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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） 

（注）当社は、平成24年６月27日付で普通株式１株につき10株の株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して「１ 
   株当たり当期純利益」を算定しております。 

(2) 連結財政状態 

（注）当社は、平成24年６月27日付で普通株式１株につき10株の株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して「１ 
   株当たり純資産」を算定しております。 

(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 ％

25年3月期 25,041 5.2 707 △25.2 822 2.1 213 △45.9
24年3月期 23,801 4.6 946 △26.1 805 △19.1 394 237.5

（注）包括利益 25年3月期 815百万円 （104.4％） 24年3月期 398百万円 （―％）

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 34.30 ― 4.3 4.2 2.8
24年3月期 67.36 ― 9.5 4.1 4.0

（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

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 20,573 5,726 27.8 800.87
24年3月期 18,895 4,296 22.7 734.40

（参考） 自己資本   25年3月期  5,726百万円 24年3月期  4,296百万円

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

25年3月期 1,690 △1,773 △41 1,741
24年3月期 595 △1,620 △1,819 1,746

2.  配当の状況 

（注）１．当社は、平成24年６月27日付で普通株式１株につき10株の株式分割を行っております。平成24年３月期については当該株式分割前の実際の配当金の
     額を記載しております。なお、平成25年３月期の期末配当金は当該株式分割調整後の内容を記載しております。 
   ２．平成25年３月期期末配当金の内訳 普通配当 15円00銭 記念配当 5円00銭 

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 ― 100.00 100.00 58 14.8 1.4
25年3月期 ― 0.00 ― 20.00 20.00 143 58.3 2.6
26年3月期(予想) ― 7.50 ― 7.50 15.00 20.0

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）  
（％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) 13,083 6.7 291 △12.7 239 △37.2 136 △43.3 19.02
通期 26,542 6.0 917 29.5 748 △9.1 536 151.3 74.97



※  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 

（注）「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第14条の７（会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合）に該 
   当するものであります。詳細は、添付資料Ｐ．11「３．連結財務諸表（５）連結財務諸表に関する注記事項（会計方針の変更）」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）当社は、平成24年６月27日付で普通株式１株につき10株の株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し 
   て発行済株式数（普通株式）を算定しております。 

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 7,150,000 株 24年3月期 6,000,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期 ― 株 24年3月期 150,000 株
③ 期中平均株式数 25年3月期 6,216,849 株 24年3月期 5,850,000 株

（参考）個別業績の概要 

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） 

（注）当社は、平成24年６月27日付で普通株式１株につき10株の株式分割を行っております。前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して「１株当 
   たり当期純利益」を算定しております。 

(2) 個別財政状態 

（注）当社は、平成24年６月27日付で普通株式１株につき10株の株式分割を行っております。前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して「１株当 
   たり純資産」を算定しております。  

(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 14,757 2.6 1 △87.9 415 116.7 △76 ―
24年3月期 14,382 0.2 12 △93.5 191 △52.0 15 ―

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 △12.36 ―
24年3月期 2.70 ―

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 14,575 2,931 20.1 409.94
24年3月期 13,558 2,371 17.5 405.46

（参考） 自己資本 25年3月期  2,931百万円 24年3月期  2,371百万円

※ 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、連結財務諸表及び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 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
 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、当社の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、その
達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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。業績予想に関する事項につき
ましては、添付資料Ｐ．２「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）経営成績に関する分析 

