
平成25年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成24年8月10日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 大同メタル工業株式会社 上場取引所 東 名 

コード番号 7245 URL http://www.daidometal.com/
代表者 （役職名） 代表取締役会長兼最高経営責任者 （氏名） 判 治 誠 吾

問合せ先責任者 （役職名）
取締役常務兼上席執行役員      
経営・財務企画ユニット長

（氏名） 佐々木 利 行 TEL 052-205-1401

四半期報告書提出予定日 平成24年8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 ： 有

四半期決算説明会開催の有無 ： 無

1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年6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 ％

25年3月期第1四半期 18,362 7.9 2,104 △14.5 2,312 △6.6 1,395 △3.3

24年3月期第1四半期 17,010 8.9 2,459 29.0 2,476 64.9 1,442 151.4

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 2,409百万円 （8.4％） 24年3月期第1四半期 2,222百万円 （183.9％）

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

25年3月期第1四半期 35.02 ―

24年3月期第1四半期 36.21 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第1四半期 89,869 36,153 33.6
24年3月期 88,402 34,163 32.2

（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  30,151百万円 24年3月期  28,426百万円

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  ：  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

24年3月期 ― 7.00 ― 9.00 16.00
25年3月期 ―

25年3月期（予想） 7.00 ― 7.00 14.00

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）

（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

第2四半期(累計) 35,000 1.4 4,100 △9.4 3,850 △11.0 2,300 △10.1 57.73
通期 72,000 2.4 8,500 △10.8 8,000 △10.6 4,790 △11.9 120.24



(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）  ：  有  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(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報告書のレビュー手続の対象外でありますが、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連結財務諸表のレビュー手続は終了しております。 

※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、当社と
してその実現を約束する趣旨のものではありません。実際の業績は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 

※  注記事項

新規 1社 （社名） 大同メタルメキシコS.A.DE C.V. 、 除外 ―社 （社名）

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   ：  有

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期1Q 44,956,853 株 24年3月期 44,956,853 株

② 期末自己株式数 25年3月期1Q 5,123,205 株 24年3月期 5,123,080 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 39,833,712 株 24年3月期1Q 39,838,071 株
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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 

当第１四半期連結累計期間（平成24年４月１日～平成24年６月30日）における世界経済は、

南欧諸国の財政問題に起因する欧州経済の低迷に加え、中国やその他新興国の経済成長率の鈍

化、米国の雇用や経済回復の遅れなど、世界的に景気の減速感が広がりました。 

国内経済は、震災からの復興需要やエコカー補助金の政策効果など、内需を中心に緩やかな

回復が見られましたが、円高の長期化や電力問題、更に世界景気の下振れによる影響など、厳

しい事業環境下での推移となりました。 

当社グループの主力事業である自動車産業分野の国内については、東日本大震災からの生産

回復に加え、エコカー補助金効果等により、自動車の生産台数は前年同四半期比で大幅に増加

いたしました。 

海外においては、北米市場の需要増加やタイの洪水からの復旧などにより生産回復の一方、

欧州の需要の落ち込みや中国など新興国の伸び悩みがあったものの、グローバルベースでの自

動車生産台数は堅調に推移いたしました。 

建設機械業界につきましては、中国での需要低迷が続いているものの、国内の復興需要の伸

びに加え、北米や資源国での需要が増加し、世界市場全体では堅調に推移いたしました。 

造船業界につきましては、世界経済の減速による船舶数の過剰感から、新造船受注量が大幅

に減少するなど厳しい環境にあり、回復にはしばらくの時間を要するものと予測されます。 

一般産業分野につきましては、前年同四半期並みの売上を確保することができました。 

 

このような状況のもと、当社グループの第１四半期連結累計期間における売上高は、自動車

関連の生産増加により、前年同四半期に比べ7.9％増収の183億62百万円と好調に推移いたしま

した。一方で、営業利益は、前年同四半期に比べ14.5％減益の21億4百万円に、経常利益は前年

同四半期に比べ6.6％の減益の23億12百万円に、四半期純利益は前年同四半期に比べ3.3％の減

益の13億95百万円となりました。減益の主な要因といたしましては、主材料価格の影響及び平

成24年4月からスタートした中期経営計画に沿った海外事業拡大に伴う固定費の先行費用が増加

したことなどによるものであります。 

 

 

