
 
 
 
 
 

 

 
 
   

 

 

 
   

 
   

   

 
     

   

     

 
 

 26年３月期の期末配当予想については未定であります。 
  

   

 
 (％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率) 
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(百万円未満切捨て)

１．平成25年３月期の連結業績（平成24年４月１日～平成25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 ％

25年３月期 25,707 △9.3 1,588 △15.5 1,650 △14.0 1,014 5.0
24年３月期 28,343 8.8 1,879 18.4 1,917 24.1 966 10.7

(注) 包括利益 25年３月期 1,057百万円( 8.7％) 24年３月期 972百万円( 11.2％)

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 ％ ％ ％

25年３月期 64.36 ― 11.0 7.4 6.2
24年３月期 61.28 ― 11.6 8.6 6.6

(参考) 持分法投資損益 25年３月期 ―百万円 24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

25年３月期 21,976 9,704 44.2 615.60
24年３月期 22,764 8,789 38.6 557.54

(参考) 自己資本 25年３月期 9,704百万円 24年３月期 8,789百万円

（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

25年３月期 1,947 △697 △153 1,570
24年３月期 891 △1,343 △1,514 474

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 ％ ％

24年３月期 ― 0.00 ― 9.00 9.00 141 14.7 1.7
25年３月期 ― 0.00 ― 8.00 8.00 126 12.4 1.4

26年３月期(予想) ― 0.00 ― ― ― ―

(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

３．平成26年３月期の連結業績予想（平成25年４月１日～平成26年３月31日）

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) 12,500 △7.3 570 △41.5 580 △42.8 350 △42.1 22.20
通 期 26,500 3.1 1,700 7.0 1,710 3.6 1,030 1.5 65.34



  

 

   

   

     

     

 

   

   

   

（２）個別財政状態 

 
   

   

   

   

 (％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率) 

   

   

 

   

 

 
  

※ 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 ： 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) 25年３月期 15,786,910株 24年３月期 15,786,910株

② 期末自己株式数 25年３月期 22,898株 24年３月期 22,828株

③ 期中平均株式数 25年３月期 15,764,018株 24年３月期 15,764,664株

(参考) 個別業績の概要
１．平成25年３月期の個別業績（平成24年４月１日～平成25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 ％

25年３月期 25,707 △9.3 1,039 △8.9 1,158 △4.5 695 14.2
24年３月期 28,343 8.8 1,141 △10.3 1,212 △2.5 608 8.7

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

25年３月期 44.10 ―
24年３月期 38.62 ―

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

25年３月期 18,876 7,752 41.1 491.77
24年３月期 20,536 7,156 34.8 453.95

(参考) 自己資本 25年３月期 7,752百万円 24年３月期 7,156百万円

２．平成26年３月期の個別業績予想（平成25年４月１日～平成26年３月31日）

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) 12,500 △7.3 320 △45.1 360 △44.8 220 △43.0 13.96

通 期 26,500 3.1 1,160 11.6 1,240 7.1 750 7.9 47.58

※ 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意事項等については、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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(当期の経営成績）   