  当連結会計年度における世界経済は、米国経済にやや明るさが見えてきたものの、欧州債務危機が続いているこ

とや中国景気の減速もあり、本格的回復にはまだまだ時間がかかるものと思われます。 

  また、国内においては、新政権発足後、円高修正や株高が進み、経済政策への期待が高まり回復の兆しは見える

ものの、予断を許さない状況が続いております。 

  金型業界におきましても、年初から夏前までは震災復興需要に支えられて前年を上回るペースとなっていました

が、夏頃からやや減速し、年間では前年と同水準で推移しております。 

 このような環境の中で、当社グループは自動車市場の深耕、新市場・新分野への展開を積極的に進めるととも

に、持続的な原価低減を推進することで、業績の確保に努めました。 

 この結果、国内売上高は13,677百万円、海外売上高は11,364百万円となり、連結売上高25,041百万円（前年同期

比5.2％増）となりました。 

 利益面につきましては、売上高はほぼ想定通りとなったものの、製品構成の変化等による原価率の上昇もあり、

営業利益は707百万円（前年同期比25.2％減）となりました。経常利益は、受取配当金の増加等により822百万円

（前年同期比2.1％増）となりました。当期純利益は、前連結会計年度において発生した固定資産売却益及び減損

損失の減少、繰延税金資産の取崩し等により、213百万円（前年同期比45.9%減）となりました。 

 今後の経営環境は、依然として不透明感があるものの、当社グループとしてはＰ.３「２．経営方針（３）中長

期的な会社の経営戦略」に記載した三つの重点経営課題に取組み、次期の連結業績見通しにつきましては、売上高

26,542百万円、営業利益917百万円、経常利益748百万円、当期純利益536百万円を予想しております。 

  

（２）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

 当連結会計年度末における総資産は20,573百万円となり、前連結会計年度末（平成24年３月末）と比較し1,677

百万円の増加となりました。これは、主として売上債権、投資有価証券等の増加によるものであります。 

 総負債は14,847百万円となり、前連結会計年度末（平成24年３月末）と比較し247百万円の増加となりました。

これは、主として支払債務の増加によるものであります。 

 純資産は5,726百万円となり、前連結会計年度末（平成24年３月末）と比較し1,430百万円の増加となりました。

これは、主として公募増資の実施による資本金、資本剰余金の増加及び自己株式の処分並びに当期純利益の計上に

伴う利益剰余金の増加によるものであります。 

②キャッシュ・フローの状況 

 当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ５百万円減少し、1,741百万円となり

ました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは1,690百万円の収入となりました。 

 これは、税金等調整前当期純利益の計上796百万円、減価償却費の計上1,072百万円、たな卸資産の減少85百万円

等による収入が、賞与引当金の減少243百万円、売上債権の増加155百万円、法人税等の支払額255百万円等の支出

を上回ったこと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） 

 当連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フローは1,773百万円の支出となりました。 

 これは、有形固定資産の取得による支出967百万円、投資有価証券取得による支出276百万円、長期貸付けによる

支出618百万円等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） 

 当連結会計年度の財務活動によるキャッシュ・フローは41百万円の支出となりました。 

 これは、株式発行による収入573百万円、短期借入金の増加1,084百万円等による収入を、長期借入金の返済

1,695百万円等による支出が上回ったことによるものであります。  

  

１．経営成績・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 

当社は、株主の皆様への利益還元を経営上の重要課題の一つと認識し、将来の事業展開と経営体質の強化のた

めに必要な内部留保を確保しつつ、安定かつ継続的な配当に加え、連結業績との連動性を重視することを基本とし

て、財政状態、利益水準や配当性向などを総合的に判断して、適切な利益配分を行っていくことを方針としており

ます。 

配当性向につきましては、連結ベースで20％以上を目標に実施してまいりたいと考えております。 

また、当社は株主の皆様への利益還元機会の充実を図るため、「取締役会の決議により、毎年９月30日を基準

日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。 

 上記の方針に基づき、当期末配当につきましては、当期の業績及び今後の事業展開等を勘案し、１株当たり15円

の普通配当に、記念配当の５円を加えて、１株当たり合計20円とさせていただく予定であります。この結果、当連

結会計年度の連結配当性向は58.3％となります。また、平成26年３月期の配当につきましては、１株当たり中間配

当7.5円、期末配当7.5円とし、年間で１株当たり15円を予定しております。 

 内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、今まで以上にコスト競争力を高

め、市場ニーズに応える技術開発及びものづくりの体制を強化し、更なるグローバル展開に向けて有効投資してま

いりたいと考えております。 

  

