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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

　

回次
第113期

第２四半期連結
累計期間

第114期
第２四半期連結

累計期間
第113期

会計期間
自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日

自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日

自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日

売上高 (千円) 24,346,563 26,576,330 48,124,299

経常利益 (千円) 272,784 706,209 495,493

四半期(当期）純利益 (千円) 165,053 1,435,099 298,783

四半期包括利益又は包括利
益

(千円) 38,414 533,718 435,566

純資産額 (千円) 19,567,519 24,721,169 19,964,358

総資産額 (千円) 43,815,695 48,814,875 42,201,811

１株当たり四半期(当期）
純利益金額

(円) 3.68 32.01 6.66

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 44.7 42.8 47.3

営業活動による
キャッシュ・フロー

（千円） 2,396,027 1,356,942 5,062,706

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △1,349,450 △2,986,195 △2,296,552

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △1,375,550 1,608,895 △3,435,589

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 4,067,362 3,216,086 3,725,470

　

回次
第113期

第２四半期
連結会計期間

第114期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自　平成24年７月１日
至　平成24年９月30日

自　平成25年７月１日
至　平成25年９月30日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 0.49 2.85

(注)１ 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

おりません。

　　２ 売上高には、消費税等は含まれておりません。

   ３ 潜在株式調整後１株当たり四半期(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。

　

２ 【事業の内容】

当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容につ

いて、重要な変更はありません。

なお、第１四半期連結会計期間において、株式の追加取得により、従来、持分法適用関連会社であった

PT.ASIAN ISUZU CASTING CENTERが連結子会社となりました。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第２四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

なお、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更があった事項は、次

のとおりです。

　当社は、平成25年10月１日にテーデーエフ株式会社ならびに自動車部品工業株式会社および当社との

共同株式移転による経営統合を実施いたしましたので、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等

のリスクのうち、本経営統合に係るリスクは消滅いたしました。

　
２ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中における将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及

び連結子会社）が判断したものであります。

（1）業績の状況

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の経済対策などにより輸出や公共投資が増加

する中で、企業収益が改善し個人消費も底堅く推移するなど、景気は緩やかな回復基調で推移いたしま

した。

このような経済情勢の下、当社グループの得意先であるトラック業界は、国内では政府による諸政策

の推進等により堅調に推移いたしました。一方、海外ではアジアをはじめとする新興国経済の減速によ

り、横ばいの推移となりました。

建設機械業界におきましては、国内では政府による諸政策の推進等による需要を背景に底堅く推移す

るものの、海外では新興国市場および中国市場の成長鈍化により、全体として需要は減少傾向で推移い

たしました。

また、第１四半期連結会計期間において当社の持分法適用関連会社であったPT.ASIAN ISUZU CASTING

CENTERの株式を追加取得し、連結子会社といたしました。

この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は265億76百万円（前年同四半期243億46百万円の

9.2％増）となりました。

 損益面におきましては、営業利益は６億84百万円（前年同四半期３億36百万円の103.2％増）、経常

利益は７億６百万円（前年同四半期２億72百万円の158.9％増）、これに特別利益として負ののれん発

生益17億85百万円、特別損失として段階取得に係る差損等７億31百万円を計上し、税金費用を控除した

結果、四半期純利益は14億35百万円（前年同四半期１億65百万円の769.5％増）となりました。
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（2）財政状態の分析　

　当第２四半期連結会計期間末の総資産は、第１四半期中にPT.ASIAN ISUZU CASTING CENTERを子会社

化したことに伴い、前連結会計年度末に比べ、66億13百万円増加し、488億14百万円となりました。

 また、負債につきましてはPT.ASIAN ISUZU CASTING CENTERを子会社化したことにより、前連結会計

年度末に比べ18億56百万円増加し240億93百万円となり、純資産につきましては前連結会計年度末に比

べ47億56百万円増加し247億21百万円となりました。主な内容は以下のとおりであります。

（資産）

　資産の増加の主な原因は、PT.ASIAN ISUZU CASTING CENTERを子会社化したことにより、受取手形及

び売掛金、原材料、製品、有形固定資産が増加したこと等によるものであります。

（負債）

　負債の増加の主な原因は、PT.ASIAN ISUZU CASTING CENTERを子会社化したことにより、未払費用が

増加したこと等によるものであります。

（純資産）

　純資産の増加の主な原因は、PT.ASIAN ISUZU CASTING CENTERを子会社化したことに伴い、利益剰余

金が増加したこと、少数株主持分が新たに発生したこと等によるものであります。

　
（3）キャッシュ・フローの状況の分析

当第２四半期連結累計期間における連結ベースの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て５億９百万円減少し、32億16百万円となりました。