当連結会計年度における我が国経済は、東日本大震災の復興需要等により緩やかな景気回復がみられ

たものの、長引く円高の影響やデフレが続く国内の情勢に加え、欧州債務危機の継続や中国をはじめと

した新興国経済の成長鈍化による海外景気の減速等、経済環境は厳しい状況で推移しました。このよう

な中、昨年末に発足した新政権の経済政策への期待感から、円高の是正や株価の回復など、景気回復に

明るい兆しも見えはじめました。 

 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、エコカー補助金(2012

年９月終了）の影響によるコンパクトカーやハイブリット車を中心とした堅調な国内需要と、ハイブリ

ッド車、アジアを中心とする新興国向けのコンパクトカー、資源国向けの多目的車等の好調な販売に支

えられ堅調に推移しました。一方、建設機械部品部門においては、震災復興需要により国内市場は堅調

であったものの、海外では中国市場の需要低迷、資源価格下落による鉱山機械需要の減少及び部品の現

地調達化が加速したこと等により当社売上げは前期に比べ大幅に減少しました。 

 この結果、当連結会計年度の売上高は、257億７百万円（前年同期比9.3％減）となりました。 

 部門別売上高では、自動車部品は182億円（前年同期比4.8％増）、建設機械部品は62億３千９百万円

（前年同期比34.1％減）、農業機械部品は７億８千４百万円（前年同期比10.6％減）、その他部品は４

億８千２百万円（前年同期比23.1％減）となりました。 

 一方、損益面におきましては、営業利益は15億８千８百万円（前年同期比15.5％減）、経常利益は16

億５千万円（前年同期比14.0％減）、当期純利益は10億１千４百万円（前年同期比5.0％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、国内の人口減少による内需の縮小や新興市

場における海外メーカとの競争も厳しさを増してきております。また、建設機械業界においては、震災

復興需要により国内需要は回復が見込まれるものの、海外では中国市場や新興国の需要低迷など先行き

不透明な状況であります。このような環境のなか、ユーザの海外生産に伴う部品の現地調達化の加速、

グローバルな競争に対応した低コスト化への要請は益々強まるとともに、電力の値上げや円安に伴う原

材料価格の上昇など当社グループを取り巻く環境は益々厳しくなるもと予想されます。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265億円（前年同期比3.1％増）、営業利益は17億円

（前年同期比7.0％増）、経常利益は17億１千万円（前年同期比3.6％増）、当期純利益は10億３千万円

（前年同期比1.5％増）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。                        

  

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

（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７億８千７百万円減

少し、219億７千６百万円となりました。 

 資産の部では、流動資産は現金及び預金が２億４千６百万円増加、有価証券（譲渡性預金）が８億５

千万円増加、受取手形及び売掛金が11億７千４百万円減少、売掛債権回収方法の変更により電子記録債

権が37億８千１百万円増加、未収入金が43億３千３百万円減少したこと等により、前連結会計年度末に

比べ８億１千９百万円減少し、126億９千９百万円となり、また固定資産は有形固定資産が２千万円減

少、無形固定資産が２千万円減少、投資有価証券が６千９百万円増加したこと等により前連結会計年度

末に比べ３千１百万円増加し、92億７千７百万円となりました。 

 負債の部では、流動負債は、支払手形及び買掛金が19億８千７百万円、未払法人税等が３億６千２百

万円減少、その他に含まれている未払金が６億３百万円増加したこと等により、前連結会計年度末に比

べ17億２千万円減少し、117億２千５百万円となり、固定負債は、前連結会計年度末に比べ１千７百万

円増加し、５億４千６百万円となりました。  

 純資産は、当期純利益10億１千４百万円計上による増加、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９億１千５百万円増加し、97億４百万円となりました。 

  

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10億９千６百万円増加し、15億７千万円となりました。 

  

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19億４千７百万円（前年同期は８億９千１百万円の増加）となりまし

た。この主な要因は税金等調整前当期純利益16億４千７百万円、減価償却費13億５千５百万円、未収入

金の減少43億３千３百万円、また、減少要因として法人税等の支払額９億８千万円、売上債権の増加26

億７百万円、仕入債務の減少19億８千７百万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６億９千７百万円（前年同期は13億４千３百万円の減少）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６億９千万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１億５千３百万円（前年同期は15億１千４百万円の減少）となりまし

た。この主な要因は、配当金の支払１億４千１百万円によるものであります。 

  

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株当り８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。 

（２） 財政状態に関する分析

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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・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、技術・品質・コスト競争