（１）会社の経営の基本方針 

当社グループは、「金型部品業界でのトップブランドを確立し、製販一体企業としての優位性を活かした高収

益企業を目指す」ことを企業ビジョンに掲げ、持続的な企業価値の向上に努めております。また、経営の基本方

針となり、全ての活動の指針としての経営理念については以下のとおりであります。  

 （経営理念） 

 ①私たちは常に、チャレンジ精神を持ち、お客様のニーズに応える先進技術の開発などをとおして、お客様や社

会に提案しつづけます。 

 ②私たちは常に、若い行動力とフレキシブルな発想を大切にし、人々の夢が実現できる活力ある企業（職場）を

創造します。 

 ③私たちは常に、環境への配慮や法令遵守の精神に則り、社会に愛される健全な企業活動を推進し、社会の発展

に貢献します。 

  

（２）目標とする経営指標 

  当社グループとしましては、事業の評価基準として売上高営業利益率を、経営の評価基準として当期純利益

を、そしてキャッシュフローマネジメントの観点からフリーキャッシュフローを目標とする経営指標としており

ます。  

   

（３）中長期的な会社の経営戦略 

 当社グループ事業を左右する金型業界につきましては、全世界的には、新興市場での力強い伸長もあり今後も

一定の規模が見込まれますが、国内においては、民需の成熟化や製造業の海外シフトもあり、大きな伸びは見込

めないと見ております。このような状況下、当社グループとしては、国内を中心とした成熟市場での勝ち残り

と、中国、東南アジア等の成長市場でのポジションを確保し持続的成長を目指すため、以下の３点を重点経営課

題と認識しております。  

 ①グローバル化 

 国内及び中国中心の事業からインド、東南アジア地域への積極的事業展開および欧米への販路開拓によるグロ

ーバル化の推進。 

 ②新市場の開拓 

 国内、海外における未着手市場への取組み、上記グローバル化推進による新しい市場の獲得、そして新規事業

による新市場の開拓。 

 ③高収益事業モデルへの転換 

 国内事業収益力の抜本的改善、中国事業収益力の更なる強化、そして新市場や新規事業での新たな付加価値の

創造による高収益事業モデルへの転換。 

  