セグメントごとの外部顧客への売上高は、次のとおりです。 

① 自動車用エンジン軸受 

海外では、欧州をはじめとした海外メーカー向けの販売が順調に推移し、また国内も

自動車メーカー各社の増産等を受けて順調に推移いたしました。 

この結果、売上高は111億39百万円と、前年同四半期に比べ10億54百万円の増加となり

ました。 

② 自動車用エンジン以外軸受 

自動車部品用軸受につきましては、海外販売の増加により堅調に推移いたしました。 

この結果、売上高は37億35百万円と、前年同四半期に比べ1億39百万円の増加となりま

した。 

③ 非自動車用軸受 

自動車用以外の軸受につきましては、特に大型船舶向けの低速ディーゼルエンジン用

軸受の販売が減少いたしました。一方、一般産業用軸受と建設機械用軸受は堅調に推移

いたしました。 

この結果、売上高は34億33百万円と、前年同四半期に比べ1億62百万円の増加となりま

した。 

④ その他 

不動産賃貸事業等により、売上高は53百万円と、前年同四半期に比べ5百万円の減収と

なりました。 
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（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 ① 資産、負債及び純資産の状況 

   当第１四半期連結会計期間末における総資産は898億69百万円となり、前連結会計年度末に比

べ14億67百万円増加いたしました。 

   流動資産は、502億66百万円となり、前連結会計年度末に比べ8億34百万円増加いたしまし

た。これは主に、売上増に伴う受取手形及び売掛金、商品及び製品の増加によるものです。 

   固定資産は、396億3百万円となり、前連結会計年度末に比べ6億32百万円増加いたしました。

これは、投資その他の資産が7億58百万円減少した一方で、設備投資により有形固定資産が13億

33百万円増加したことによるものです。 

   負債につきましては、537億16百万円となり、前連結会計年度末に比べ5億22百万円減少いた

しました。これは主に、借入金等の減少によるものです。 

   純資産は361億53百万円となり、前連結会計年度末に比べ19億89百万円増加いたしました。こ

れは主に、利益剰余金が増加したことによるものです。 

   自己資本比率は前連結会計年度末に比べ1.4ポイント改善し、33.6％となりました。 

 

 ② キャッシュ・フローの状況 

   当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は109億65百万円となり、前

連結会計年度末に比べ18百万円減少いたしました。 

   営業活動によるキャッシュ・フローは、32億66百万円の収入となりました。これは主に、税

金等調整前四半期純利益の増加によるものです。 

   投資活動によるキャッシュ・フローは、17億87百万円の支出となりました。これは主に、有

形固定資産の取得によるものです。 

   財務活動によるキャッシュ・フローは、22億60百万円の支出となりました。これは主に、長

期借入金の返済によるものです。 

 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

   今後の見通しといたしましては、欧州問題に起因する世界景気の下振れリスクや、円高の進

行による輸出環境の悪化、エコカー補助金制度終了に伴う反動減など、先行き不透明感の強い

状況が続くものと認識しております。 

   このような中、当第１四半期連結累計期間の業績を踏まえ、平成25年3月期の業績予想につき

ましては、平成24年5月15日公表の連結業績予想値を据え置くことといたします。 

 

２．サマリー情報（注記事項）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 

当第１四半期連結会計期間より、大同メタルメキシコS.A.DE C.V.を連結の範囲に含めてお

ります。 

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

    該当事項はありません。 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

    会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更 

  （減価償却方法の変更） 

当社及び一部の国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間

より、平成24年４月１日以後に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づ

く減価償却の方法に変更しております。 

これにより、従来の方法に比べて、当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益 

及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ7,829千円増加しております。 

大同メタル工業（株）(7245) 平成25年3月期 第1四半期決算短信

3



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24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 11,230,930 11,155,203

受取手形及び売掛金 21,297,491 21,653,763

有価証券 580 779

商品及び製品 5,813,310 6,037,730

仕掛品 5,724,534 5,670,752

原材料及び貯蔵品 3,081,926 3,163,805

その他 2,343,165 2,671,942

貸倒引当金 △60,250 △87,747

流動資産合計 49,431,690 50,266,230

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 9,191,608 9,335,241

機械装置及び運搬具（純額） 10,008,157 10,337,444

その他（純額） 12,847,608 13,707,831

有形固定資産合計 32,047,374 33,380,517

無形固定資産   

のれん 1,114,752 1,082,078

その他 708,382 799,463

無形固定資産合計 1,823,134 1,881,541

投資その他の資産   

投資その他の資産 5,149,012 4,387,506

貸倒引当金 △49,085 △46,543

投資その他の資産合計 5,099,927 4,340,963

固定資産合計 38,970,436 39,603,022

資産合計 88,402,127 89,869,252
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 11,849,893 12,141,563