力において他社を上回る商品力の向上を目指し、さらなる原価低減・費用低減によるコスト競争力の強

化と技術・品質の向上を図り、事業拡大と収益力の向上に努めてまいります。さらに、ユーザーの海外

生産に伴う部品の現地調達化に対応するため、インドネシアでの事業を開始し、海外での事業の拡大を

図ってまいります。また、これらの課題を達成していくため、人材育成については重要な経営課題とし

て推進してまいります。 

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24年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 474,673 720,928

受取手形及び売掛金 5,606,879 4,432,410

電子記録債権 133,676 3,915,197

有価証券 － 850,000

製品 331,156 329,669

仕掛品 1,029,271 895,354

原材料及び貯蔵品 1,134,826 1,102,867

繰延税金資産 197,985 177,686

未収入金 4,598,305 264,435

その他 11,839 10,649

流動資産合計 13,518,614 12,699,199

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,462,751 2,318,551

機械装置及び運搬具（純額） 3,838,833 3,758,895

工具、器具及び備品（純額） 209,269 229,648

土地 2,056,775 2,056,775

リース資産（純額） 22,558 12,188

建設仮勘定 133,681 327,227

有形固定資産合計 8,723,870 8,703,287

無形固定資産   

公共施設利用権 14,689 13,244

その他 54,430 35,074

無形固定資産合計 69,120 48,318

投資その他の資産   

投資有価証券 290,524 359,551

長期貸付金 489 112

繰延税金資産 38,886 39,799

その他 129,088 132,544

貸倒引当金 △5,880 △6,080

投資その他の資産合計 453,108 525,928

固定資産合計 9,246,098 9,277,535

資産合計 22,764,713 21,976,735
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 8,037,804 6,050,155

短期借入金 3,600,000 3,600,000

リース債務 12,592 8,968

未払費用 494,401 481,665

未払法人税等 573,953 211,330

設備関係支払手形 2,467 367

賞与引当金 294,457 301,605

役員賞与引当金 11,000 17,000

その他 419,290 1,054,459

流動負債合計 13,445,966 11,725,553

固定負債   

リース債務 17,624 8,655

繰延税金負債 146,427 170,076

退職給付引当金 244,896 241,830

役員退職慰労引当金 73,500 80,700

資産除去債務 47,263 45,542

固定負債合計 529,711 546,804

負債合計 13,975,678 12,272,358

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 4,917,335 5,789,962

自己株式 △6,949 △6,976

株主資本合計 8,694,936 9,567,536

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 94,099 136,840

その他の包括利益累計額合計 94,099 136,840

純資産合計 8,789,035 9,704,376

負債純資産合計 22,764,713 21,976,735
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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23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

売上高 28,343,682 25,707,180

売上原価 25,138,010 22,844,463

売上総利益 3,205,672 2,862,716

販売費及び一般管理費 1,326,399 1,274,602

営業利益 1,879,272 1,588,114

営業外収益   

受取利息 1,489 311

受取配当金 5,726 5,843

受取ロイヤリティー 12,275 18,503

物品売却益 18,923 15,452

助成金収入 20,453 －

受取保険金 － 21,737

その他 27,831 31,168

営業外収益合計 86,699 93,018

営業外費用   

支払利息 23,673 17,471

固定資産処分損 10,834 7,650

その他 13,514 5,869

営業外費用合計 48,022 30,991

経常利益 1,917,950 1,650,141

特別損失   

固定資産処分損 21,187 2,338

退職給付費用 134,675 －

特別損失合計 155,863 2,338

税金等調整前当期純利益 1,762,087 1,647,803

法人税、住民税及び事業税 848,092 613,686

法人税等調整額 △52,029 19,612

法人税等合計 796,063 633,299

少数株主損益調整前当期純利益 966,023 1,014,504

当期純利益 966,023 1,014,504
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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23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 966,023 1,014,504

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 6,270 42,741

その他の包括利益合計 6,270 42,741

包括利益 972,294 1,057,245

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 972,294 1,057,245

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23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25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 4,045,903 4,917,335

