △30,238 107,117 － 12,350,108

当期変動額

剰余金の配当 － － － － － △94,521

親会社株主に帰属す

る当期純利益
－ － － － － 799,421

非支配株主との取引

に係る親会社の持分

変動

－ － － － － 354,832

自己株式の取得 － － － － － △179

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△17,521 △60,612 △38,696 △116,830 1,452,752 1,335,922

当期変動額合計 △17,521 △60,612 △38,696 △116,830 1,452,752 2,395,474

当期末残高 45,058 14,164 △68,935 △9,712 1,452,752 14,745,583
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当連結会計年度（自 2019年４月１日 至 2020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 1,995,896 9,173,650 △10,489 13,302,543

当期変動額

剰余金の配当 － － △157,530 － △157,530

親会社株主に帰属す

る当期純利益
－ － 832,084 － 832,084

非支配株主との取引

に係る親会社の持分

変動

－ － － －

自己株式の取得 － － － △200,837 △200,837

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

－ － － － －

当期変動額合計 － － 674,554 △200,837 473,716

当期末残高 2,143,486 1,995,896 9,848,204 △211,326 13,776,259

その他の包括利益累計額

非支配株主持分 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 45,058 14,164 △68,935 △9,712 1,452,752 14,745,583

当期変動額

剰余金の配当 － － － － － △157,530

親会社株主に帰属す

る当期純利益
－ － － － － 832,084

非支配株主との取引

に係る親会社の持分

変動

－ － － － － －

自己株式の取得 － － － － － △200,837

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△13,834 △515,831 △63,445 △593,112 △92,386 △685,498

当期変動額合計 △13,834 △515,831 △63,445 △593,112 △92,386 △211,782

当期末残高 31,223 △501,667 △132,380 △602,824 1,360,365 14,533,800
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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 2018年４月１日
　至 2019年３月31日)

当連結会計年度
(自 2019年４月１日
　至 2020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 1,209,779 1,239,210

減価償却費 1,349,790 1,462,688

賞与引当金の増減額（△は減少） 50,719 8,235

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 6,000 1,440

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） 21,180 25,742

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 29,271 △19,316

受取利息及び受取配当金 △12,513 △16,228

支払利息 13,256 12,705

為替差損益（△は益） △70,876 △69,582

投資有価証券評価損益（△は益） － 6,758

固定資産売却損益（△は益） △252 －

有形固定資産圧縮損 － 8,853

補助金収入 － △18,019

売上債権の増減額（△は増加） △445,652 446,207

未収入金の増減額（△は増加） △28,373 162,797

たな卸資産の増減額（△は増加） △348,790 127,989

仕入債務の増減額（△は減少） 811,053 △627,878

その他 △61,217 333,369

小計 2,523,373 3,084,974

利息及び配当金の受取額 12,513 16,228

利息の支払額 △13,226 △12,884

法人税等の支払額 △452,323 △359,585

補助金の受取額 － 18,019

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,070,337 2,746,752

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 △1,385 △1,413

有形固定資産の取得による支出 △2,997,749 △1,368,002

有形固定資産の売却による収入 500 1,116

その他 △33,916 △18,966

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,032,551 △1,387,266

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 300,000 －

短期借入金の返済による支出 － △46,000

長期借入金の返済による支出 △72,000 △32,000

リース債務の返済による支出 △10,208 △5,335

自己株式の取得による支出 △179 △200,837

配当金の支払額 △94,334 △156,785

非支配株主からの払込みによる収入 1,713,649 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,836,927 △440,958

現金及び現金同等物に係る換算差額 △15,677 △141,906

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 859,036 776,620

現金及び現金同等物の期首残高 2,660,025 3,519,062

現金及び現金同等物の期末残高 3,519,062 4,295,682
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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。

(セグメント情報等)

(セグメント情報)

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、記載を省略しております。

(１株当たり情報)

（当連結会計年度)

１株当たりの純資産 4,356.92円

１株当たりの当期純利益 265.89円

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、記載しておりません。

（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 832,084千円

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 832,084千円

普通株式の期中平均株式数 3,129千株

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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４．個別財務諸表及び主な注記

（１）貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(2019年３月31日)

当事業年度
(2020年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,761,552 3,067,352

受取手形 32,557 10,946

電子記録債権 3,221,675 2,993,517

売掛金 3,734,454 3,547,720

製品 249,809 214,794

仕掛品 923,075 931,202

原材料及び貯蔵品 1,572,323 1,538,075

前渡金 8,081 3,576

未収入金 996,442 598,037

その他 46,577 20,730

流動資産合計 13,546,549 12,925,955

固定資産

有形固定資産

建物 2,140,075 2,083,367

構築物 106,247 90,499

機械及び装置 2,606,578 2,635,003

車両運搬具 16,057 25,888

工具、器具及び備品 226,152 267,896

土地 1,757,355 1,757,355

リース資産 6,454 3,333

建設仮勘定 293,050 377,344

有形固定資産合計 7,151,971 7,240,690

無形固定資産

ソフトウエア 51,649 53,256

その他 4,919 3,126

無形固定資産合計 56,568 56,383

投資その他の資産

投資有価証券 148,264 123,012

関係会社株式 2,961,708 2,961,708

前払年金費用 64,277 82,176

繰延税金資産 266,668 267,536

その他 150,243 159,995

貸倒引当金 △9,130 △9,130

投資その他の資産合計 3,582,032 3,585,299

固定資産合計 10,790,573 10,882,373

資産合計 24,337,122 23,808,329
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(単位：千円)