短期借入金 9,855,180 9,298,379

1年内償還予定の社債 90,000 90,000

1年内返済予定の長期借入金 5,402,402 1,566,899

未払法人税等 1,001,349 1,133,275

賞与引当金 1,493,185 553,684

役員賞与引当金 164,500 41,125

製品補償引当金 118,264 29,918

環境対策引当金 123,155 77,165

その他 5,250,764 7,098,568

流動負債合計 35,348,695 32,030,580

固定負債   

社債 165,000 165,000

長期借入金 10,310,146 13,107,687

退職給付引当金 4,279,931 4,369,842

環境対策引当金 47,736 47,736

資産除去債務 115,210 115,210

負ののれん 6,474 5,929

その他 3,965,565 3,874,185

固定負債合計 18,890,064 21,685,591

負債合計 54,238,760 53,716,172

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,273,178 7,273,178

資本剰余金 7,946,245 7,946,245

利益剰余金 16,652,290 17,688,842

自己株式 △1,403,060 △1,403,165

株主資本合計 30,468,653 31,505,100

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 487,156 404,354

為替換算調整勘定 △2,528,852 △1,758,022

その他の包括利益累計額合計 △2,041,695 △1,353,668

少数株主持分 5,736,409 6,001,648

純資産合計 34,163,366 36,153,080

負債純資産合計 88,402,127 89,869,252
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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１四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 17,010,375 18,362,399

売上原価 11,731,862 13,310,791

売上総利益 5,278,512 5,051,608

販売費及び一般管理費 2,818,668 2,947,590

営業利益 2,459,844 2,104,018

営業外収益   

受取利息 2,419 2,676

受取配当金 11,980 11,922

為替差益 91,907 221,365

負ののれん償却額 544 668

持分法による投資利益 17,451 22,100

スクラップ売却収入 130,291 116,099

その他 56,930 101,941

営業外収益合計 311,525 476,774

営業外費用   

支払利息 157,043 138,926

退職給付費用 97,038 97,038

その他 40,977 32,227

営業外費用合計 295,059 268,192

経常利益 2,476,310 2,312,599

特別利益   

固定資産売却益 1,005 －

特別利益合計 1,005 －

特別損失   

固定資産売却損 563 －

固定資産除却損 1,171 －

減損損失 24,698 －

特別損失合計 26,433 －

税金等調整前四半期純利益 2,450,882 2,312,599

法人税、住民税及び事業税 176,271 1,033,953

法人税等調整額 605,101 △256,944

法人税等合計 781,373 777,009

少数株主損益調整前四半期純利益 1,669,508 1,535,589

少数株主利益 226,606 140,534

四半期純利益 1,442,902 1,395,055
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 四半期連結包括利益計算書 
 第１四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,669,508 1,535,589

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △2,657 △103,289

為替換算調整勘定 543,681 969,258

持分法適用会社に対する持分相当額 11,707 7,982

その他の包括利益合計 552,731 873,951

四半期包括利益 2,222,240 2,409,541

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,920,144 2,083,083

少数株主に係る四半期包括利益 302,095 326,458
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６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 2,450,882 2,312,599

減価償却費 1,100,572 1,060,684

減損損失 24,698 －

のれん償却額 41,413 41,416

負ののれん償却額 △544 △668

持分法による投資損益（△は益） △17,451 △22,100

貸倒引当金の増減額（△は減少） 731 19,536

賞与引当金の増減額（△は減少） △938,531 △939,998

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △61,000 △123,375

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） △9,144 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） △24,947 76,867

環境対策引当金の増減額（△は減少） － △45,990

受取利息及び受取配当金 △14,399 △14,599

支払利息 157,043 138,926

固定資産売却損益（△は益） △441 －

固定資産除却損 1,171 －

売上債権の増減額（△は増加） △868,696 49,996

たな卸資産の増減額（△は増加） △566,694 178,402

仕入債務の増減額（△は減少） △119,859 △147,521

未払消費税等の増減額（△は減少） 44,409 36,711

その他の負債の増減額（△は減少） 1,948,653 1,773,113

その他 △147,143 △145,681

小計 3,000,719 4,248,319

利息及び配当金の受取額 14,442 14,899

利息の支払額 △182,404 △175,856

法人税等の支払額 △505,495 △821,095

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,327,262 3,266,266
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(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △19,913 △17,525