２．経営方針



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 1,746,559 1,741,146

受取手形及び売掛金 6,464,340 7,270,390

商品及び製品 1,284,745 1,336,783

仕掛品 254,218 271,154

原材料及び貯蔵品 1,014,958 1,068,118

繰延税金資産 248,721 160,090

その他 556,734 680,979

貸倒引当金 △66,567 △65,411

流動資産合計 11,503,710 12,463,251

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,360,846 4,543,518

減価償却累計額 △2,402,995 △2,624,849

建物及び構築物（純額） 1,957,851 1,918,668

機械装置及び運搬具 9,015,751 10,154,377

減価償却累計額 △5,618,670 △6,457,824

機械装置及び運搬具（純額） 3,397,080 3,696,553

工具、器具及び備品 1,346,811 1,429,960

減価償却累計額 △1,080,540 △1,209,552

工具、器具及び備品（純額） 266,270 220,408

土地 817,719 817,719

建設仮勘定 21,468 869

有形固定資産合計 6,460,391 6,654,219

無形固定資産 258,638 264,462

投資その他の資産   

投資有価証券 15,588 323,881

長期貸付金 91,305 503,397

繰延税金資産 497,550 273,618

その他 210,997 190,519

貸倒引当金 △142,412 △99,701

投資その他の資産合計 673,029 1,191,714

固定資産合計 7,392,058 8,110,396

資産合計 18,895,769 20,573,648



（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 2,763,664 2,966,892

短期借入金 4,057,985 5,762,432

1年内返済予定の長期借入金 1,595,113 1,371,148

未払法人税等 108,212 177,701

賞与引当金 539,045 302,794

その他 1,045,557 1,316,385

流動負債合計 10,109,578 11,897,355

固定負債   

長期借入金 3,290,852 1,819,703

退職給付引当金 644,447 657,621

土壌汚染対策費用引当金 338,893 255,065

その他 215,767 217,649

固定負債合計 4,489,959 2,950,039

負債合計 14,599,538 14,847,395

純資産の部   

株主資本   

資本金 382,500 674,200

資本剰余金 111,500 403,200

利益剰余金 4,417,384 4,572,133

自己株式 △90,000 －

株主資本合計 4,821,384 5,649,533

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △164 20,895

為替換算調整勘定 △524,988 55,824

その他の包括利益累計額合計 △525,153 76,719

純資産合計 4,296,230 5,726,253

負債純資産合計 18,895,769 20,573,648



（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 23,801,904 25,041,291

売上原価 17,766,988 18,908,686

売上総利益 6,034,915 6,132,605

販売費及び一般管理費 5,088,468 5,424,690

営業利益 946,447 707,915

営業外収益   

受取利息 8,422 13,212

受取配当金 2,270 36,506

為替差益 41,408 62,767

保険解約返戻金 － 77,653

土壌汚染対策費用引当金戻入額 － 61,433

その他 77,132 95,129

営業外収益合計 129,233 346,702

営業外費用   

支払利息 169,113 137,127

上場関連費用 － 30,322

その他 100,701 64,342

営業外費用合計 269,815 231,792

経常利益 805,866 822,824

特別利益   

固定資産売却益 24,327 608

特別利益合計 24,327 608

特別損失   

固定資産除売却損 13,347 22,399

減損損失 68,359 3,949

災害による損失 22,893 －

その他 125 719

特別損失合計 104,725 27,068

税金等調整前当期純利益 725,467 796,365

法人税、住民税及び事業税 290,111 279,686

法人税等調整額 41,298 303,429

法人税等合計 331,409 583,115

少数株主損益調整前当期純利益 394,058 213,249

当期純利益 394,058 213,249



（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 394,058 213,249

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △229 21,059

為替換算調整勘定 4,927 580,813

その他の包括利益合計 4,698 601,872

包括利益 398,756 815,122

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 398,756 815,122

少数株主に係る包括利益 － －



（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 382,500 382,500

当期変動額   

新株の発行 － 291,700

当期変動額合計 － 291,700

当期末残高 382,500 674,200

資本剰余金   

当期首残高 111,500 111,500

当期変動額   

新株の発行 － 291,700

当期変動額合計 － 291,700

当期末残高 111,500 403,200

利益剰余金   

当期首残高 4,099,421 4,417,384

当期変動額   

剰余金の配当 △58,500 △58,500

当期純利益 394,058 213,249

連結範囲の変動 △17,595 －

当期変動額合計 317,962 154,749

当期末残高 4,417,384 4,572,133

自己株式   

当期首残高 △90,000 △90,000

当期変動額   

自己株式の処分 － 90,000

当期変動額合計 － 90,000

当期末残高 △90,000 －

株主資本合計   

当期首残高 4,503,421 4,821,384

当期変動額   

新株の発行 － 583,400

剰余金の配当 △58,500 △58,500

当期純利益 394,058 213,249

連結範囲の変動 △17,595 －

自己株式の処分 － 90,000

当期変動額合計 317,962 828,149

当期末残高 4,821,384 5,649,533



（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 65 △164

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △229 21,059

当期変動額合計 △229 21,059

当期末残高 △164 20,895

為替換算調整勘定   

当期首残高 △529,916 △524,988

当期変動額   

連結範囲の変動 △1,257 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 6,185 580,813

当期変動額合計 4,927 580,813

当期末残高 △524,988 55,824

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 △529,851 △525,153

当期変動額   

連結範囲の変動 △1,257 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 5,955 601,872