　各キャッシュ・フローの状況と、それらの要因についての概要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)

　営業活動の結果得られた資金は13億56百万円となり、前第２四半期連結累計期間23億96百万円の得ら

れた資金に比べ10億40百万円減少しました。これは主に税金等調整前四半期純利益17億60百万円、段階

取得に係る差損６億98百万円などの資金増加要因と、負ののれん発生益17億85百万円、売上債権の増加

額５億13百万円、仕入債務の減少額８億84百万円などの資金減少要因を反映したものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

　投資活動の結果使用した資金は29億86百万円となり、前第２四半期連結累計期間13億49百万円の使用

した資金に比べ16億37百万円増加しました。これは主に有形固定資産の取得による支出が前第２四半期

連結累計期間に比べて29億32百万円増加したこと、および連結の範囲の変更に伴う子会社株式の取得に

よる収入12億99百万円などを反映したものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

　財務活動の結果増加した資金は16億８百万円となり、前第２四半期連結累計期間13億75百万円の減少

した資金に比べ29億83百万円増加しました。これは主にPT.ASIAN ISUZU CASTING CENTERの子会社化の

ための出資資金として借入を実行したこと等により、長期借入金による収入が前第２四半期連結累計期

間と比べて25億円増加したこと、および少数株主からの払込みによる収入７億71百万円などを反映した

ものであります。
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（4）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変

更および新たに生じた課題はありません。

　

（5）研究開発活動

当第２四半期連結累計期間の研究開発費の総額は１億53百万円であります。

なお、当第２四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はあり

ません。

　
（6）主要な設備の状況

前事業年度において計画中であった主要な設備の新設・休止・大規模改修・除却・売却等について、

当第２四半期累計期間に著しい変更があったものは、以下のとおりであります。

　(新設)

　PT.ASIAN ISUZU CASTING CENTERにおける設備の新設計画は、投資予定総額65億87百万円、完成予定

時期は平成26年４月であります。

　なお、当第２四半期連結累計期間における当該設備への投資額は、23億26百万円であり、建設仮勘定

に含めて表示しております。上記金額には、消費税等は含まれておりません。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 80,000,000

計 80,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第２四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成25年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成25年11月13日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 45,000,000 44,967,018 非上場(注)
単元株式数は1,000株

であります。

計 45,000,000 44,967,018 ― ―

(注) 当社は、平成25年10月１日付で、共同株式移転により完全親会社となる「IJTテクノロジーホールディングス

株式会社」を設立し、同社の完全子会社となりました。これに伴い、東京証券取引所（市場第二部）に上場し

ていた当社株式は、平成25年９月26日付で上場廃止となりました。

　

(2) 【新株予約権等の状況】

　　該当事項はありません。

　

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　　該当事項はありません。

　

　

(4) 【ライツプランの内容】

　　該当事項はありません。
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(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成25年７月１日～
平成25年９月30日

― 45,000,000 ― 1,480,000 ― 9,510,553

  

　

(6) 【大株主の状況】

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　            平成25年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

いすゞ自動車株式会社 東京都品川区南大井6丁目26番1号 24,710 54.91

ゴールドマンサックスインター
ナショナル
 
(常任代理人　ゴールドマン・
サックス証券株式会社)

133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB,UK
 
（東京都港区六本木6丁目10番1号六本木ヒル
ズ森タワー）

1,139 2.53

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
 
（常任代理人　日本マスタート
ラスト信託銀行株式会社）

東京都千代田区丸の内1丁目4番5号
 
（東京都港区浜松町2丁目11番3号）

1,100 2.44

株式会社みずほ銀行
 
(常任代理人　資産管理サービス
信託銀行株式会社)