定期預金の払戻による収入 83,905 81,253

投資有価証券の取得による支出 △844 △716

有形固定資産の取得による支出 △1,077,732 △1,683,306

有形固定資産の売却による収入 1,681 4,255

無形固定資産の取得による支出 △30,004 △164,990

貸付けによる支出 △3,314 △11,392

貸付金の回収による収入 3,535 4,882

その他 △7,578 425

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,050,264 △1,787,114

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） 1,572,133 △660,734

長期借入れによる収入 500,000 3,396,300

長期借入金の返済による支出 △2,460,678 △4,434,406

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △147,029 △175,066

割賦債務の返済による支出 △13,285 －

自己株式の取得による支出 △272 △105

配当金の支払額 △522,893 △325,891

少数株主への配当金の支払額 △78,536 △61,095

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,150,562 △2,260,998

現金及び現金同等物に係る換算差額 50,355 112,969

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 176,791 △668,876

現金及び現金同等物の期首残高 9,376,973 10,984,156

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

－ 650,214

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,553,764 10,965,494
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（４） 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

 （５）セグメント情報 

〔前第１四半期連結累計期間（自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日）〕 

① 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 
（単位：千円） 

報告セグメント 
 

自動車用 
エンジン軸受 

自動車用エン
ジン以外軸受

非自動車用
軸受 

計 

その他 
(注) 

合計 

売上高   

  外部顧客への売上高 10,085,005 3,596,582 3,270,428 16,952,016 58,359 17,010,375

  セグメント間の内部売上
高又は振替高 

132,661 208,721 88,452 429,835 21,586 451,422

計 10,217,667 3,805,303 3,358,881 17,381,852 79,945 17,461,797

セグメント利益 1,603,788 968,465 1,021,612 3,593,867 40,402 3,634,269

(注)「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸事業等を含んで 

おります。 

 

② 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額 

 及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項） 
（単位：千円） 

利    益 金    額 

報告セグメント計 3,593,867

「その他」の区分の利益 40,402

セグメント間取引消去 647

全社費用（注） △1,175,073

四半期連結損益計算書の営業利益 2,459,844

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

 

  ③ 報告セグメントの変更等に関する事項 

   平成23年４月１日付の組織変更により、従来「自動車用軸受」に含めておりました自動車用 

 エンジン軸受事業を「自動車用エンジン軸受」へ、自動車用エンジン以外軸受事業を「自動車

   用エンジン以外軸受」に再編しております。 

   なお、前第１四半期連結累計期間のセグメント情報は、当第１四半期連結累計期間において

   用いたセグメント区分に基づき作成しております。 
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〔当第１四半期連結累計期間（自  平成24年４月１日  至  平成24年６月30日）〕 

① 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 
（単位：千円） 

報告セグメント 
 

自動車用 
エンジン軸受 

自動車用エン
ジン以外軸受

非自動車用
軸受 

計 

その他 
(注) 

合計 

売上高   

  外部顧客への売上高 11,139,895 3,735,982 3,433,352 18,309,230 53,168 18,362,399

  セグメント間の内部売上
高又は振替高 

104,735 173,056 550 278,341 20,520 298,862

計 11,244,630 3,909,039 3,433,902 18,587,572 73,688 18,661,261

セグメント利益 1,485,447 975,022 810,138 3,270,608 36,845 3,307,454

(注)「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸事業等を含んで 

おります。 

 

② 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額 

 及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項） 
（単位：千円） 

利    益 金    額 

報告セグメント計 3,270,608

「その他」の区分の利益 36,845

セグメント間取引消去 2,744

全社費用（注） △1,206,181

四半期連結損益計算書の営業利益 2,104,018

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

 

  ③  報告セグメントの変更等に関する事項 

    会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更に記載のとおり、法人税法

の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した有形固定

資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更したため、報告セグメン

トの減価償却の方法を改正後の法人税法に基づく方法に変更しております。 

    当該変更により、従来の方法に比べて、当第１四半期連結累計期間の「自動車用エンジン

軸受」のセグメント利益が3,010千円増加し、「自動車用エンジン以外軸受」のセグメント利

益が2,060千円増加し、「非自動車用軸受」のセグメント利益が2,293千円増加しておりま

す。 

 

（６） 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 
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