当期変動額   

剰余金の配当 △94,591 △141,876

当期純利益 966,023 1,014,504

当期変動額合計 871,431 872,627

当期末残高 4,917,335 5,789,962

自己株式   

当期首残高 △6,629 △6,949

当期変動額   

自己株式の取得 △320 △27

当期変動額合計 △320 △27

当期末残高 △6,949 △6,976

株主資本合計   

当期首残高 7,823,824 8,694,936

当期変動額   

剰余金の配当 △94,591 △141,876

当期純利益 966,023 1,014,504

自己株式の取得 △320 △27

当期変動額合計 871,111 872,600

当期末残高 8,694,936 9,567,536
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25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 87,828 94,099

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 6,270 42,741

当期変動額合計 6,270 42,741

当期末残高 94,099 136,840

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 87,828 94,099

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 6,270 42,741

当期変動額合計 6,270 42,741

当期末残高 94,099 136,840

純資産合計   

当期首残高 7,911,652 8,789,035

当期変動額   

剰余金の配当 △94,591 △141,876

当期純利益 966,023 1,014,504

自己株式の取得 △320 △27

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 6,270 42,741

当期変動額合計 877,382 915,341

当期末残高 8,789,035 9,704,376
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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23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25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 1,762,087 1,647,803

減価償却費 1,363,920 1,355,598

貸倒引当金の増減額（△は減少） － 200

賞与引当金の増減額（△は減少） 20,196 7,148

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △5,000 6,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 166,990 △3,065

受取利息及び受取配当金 △7,216 △6,155

支払利息 23,673 17,471

有形固定資産除却損 32,021 9,988

売上債権の増減額（△は増加） △1,696,617 △2,607,051

未収入金の増減額（△は増加） △1,328,441 4,333,869

たな卸資産の増減額（△は増加） △86,333 167,363

仕入債務の増減額（△は減少） 1,232,070 △1,987,649

その他 147,712 △2,097

小計 1,625,062 2,939,423

利息及び配当金の受取額 7,216 6,155

利息の支払額 △23,045 △17,703

法人税等の支払額 △717,521 △980,085

営業活動によるキャッシュ・フロー 891,712 1,947,790

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 △2,617 △2,864

有形固定資産の取得による支出 △1,340,530 △690,862

その他 － △3,914

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,343,147 △697,641

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） △1,240,000 －

長期借入金の返済による支出 △166,400 －

リース債務の返済による支出 △13,347 △12,592

自己株式の取得による支出 △320 △27

配当金の支払額 △93,991 △141,274

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,514,058 △153,893

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,965,494 1,096,255

現金及び現金同等物の期首残高 2,440,167 474,673

現金及び現金同等物の期末残高 474,673 1,570,928
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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24年６月28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                      615円60銭 

     １株当たりの当期純利益                      64円36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                           1,014,504千円 

     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                      1,014,504千円 

     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）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)

(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

(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24年３月31日) 