東京都千代田区丸の内1-3-3
 
（東京都中央区晴海1丁目8番12号）

825 1.83

 
アイメタルテクノロジー協力企
業持株会
 

 
茨城県土浦市北神立町4番2
 

553 1.23

株式会社富士商会 東京都大田区蒲田本町2丁目33番2号 540 1.20

株式会社損害保険ジャパン 東京都新宿区西新宿1丁目26番１号 445 0.98

CBNY DFA INTL SMALL CAP VALUE
PORTFOLIO
 
（常任代理人　シティバンク銀
行株式会社）

1299 OCEAN AVENUE,11F,SANTA MONICA,CA
90401 USA
 

（東京都品川区東品川2丁目3番14号）

419 0.93

新東工業株式会社
名古屋市中区錦1丁目11－11名古屋インター
シティ

283 0.62

アイメタルテクノロジー従業員
持株会

茨城県土浦市北神立町4番2 281 0.62

計 ― 30,295 67.29

(注)   株式会社富士商会が所有している株式については、会社法施行規則第67条第１項の規定により議決権の行使

が制限されています。
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

　 　 　 平成25年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― 　　　　　　　―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― 　　　　　　　―

議決権制限株式(その他) ― ― 　　　　　　　―

完全議決権株式(自己株式等)

（自己保有株式）
普通株式 　　　32,000

―
権利内容に何ら限定のない当社に
おける標準となる株式

（相互保有株式）　
普通株式　　 539,000

― 　　　　　　　同上

完全議決権株式(その他) 普通株式　 44,388,000 44,388 　　　　　　　同上

単元未満株式 普通株式 　　 41,000 ― １単元（1,000株）未満の株式

発行済株式総数 45,000,000 ― ―

総株主の議決権 ― 44,388 ―

(注) 1　「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株含まれておりま

す。 

2　「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式982株および相互保有株式（株式会社富士商会）自己所有

660株、アイメタルテクノロジー協力企業持株会名義34株が含まれております。　

　

② 【自己株式等】

　 　 平成25年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式）
株式会社
アイメタルテクノロジー

茨城県土浦市北神立町
４番２

32,000 ― 32,000 0.07

（相互保有株式）
株 式 会 社 富 士 商
会　　　　　　　　　　　　　　　

東京都大田区蒲田本町
２丁目33番２号

512,000 27,000 539,000 1.20

計 ― 544,000 27,000 571,000 1.27

(注) 　他人名義所有株式は、アイメタルテクノロジー協力企業持株会（茨城県土浦市北神立４番２）名義で所有し

ている株式であります。 

　

　

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成

19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。

　

　

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間(平成25年７月１

日から平成25年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成25年４月１日から平成25年９月30日ま

で)に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けておりま

す。
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１【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25年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成25年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,725,470 3,216,086

受取手形及び売掛金
※1 5,717,309 6,585,102

製品 1,116,123 1,143,995

仕掛品 360,706 429,074

原材料及び貯蔵品 1,444,130 1,758,106

前払費用 61,241 112,975

未収入金 297,540 218,850

繰延税金資産 412,587 413,047

その他 112,148 780,879

貸倒引当金 △1,432 △1,539

流動資産合計 13,245,828 14,656,578

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 25,233,616 25,953,537

減価償却累計額 △14,546,211 △15,184,339

建物及び構築物（純額） 10,687,404 10,769,198

機械装置及び運搬具 60,804,009 65,192,573

減価償却累計額 △51,064,436 △53,995,319

機械装置及び運搬具（純額） 9,739,573 11,197,254

土地 5,799,502 6,691,526

建設仮勘定 205,507 3,424,309

その他 6,142,401 6,002,024

減価償却累計額 △5,514,384 △5,403,588

その他（純額） 628,017 598,435

有形固定資産合計 27,060,005 32,680,725

無形固定資産 227,679 214,002

投資その他の資産

投資有価証券 1,406,401 1,000,427

繰延税金資産 36,193 36,147

その他 228,302 229,594

貸倒引当金 △2,600 △2,600

投資その他の資産合計 1,668,297 1,263,569

固定資産合計 28,955,983 34,158,296

資産合計 42,201,811 48,814,875
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成25年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金
※1 7,697,335 7,355,152