前事業年度
(2019年３月31日)

当事業年度
(2020年３月31日)

負債の部

流動負債

電子記録債務 5,051,795 4,746,899

買掛金 2,420,039 2,201,813

短期借入金 3,078,000 3,032,000

リース債務 3,370 1,758

未払金 330,251 213,065

未払費用 556,971 481,859

未払法人税等 170,876 110,368

賞与引当金 353,100 358,400

役員賞与引当金 18,000 17,000

その他 373,652 554,876

流動負債合計 12,356,057 11,718,040

固定負債

長期借入金 32,000 －

リース債務 3,600 1,842

退職給付引当金 332,439 355,045

役員退職慰労引当金 142,700 123,600

資産除去債務 21,176 21,185

その他 15,800 70,800

固定負債合計 547,716 572,473

負債合計 12,903,774 12,290,513

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 5,003,000 5,003,000

繰越利益剰余金 2,514,247 2,813,387

利益剰余金合計 7,614,228 7,913,368

自己株式 △10,489 △211,326

株主資本合計 11,388,289 11,486,591

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 45,058 31,223

評価・換算差額等合計 45,058 31,223

純資産合計 11,433,348 11,517,815

負債純資産合計 24,337,122 23,808,329
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（２）損益計算書

(単位：千円)
前事業年度

(自 2018年４月１日
　至 2019年３月31日)

当事業年度
(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

売上高 28,070,548 28,565,052

売上原価 25,739,008 26,128,757

売上総利益 2,331,540 2,436,294

販売費及び一般管理費 1,660,882 1,764,276

営業利益 670,658 672,018

営業外収益

受取利息及び受取配当金 45,493 4,691

その他 58,907 39,922

営業外収益合計 104,401 44,613

営業外費用

支払利息 12,034 11,146

その他 8,383 20,375

営業外費用合計 20,417 31,522

経常利益 754,642 685,109

特別利益

抱合せ株式消滅差益 1,409,909 －

特別利益合計 1,409,909 －

特別損失

投資有価証券評価損 － 6,758

特別損失合計 － 6,758

税引前当期純利益 2,164,552 678,351

法人税、住民税及び事業税 287,507 216,478

過年度法人税等 55,567 －

法人税等調整額 △26,224 5,203

法人税等合計 316,851 221,681

当期純利益 1,847,701 456,669
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（３）株主資本等変動計算書

前事業年度（自 2019年４月１日 至 2020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 5,003,000 761,068 5,861,049

当期変動額

剰余金の配当 － － － － － △94,521 △94,521

当期純利益 － － － － － 1,847,701 1,847,701

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 － － － － － 1,753,179 1,753,179

当期末残高 2,143,486 1,641,063 1,641,063 96,981 5,003,000 2,514,247 7,614,228

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 △10,310 9,635,289 62,580 62,580 9,697,869

当期変動額

剰余金の配当 － △94,521 － － △94,521

当期純利益 － 1,847,701 － － 1,847,701

自己株式の取得 △179 △179 － － △179

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

－ － △17,521 △17,521 △17,521

当期変動額合計 △179 1,753,000 △17,521 △17,521 1,735,478

当期末残高 △10,489 11,388,289 45,058 45,058 11,433,348
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当事業年度（自 2019年４月１日 至 2020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 5,003,000 2,514,247 7,614,228

当期変動額

剰余金の配当 － － － － － △157,530 △157,530

当期純利益 － － － － － 456,669 456,669

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 － － － － － 299,139 299,139

当期末残高 2,143,486 1,641,063 1,641,063 96,981 5,003,000 2,813,387 7,913,368

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 △10,489 11,388,289 45,058 45,058 11,433,348

当期変動額

剰余金の配当 － △157,530 － － △157,530

当期純利益 － 456,669 － － 456,669

自己株式の取得 △200,837 △200,837 － － △200,837

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

－ － △13,834 △13,834 △13,834

当期変動額合計 △200,837 98,302 △13,834 △13,834 84,467

当期末残高 △211,326 11,486,591 31,223 31,223 11,517,815
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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。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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５．その他

（１）販売の状況

　

期別

前連結会計年度
（2018年４月１日～2019年３月31日）

当連結会計年度
（2019年４月1日～2020年３月31日）

増 減

部門別 金 額 構成比（％） 金 額 構成比（％） 金 額 比率（％）

自動車部品 25,658,863千円 80.0 26,723,446千円 81.9 1,064,583千円 4.1

建設機械部品 5,054,565千円 15.8 4,576,453千円 14.0 △478,112千円 △9.5

農業機械部品 746,965千円 2.3 651,152千円 2.0 △95,812千円 △12.8

その他部品 616,938千円 1.9 689,580千円 2.1 72,642千円 11.8

合計 32,077,332千円 100.0 32,640,633千円 100.0 563,301千円 1.8

　

（２）役員の異動（2020年６月25日予定）

１．新任監査役候補

竹田 眞也 （現 ダイハツ工業株式会社 管理本部副本部長）

笛田 薫 （現 滋賀大学データサイエンス教育研究センター長）

２．退任予定監査役

京田 靖 （現 社外監査役

　 現 ダイハツ工業株式会社 海外事業本部）

早田 陽一 （現 社外監査役

　 現 ダイハツディーゼル株式会社 取締役常務執行役員）

　 以上
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