当事業年度 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 401,311 643,157

受取手形 136,942 183,326

電子記録債権 133,676 3,915,197

売掛金 5,469,937 4,249,083

有価証券 － 850,000

製品 211,575 234,941

仕掛品 698,570 578,138

原材料及び貯蔵品 870,508 825,944

前渡金 － 240,659

繰延税金資産 124,821 108,647

関係会社短期貸付金 130,000 －

未収入金 5,143,765 684,796

その他 29,465 34,177

流動資産合計 13,350,574 12,548,071

固定資産   

有形固定資産   

建物 2,587,628 2,595,748

減価償却累計額 △1,081,862 △1,159,670

建物（純額） 1,505,766 1,436,077

構築物 574,460 574,460

減価償却累計額 △357,693 △385,570

構築物（純額） 216,767 188,890

機械及び装置 10,559,291 10,672,888

減価償却累計額 △7,248,677 △8,127,582

機械及び装置（純額） 3,310,613 2,545,305

車両運搬具 33,257 42,707

減価償却累計額 △19,570 △21,180

車両運搬具（純額） 13,687 21,526

工具、器具及び備品 1,191,428 1,262,050

減価償却累計額 △1,022,208 △1,079,316

工具、器具及び備品（純額） 169,219 182,733

土地 1,162,687 1,162,687

リース資産 89,485 76,441

減価償却累計額 △61,902 △64,846

リース資産（純額） 27,582 11,594

建設仮勘定 128,852 69,026

有形固定資産合計 6,535,175 5,617,843
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当事業年度 
(平成25年３月31日) 

無形固定資産   

公共施設利用権 13,987 12,596

電話加入権 2,196 －

ソフトウエア 16,404 14,929

ソフトウエア仮勘定 3,130 －

リース資産 6,219 4,596

無形固定資産合計 41,938 32,122

投資その他の資産   

投資有価証券 245,044 300,991

関係会社株式 245,380 258,460

出資金 140 140

長期貸付金 375 75

長期前払費用 － 2,455

入会保証金 69,271 66,340

その他 51,139 52,790

貸倒引当金 △2,500 △2,700

投資その他の資産合計 608,850 678,553

固定資産合計 7,185,963 6,328,519

資産合計 20,536,538 18,876,590

負債の部   

流動負債   

支払手形 907 －

買掛金 8,793,336 6,794,897

短期借入金 3,100,000 3,100,000

リース債務 18,490 10,364

未払金 269,021 104,417

未払費用 305,519 287,145

未払法人税等 330,321 194,817

預り金 37,408 37,883

賞与引当金 196,700 194,500

役員賞与引当金 11,000 17,000

その他 41,005 100,225

流動負債合計 13,103,709 10,841,251

固定負債   

リース債務 17,001 6,636

繰延税金負債 43,885 68,164

退職給付引当金 112,590 101,257

役員退職慰労引当金 66,500 72,200

資産除去債務 36,725 34,863

固定負債合計 276,702 283,121
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当事業年度 
(平成25年３月31日) 

負債合計 13,380,412 11,124,373

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 2,533,000 3,003,000

繰越利益剰余金 654,444 737,822

利益剰余金合計 3,284,425 3,837,803

自己株式 △6,949 △6,976

株主資本合計 7,062,026 7,615,376

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 94,099 136,840

評価・換算差額等合計 94,099 136,840

純資産合計 7,156,126 7,752,217

負債純資産合計 20,536,538 18,876,590
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（２）損益計算書 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

売上高 28,343,682 25,707,180

売上原価   

製品期首たな卸高 183,699 211,575

当期製品製造原価 18,683,817 16,631,118

当期製品仕入高 7,344,433 6,775,158

合計 26,211,951 23,617,852

他勘定振替高 63,231 △67,913

製品期末たな卸高 211,575 234,941

売上原価合計 25,937,144 23,450,824

売上総利益 2,406,537 2,256,355

販売費及び一般管理費 1,265,182 1,216,893

営業利益 1,141,355 1,039,462

営業外収益   

受取利息 1,974 673

受取配当金 5,726 5,843

固定資産賃貸料 525,736 581,196

受取ロイヤリティー 12,275 18,503

物品売却益 13,538 9,775

受取保険金 － 19,043

その他 27,105 75,468

営業外収益合計 586,355 710,503

営業外費用   

支払利息 20,955 15,576

賃貸収入原価 477,235 516,995

その他 16,586 59,125

営業外費用合計 514,777 591,697

経常利益 1,212,933 1,158,268

特別損失   

固定資産処分損 12,646 2,338

退職給付費用 78,694 －

特別損失合計 91,340 2,338

税引前当期純利益 1,121,592 1,155,930

法人税、住民税及び事業税 527,746 443,644

法人税等調整額 △14,937 17,031

法人税等合計 512,809 460,676

当期純利益 608,783 695,254
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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23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25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 2,073,000 2,533,000