短期借入金 3,765,000 4,301,600

未払費用 2,051,696 2,381,968

未払法人税等 66,283 211,744

未払消費税等 107,672 121,976

設備関係支払手形
※1 155,850 85,901

設備関係未払金
※1 864,690 621,599

繰延税金負債 － 5,461

その他 149,985 100,410

流動負債合計 14,858,515 15,185,813

固定負債

長期借入金 4,675,000 6,126,400

繰延税金負債 711,907 853,083

再評価に係る繰延税金負債 1,009,738 1,009,738

退職給付引当金 298,176 264,741

環境対策引当金 474,506 474,506

その他 209,609 179,423

固定負債合計 7,378,937 8,907,892

負債合計 22,237,453 24,093,706

純資産の部

株主資本

資本金 1,480,000 1,480,000

資本剰余金 9,510,553 9,510,553

利益剰余金 7,544,293 8,844,488

自己株式 △19,669 △19,761

株主資本合計 18,515,176 19,815,280

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 108,710 137,582

土地再評価差額金 1,544,697 1,544,697

為替換算調整勘定 △204,226 △608,768

その他の包括利益累計額合計 1,449,181 1,073,511

少数株主持分 － 3,832,377

純資産合計 19,964,358 24,721,169

負債純資産合計 42,201,811 48,814,875
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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２四半期連結累計期間】

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年９月30日)

売上高 24,346,563 26,576,330

売上原価 22,191,562 24,065,496

売上総利益 2,155,001 2,510,834

販売費及び一般管理費
※1 1,818,293 ※1 1,826,604

営業利益 336,707 684,229

営業外収益

受取利息 268 16,643

受取配当金 5,885 3,149

固定資産賃貸料 27,478 21,171

受取ロイヤリティー 11,008 －

為替差益 － 138,627

持分法による投資利益 21,107 3,247

その他 17,447 24,085

営業外収益合計 83,196 206,925

営業外費用

支払利息 74,903 54,071

賃貸費用 33,090 32,947

シンジケートローン手数料 18,211 29,137

経営統合関連費用 － 26,152

売上債権売却損 10,145 15,236

その他 10,769 27,400

営業外費用合計 147,120 184,946

経常利益 272,784 706,209

特別利益

固定資産売却益 355 －

負ののれん発生益 － 1,785,911

特別利益合計 355 1,785,911

特別損失

固定資産除却損 13,933 32,896

段階取得に係る差損 － 698,995

特別損失合計 13,933 731,892

税金等調整前四半期純利益 259,206 1,760,228

法人税等 94,152 265,944

少数株主損益調整前四半期純利益 165,053 1,494,283

少数株主利益 － 59,184

四半期純利益 165,053 1,435,099
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【四半期連結包括利益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 165,053 1,494,283

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △55,396 23,529

繰延ヘッジ損益 8,843 －

為替換算調整勘定 △92,033 △989,437

持分法適用会社に対する持分相当額 11,947 5,342

その他の包括利益合計 △126,639 △960,565

四半期包括利益 38,414 533,718

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 38,414 1,059,429

少数株主に係る四半期包括利益 － △525,710
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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２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
 至 平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
 至 平成25年９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 259,206 1,760,228