当期変動額合計 4,698 601,872

当期末残高 △525,153 76,719

純資産合計   

当期首残高 3,973,570 4,296,230

当期変動額   

新株の発行 － 583,400

剰余金の配当 △58,500 △58,500

当期純利益 394,058 213,249

連結範囲の変動 △18,853 －

自己株式の処分 － 90,000

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 5,955 601,872

当期変動額合計 322,660 1,430,022

当期末残高 4,296,230 5,726,253



（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 725,467 796,365

減価償却費 1,060,926 1,072,812

減損損失 68,359 4,668

退職給付引当金の増減額（△は減少） △17,344 13,118

賞与引当金の増減額（△は減少） △53,576 △243,863

貸倒引当金の増減額（△は減少） △18,462 △50,125

土壌汚染対策費用引当金の増減額（△は減少） △1,107 △83,828

受取利息及び受取配当金 △10,692 △49,719

支払利息 169,113 137,127

為替差損益（△は益） △81,811 304,658

固定資産除売却損益（△は益） △10,979 21,790

売上債権の増減額（△は増加） △893,935 △155,198

たな卸資産の増減額（△は増加） △6,214 85,451

仕入債務の増減額（△は減少） 138,178 24,175

その他 150,845 112,745

小計 1,218,767 1,990,179

利息及び配当金の受取額 10,688 42,154

利息の支払額 △166,543 △137,180

法人税等の支払額 △466,920 △255,657

法人税等の還付額 － 50,692

営業活動によるキャッシュ・フロー 595,991 1,690,188

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △1,632,511 △967,617

有形固定資産の売却による収入 51,023 28,932

無形固定資産の取得による支出 △106,810 △64,990

投資有価証券の取得による支出 － △276,416

長期貸付金の回収による収入 53,715 122,004

長期貸付けによる支出 － △618,333

その他 13,681 3,243

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,620,901 △1,773,176

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） 480,000 1,084,528

長期借入金の返済による支出 △2,223,331 △1,695,113

株式の発行による収入 － 573,027

自己株式の処分による収入 － 90,000

配当金の支払額 △58,500 △58,500

その他 △17,893 △35,441

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,819,725 △41,500

現金及び現金同等物に係る換算差額 5,511 119,075

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,839,123 △5,413

現金及び現金同等物の期首残高 4,584,483 1,746,559

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 1,200 －

現金及び現金同等物の期末残高 1,746,559 1,741,146



  該当事項はありません。  

  

（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） 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、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方法に変更しております。 

これによる当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益に与える影響は軽微でありま

す。  

  

当社グループは、金型用部品事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。  

  

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） 

１．製品及びサービスごとの情報 

当社グループは単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を 

超えるため、記載を省略しております。  

  

２．地域ごとの情報 

(1）売上高  

（注）売上高は顧客の所在地を基礎とし、国または地域に分類しております。 

(2）有形固定資産  

   

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） 

１．製品及びサービスごとの情報 

当社グループは単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を 

超えるため、記載を省略しております。  

  

２．地域ごとの情報 

(1）売上高  

（注）売上高は顧客の所在地を基礎とし、国または地域に分類しております。 

(2）有形固定資産  

  

（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）

（会計方針の変更）

（セグメント情報等）

ａ．セグメント情報

ｂ．関連情報

日本 
（千円） 

中国 
（千円） 

その他 
（千円） 

合計 
（千円） 

 13,351,023 9,230,190 1,220,690  23,801,904

日本 
（千円） 

中国 
（千円） 

その他 
（千円） 

合計 
（千円） 

 3,748,319 2,709,875 2,197  6,460,391

日本 
（千円） 

中国 
（千円） 

その他 
（千円） 

合計 
（千円） 

 13,677,031 10,002,097 1,362,162  25,041,291

日本 
（千円） 

中国 
（千円） 

その他 
（千円） 

合計 
（千円） 

 3,723,691 2,928,300 2,227  6,654,219



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） 

当連結会計年度において、68,359千円の減損損失の計上しております。なお、当社グループは金型用部品

事業の単一セグメントであるため、報告セグメントごとの記載はしておりません。  

  