当期変動額   

別途積立金の積立 460,000 470,000

当期変動額合計 460,000 470,000

当期末残高 2,533,000 3,003,000

繰越利益剰余金   

当期首残高 600,253 654,444

当期変動額   

別途積立金の積立 △460,000 △470,000

剰余金の配当 △94,591 △141,876

当期純利益 608,783 695,254

当期変動額合計 54,191 83,377

当期末残高 654,444 737,822

利益剰余金合計   

当期首残高 2,770,234 3,284,425
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

当期変動額   

別途積立金の積立 － －

剰余金の配当 △94,591 △141,876

当期純利益 608,783 695,254

当期変動額合計 514,191 553,377

当期末残高 3,284,425 3,837,803

自己株式   

当期首残高 △6,629 △6,949

当期変動額   

自己株式の取得 △320 △27

当期変動額合計 △320 △27

当期末残高 △6,949 △6,976

株主資本合計   

当期首残高 6,548,155 7,062,026

当期変動額   

剰余金の配当 △94,591 △141,876

当期純利益 608,783 695,254

自己株式の取得 △320 △27

当期変動額合計 513,871 553,350

当期末残高 7,062,026 7,615,376

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 87,828 94,099

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 6,270 42,741

当期変動額合計 6,270 42,741

当期末残高 94,099 136,840

評価・換算差額等合計   

当期首残高 87,828 94,099

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 6,270 42,741

当期変動額合計 6,270 42,741

当期末残高 94,099 136,840
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

純資産合計   

当期首残高 6,635,983 7,156,126

当期変動額   

剰余金の配当 △94,591 △141,876

当期純利益 608,783 695,254

自己株式の取得 △320 △27

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 6,270 42,741

当期変動額合計 520,142 596,091

当期末残高 7,156,126 7,752,217
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該当事項はありません。 

（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)
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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 17,364,319 61.3 18,200,594 70.8 836,274 4.8

建 設 機 械 部 品 9,473,864 33.4 6,239,341 24.3 △ 3,234,523 △ 34.1

農業機械部品 877,911 3.1 784,851 3.0 △ 93,059 △ 10.6

そ の 他 部 品 627,587 2.2 482,393 1.9 △ 145,193 △ 23.1

合 計 28,343,682 100.0 25,707,180 100.0 △ 2,636,502 △ 9.3

(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23年4月1日～平成24年3月31日） （平成24年4月1日～平成25年3月31日）
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(２ )役 員 の 異 動 （ 平 成 25 年 ６ 月 27 日 付 ）  

 

１．新任取締役候補 

 

 杉野 安彦    （現 執行役員  技術部長） 

 

２．新任監査役候補 

 

   （非常勤）   越田 幸男   （現 ダイハツ九州株式会社 代表取締役社長） 

 

   （非常勤）   木下 茂樹   （現 ダイハツディーゼル株式会社 取締役） 

 

（注）越田 幸男氏及び木下 茂樹氏は、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 

 

           倉長 勇太郎  （現 取締役社長（代表取締役）） 

                    当社相談役に就任予定 

 

           杉本 満司   （現 取締役） 

            

４．退任予定監査役 

 今井 敦    （現 非常勤監査役 

現 株式会社メタルワン 大阪線材・特殊鋼部長） 

           

           中島 亮太郎  （現 非常勤監査役 

                    現 ダイハツディーゼル株式会社 常務取締役） 

 

           星加 宏昌   （現 非常勤監査役 

                    現 ダイハツ工業株式会社 執行役員） 

    

５．平成 25 年６月２7日の株主総会後の取締役会において就任予定 

 

  昇任予定取締役 

 

   取締役社長（代表取締役）   多田 修  （現 専務取締役） 

 

   常務取締役          新川 健二 （現 取締役） 

                                     以上 
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