減価償却費 1,588,770 1,713,782

負ののれん発生益 － △1,785,911

段階取得に係る差損益（△は益） － 698,995

貸倒引当金の増減額（△は減少） △566 107

受取利息及び受取配当金 △6,154 △19,793

支払利息 74,903 54,071

持分法による投資損益（△は益） △21,107 △3,247

固定資産売却損益（△は益） △355 －

固定資産除却損 13,933 32,896

退職給付引当金の増減額（△は減少） △72,993 △79,990

売上債権の増減額（△は増加） 2,260,686 △513,356

たな卸資産の増減額（△は増加） △113,004 109,556

その他の流動資産の増減額（△は増加） 37,616 △20

仕入債務の増減額（△は減少） △1,395,109 △884,424

その他の流動負債の増減額（△は減少） △117,987 466,224

その他 △17,400 9,416

小計 2,490,436 1,558,534

利息及び配当金の受取額 6,154 19,793

利息の支払額 △84,937 △58,469

法人税等の支払額 △15,626 △162,916

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,396,027 1,356,942

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 △1,332,699 △4,265,185

有形固定資産の売却による収入 22,343 －

無形固定資産の取得による支出 △39,053 △31,073

投資その他の資産の増減額（△は増加） 485 10,152

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る収入

－ 1,299,262

その他 △526 649

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,349,450 △2,986,195

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） △7,100 △1,048,344

長期借入れによる収入 1,500,000 4,000,000

長期借入金の返済による支出 △2,741,000 △1,934,000

リース債務の返済による支出 △37,509 △45,605

自己株式の取得による支出 － △175

配当金の支払額 △89,940 △134,904

少数株主からの払込みによる収入 － 771,925

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,375,550 1,608,895
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(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
 至 平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
 至 平成25年９月30日)

現金及び現金同等物に係る換算差額 △107 △489,027

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △329,081 △509,384

現金及び現金同等物の期首残高 4,396,443 3,725,470

現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 4,067,362 ※1 3,216,086
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【注記事項】

(継続企業の前提に関する事項)

該当事項はありません。

　

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日 至 平成25年９月30日)

(1) 連結の範囲の重要な変更

第１四半期連結会計期間より、当社は持分法適用関連会社であったPT.ASIAN ISUZU CASTING CENTERの株

式を追加で取得したため、連結の範囲に含めております。

(2) 持分法適用の範囲の重要な変更

第１四半期連結会計期間より、当社は持分法適用関連会社であったPT.ASIAN ISUZU CASTING CENTERの株

式を追加で取得したため、同社を連結の範囲に含めたことに伴い、持分法の適用範囲から除外しておりま

す。

　

(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日 至　平成25年９月30日)

(税金費用の計算）

税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果

会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を

採用しております。ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果とな

る場合には、法定実効税率を使用する方法をとっております。
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(四半期連結貸借対照表関係)

※１　四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理して

おります。また一括信託制度を利用した売掛金の一部及び買掛金の決済についても、それに準

じた会計処理を採用しております。

なお、前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形

等が、前連結会計年度末残高に含まれております。

　
　

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成25年９月30日)

受取手形及び売掛金(信託債権含む) 185,216千円 ―

支払手形及び買掛金(信託債務含む) 1,221,102千円 ―

設備関係支払手形 29,734千円 ―

設備関係未払金(信託債務） 80,253千円 ―

　

　
　

(四半期連結損益計算書関係)

※１　販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金額は次のとおりであります。

　
前第２四半期連結累計期間

(自　平成24年４月１日
　至　平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日

　至　平成25年９月30日)

製品搬送費 572,421千円 553,736千円

役員報酬 109,863千円 117,373千円

給与・賞与 468,005千円 513,081千円

減価償却費 40,167千円 48,615千円

退職給付費用 20,662千円 22,041千円

　

　
　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額と

の関係は、次のとおりであります。

　
前第２四半期連結累計期間

(自　平成24年４月１日
　至　平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日

　至　平成25年９月30日)

現金及び預金 4,067,362千円 3,216,086千円

預金期間が３ヶ月を
超える定期預金

― ―

現金及び現金同等物 4,067,362千円 3,216,086千円
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(株主資本等関係)

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間(自　平成24年４月１日 至　平成24年９月30日)

１　配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
1株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年６月28日
定時株主総会

普通株式 89,940 2.00 平成24年３月31日 平成24年６月29日 利益剰余金

　

２　基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連

結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

　

　

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間(自　平成25年４月１日 至　平成25年９月30日)

１　配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
1株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年６月27日
定時株主総会

普通株式 134,904 3.00 平成25年３月31日 平成25年６月28日 利益剰余金

　
２　基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連

結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 平成24年４月１日 至 平成24年９月30日)

当社グループは、自動車用等関連部品製造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。

　

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年９月30日)

当社グループは、自動車用等関連部品製造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。

　

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額および算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前第２四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日)
 至　平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日)
 至　平成25年９月30日)

１株当たり四半期純利益金額 ３円68銭 32円１銭

(算定上の基礎) 　 　

四半期純利益金額(千円) 165,053 1,435,099

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株主に係る四半期純利益金額(千円) 165,053 1,435,099

普通株式の期中平均株式数(株) 44,837,192 44,833,320

（注）潜在株式調整後１株当たり四半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。

　

　
(重要な後発事象)