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） 

当連結会計年度において、3,949千円の減損損失の計上しております。なお、当社グループは金型用部品

事業の単一セグメントであるため、報告セグメントごとの記載はしておりません。  

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。 

２．当社は、平成24年５月14日開催の取締役会決議に基づき、平成24年６月27日付で株式１株につき10

株の株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、１

株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益金額を算定しております。 

３．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

 該当事項はありません。  

ｃ．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

ｄ．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

ｅ．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

（１株当たり情報）

  
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）

１株当たり純資産額 円 734.40 円 800.87

１株当たり当期純利益金額 円 67.36 円 34.30

  
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）

当期純利益（千円）  394,058  213,249

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純利益（千円）  394,058  213,249

期中平均株式数（千株）  5,850  6,216

（重要な後発事象）



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 757,273 660,556

受取手形 399,897 283,264

売掛金 2,594,281 2,533,373

商品及び製品 616,202 641,054

仕掛品 65,903 50,763

原材料及び貯蔵品 283,544 283,976

前渡金 － 4,152

前払費用 29,670 28,199

繰延税金資産 193,923 106,547

関係会社短期貸付金 1,625,718 2,518,659

未収入金 573,285 571,173

その他 98,690 144,328

貸倒引当金 △40,117 △21,588

流動資産合計 7,198,273 7,804,462

固定資産   

有形固定資産   

建物 3,039,517 3,062,277

減価償却累計額 △1,812,088 △1,908,592

建物（純額） 1,227,429 1,153,685

構築物 82,683 83,188

減価償却累計額 △64,794 △68,261

構築物（純額） 17,889 14,927

機械及び装置 5,040,314 5,483,428

減価償却累計額 △3,685,176 △4,024,506

機械及び装置（純額） 1,355,137 1,458,921

車両運搬具 4,176 4,176

減価償却累計額 △3,722 △3,999

車両運搬具（純額） 453 176

工具、器具及び備品 811,412 822,505

減価償却累計額 △673,143 △728,161

工具、器具及び備品（純額） 138,269 94,343

土地 727,916 727,916

建設仮勘定 400 －

有形固定資産合計 3,467,495 3,449,970

無形固定資産   

ソフトウエア 155,552 145,055

その他 12,559 12,559

無形固定資産合計 168,111 157,614



（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) 