テーデーエフ株式会社、自動車部品工業株式会社及び当社（以下、３社という）は、平成25年10月１日

を期日として３社の完全親会社となる共同持株会社を設立し経営統合を行うことについて合意に達し、平

成25年５月24日付で経営統合契約書を締結し、共同して株式移転計画を作成いたしました。なお、本株式

移転計画については、平成25年６月27日開催の３社の定時株主総会において承認可決されました。

　３社は平成25年10月１日をもって共同株式移転の方法により３社の共同持株会社であるIJTテクノロ

ジーホールディングス株式会社（以下、IJTT）を設立し、３社の発行済株式を新たに設立したIJTTに取得

させるとともに、３社の株主に対し、IJTTが本株式移転に際して発行する新株式を割当て交付いたしまし

た。

　なお、本株式移転にともない、３社の株式は平成25年９月26日に東京証券取引所の上場を廃止し、新た

に設立された共同持株会社であるIJTT株式は、平成25年10月１日に東京証券取引所に新たに上場いたしま

した。

 

１．株式移転の目的

　３社それぞれが持つ経営資源及び技術力を集中し相互補完することで３社の強みを統合するとともに、

迅速な海外展開を実現し、現地での一貫生産によるコスト競争力向上を通じ、顧客ニーズに応えることで

継続的に事業を発展させていくことを目的としております。

 

２．株式移転の要旨
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 （１)株式移転の方式

     ３社を株式移転完全子会社、新たに設立された共同持株会社であるIJTTを株式移転設立完全親

    会社とする共同株式移転となります。

 (２)株式移転に係る割当ての内容

会社名
 アイメタル
テクノロジー

テーデーエフ  自動車部品工業

本株式移転に係る割当ての内容  0.34 0.40 1

　

　(注1)本株式移転に係る株式の割当ての詳細

　 テーデーエフ株式会社の普通株式１株に対して共同持株会社の普通株式0.40株、自動車部品工

 業株式会社の普通株式１株に対して共同持株会社の普通株式１株、当社の普通株式１株に対して

 共同持株会社の普通株式0.34株をそれぞれ割当て交付いたしました。なお、本株式移転により、

 テーデーエフ株式会社又は当社の株主に交付すべき共同持株会社の普通株式の数に１株に満た　　

　ない端数が生じた場合には、会社法第234条その他関連法令の規定に従い、当該株主に対し１株　　

　に満たない端数部分に応じた金額を支払います。

　(注2)共同持株会社が本株式移転により発行した新株式数

　 普通株式　49,154,282株

　
３． 本株式移転により新たに設立した会社の状況

(1)商　　号
IJTテクノロジーホールディングス株式会社
（英文名：IJT Technology Holdings Co., Ltd.）

(2)事業内容 傘下子会社及びグループの経営管理、並びにそれに付帯、関連する業務

(3)本店所在地 東京都港区港南一丁目８番27号

(4)代表者 代表取締役社長 清水  康昭
現：自動車部品工業株式会社
   代表取締役社長

(5)資本金 5,500百万円

(6)純資産(連結) 未定

(7)総資産(連結) 未定

(8)決算期 ３月31日

　
　

２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員

　公認会計士   吉　田　英　志   印

指定有限責任社員
業務執行社員

　公認会計士   大　金　陽　和   印

指定有限責任社員
業務執行社員

　公認会計士   野　田　裕　一   印

独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成25年11月13日

株式会社アイメタルテクノロジー

取締役会  御中

　

　

　

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株

式会社アイメタルテクノロジーの平成25年４月１日から平成26年３月31日までの連結会計年度の第２四半期
連結会計期間(平成25年７月１日から平成25年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成25年４月１
日から平成25年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結
損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レ
ビューを行った。
　
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して

四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用す
ることが含まれる。
　
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務

諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半
期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実

施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国にお
いて一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定され
た手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社アイメタルテクノロジー及び連結
子会社の平成25年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績
及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認め
られなかった。
　
強調事項
重要な後発事象に記載されているとおり、平成25年10月１日付で共同株式移転により共同持株会社（完全

親会社）であるIJTテクノロジーホールディングス株式会社が設立された。
　当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。
　
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以  上

　
 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期

報告書提出会社)が別途保管しております。

２ 四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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