投資その他の資産   

投資有価証券 15,588 323,881

関係会社株式 101,591 22,587

出資金 6,190 6,190

関係会社出資金 1,975,902 1,975,902

長期貸付金 80,600 503,397

従業員に対する長期貸付金 10,705 －

破産更生債権等 64,212 36,780

長期前払費用 1,323 567

繰延税金資産 523,105 294,545

その他 87,623 86,164

貸倒引当金 △142,335 △86,645

投資その他の資産合計 2,724,507 3,163,369

固定資産合計 6,360,114 6,770,955

資産合計 13,558,387 14,575,417

負債の部   

流動負債   

支払手形 1,251,821 1,210,492

買掛金 821,892 720,854

短期借入金 2,375,718 4,668,659

1年内返済予定の長期借入金 1,553,437 1,328,082

未払金 482,660 403,542

未払費用 92,793 100,436

未払法人税等 50,685 79,763

前受金 － 18,000

預り金 16,501 18,996

賞与引当金 281,465 284,717

その他 80,886 36,016

流動負債合計 7,007,863 8,869,562

固定負債   

長期借入金 3,009,651 1,681,568

退職給付引当金 614,295 620,520

資産除去債務 92,900 94,782

土壌汚染対策費用引当金 338,893 255,065

長期未払金 122,867 122,867

固定負債合計 4,178,607 2,774,803

負債合計 11,186,470 11,644,365



（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 382,500 674,200

資本剰余金   

資本準備金 111,500 403,200

資本剰余金合計 111,500 403,200

利益剰余金   

利益準備金 63,970 63,970

その他利益剰余金   

別途積立金 210,000 210,000

繰越利益剰余金 1,694,111 1,558,787

利益剰余金合計 1,968,081 1,832,757

自己株式 △90,000 －

株主資本合計 2,372,081 2,910,157

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △164 20,895

評価・換算差額等合計 △164 20,895

純資産合計 2,371,916 2,931,052

負債純資産合計 13,558,387 14,575,417



（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 14,382,591 14,757,255

売上原価   

商品及び製品売上原価   

商品及び製品期首たな卸高 714,260 616,202

当期製品製造原価 5,146,779 5,500,316

当期商品及び製品仕入高 5,886,193 5,914,839

合計 11,747,233 12,031,358

他勘定振替高 11,288 10,110

商品及び製品期末たな卸高 616,202 641,054

売上原価合計 11,119,742 11,380,193

売上総利益 3,262,849 3,377,062

販売費及び一般管理費 3,250,200 3,375,532

営業利益 12,649 1,530

営業外収益   

受取利息 8,024 35,558

受取配当金 340,661 373,348

保険解約返戻金 － 77,653

その他 41,966 134,628

営業外収益合計 390,652 621,188

営業外費用   

支払利息 116,044 113,516

為替差損 28,902 －

上場関連費用 － 30,322

その他 66,721 63,652

営業外費用合計 211,668 207,491

経常利益 191,633 415,227

特別利益   

固定資産売却益 22,798 62

特別利益合計 22,798 62

特別損失   

固定資産除売却損 6,319 5,091

減損損失 68,359 3,949

災害による損失 29,772 －

関係会社株式評価損 － 79,004

その他 125 719

特別損失合計 104,577 88,764

税引前当期純利益 109,853 326,526

法人税、住民税及び事業税 81,964 98,949

法人税等調整額 12,092 304,401

法人税等合計 94,057 403,350

当期純利益又は当期純損失（△） 15,796 △76,823



（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 382,500 382,500

当期変動額   

新株の発行 － 291,700

当期変動額合計 － 291,700

当期末残高 382,500 674,200

資本剰余金   

資本準備金   

当期首残高 111,500 111,500

当期変動額   

新株の発行 － 291,700

当期変動額合計 － 291,700

当期末残高 111,500 403,200

資本剰余金合計   

当期首残高 111,500 111,500

当期変動額   

新株の発行 － 291,700

当期変動額合計 － 291,700

当期末残高 111,500 403,200

利益剰余金   

利益準備金   

当期首残高 63,970 63,970

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 63,970 63,970

その他利益剰余金   

別途積立金   

当期首残高 210,000 210,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 210,000 210,000

繰越利益剰余金   

当期首残高 1,736,814 1,694,111

当期変動額   

剰余金の配当 △58,500 △58,500

当期純利益又は当期純損失（△） 15,796 △76,823

当期変動額合計 △42,703 △135,323

当期末残高 1,694,111 1,558,787



（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) 

利益剰余金合計   

当期首残高 2,010,784 1,968,081

当期変動額   

剰余金の配当 △58,500 △58,500

当期純利益又は当期純損失（△） 15,796 △76,823

当期変動額合計 △42,703 △135,323

当期末残高 1,968,081 1,832,757

自己株式   

当期首残高 △90,000 △90,000

当期変動額   

自己株式の処分 － 90,000

当期変動額合計 － 90,000

当期末残高 △90,000 －

株主資本合計   

当期首残高 2,414,784 2,372,081

当期変動額   

新株の発行 － 583,400

剰余金の配当 △58,500 △58,500

当期純利益又は当期純損失（△） 15,796 △76,823

自己株式の処分 － 90,000

当期変動額合計 △42,703 538,076

当期末残高 2,372,081 2,910,157

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 65 △164

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △229 21,059

当期変動額合計 △229 21,059

当期末残高 △164 20,895

評価・換算差額等合計   

当期首残高 65 △164

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △229 21,059

当期変動額合計 △229 21,059

当期末残高 △164 20,895



（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 2,414,849 2,371,916

当期変動額   

新株の発行 － 583,400

剰余金の配当 △58,500 △58,500

当期純利益又は当期純損失（△） 15,796 △76,823

自己株式の処分 － 90,000

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △229 21,059

当期変動額合計 △42,933 559,135

当期末残高 2,371,916 2,931,052



 該当事項はありません。 

   

（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） 

当社は、法人税法の改正に伴い、当事業年度より、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方法に変更しております。 

これによる当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響は軽微であります。  

  

（注）１．当事業年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、１株当たり当期純損失金額で

あり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。なお、前事業年度の潜在株式調整後

１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

２．当社は、平成24年５月14日開催の取締役会決議に基づき、平成24年６月27日付で株式１株につき10

株の株式分割を行っております。前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当

たり純資産額及び１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額を算定しております。

３．１株当たり当期純利益金額又は１株当たり純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりでありま

す。 

   

 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）

（会計方針の変更）

（１株当たり情報）

  
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）

１株当たり純資産額 円 405.46 円 409.94

１株当たり当期純利益金額又は１株当たり

当期純損失金額（△） 
円 2.70 円 △12.36

  
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）

当期純利益又は当期純損失（△） 

（千円） 
 15,796  △76,823

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失

（△）（千円） 
 15,796  △76,823

期中平均株式数（千株）  5,850  6,216

（重要な後発事象）
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