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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３四半期連結
累計期間

第114期
第３四半期連結

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12月31日

自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日

自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日

売上高 (千円) 36,269,456 39,926,961 48,124,299

経常利益 (千円) 406,712 829,161 495,493

四半期(当期）純利益 (千円) 241,976 1,559,154 298,783

四半期包括利益又は包括利
益

(千円) 241,438 765,697 435,566

純資産額 (千円) 19,770,330 24,975,356 19,964,358

総資産額 (千円) 42,194,011 51,059,427 42,201,811

１株当たり四半期(当期）
純利益金額

(円) 5.40 34.72 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 (％) 46.9 41.3 47.3
 

　

回次
第113期

第３四半期
連結会計期間

第114期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自　平成24年10月１日
至　平成24年12月31日

自　平成25年10月１日
至　平成25年12月31日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 1.72 2.76
 

(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３四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、従来は持分法適用関連会社であった

PT.ASIAN ISUZU CASTING CENTERを連結子会社といたしました。

また、主要な関係会社の異動は、以下のとおりであります。

　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は、平成25年10月１日付にて３社の

完全親会社となる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を新規設立しておりま

す。この結果、平成25年12月31日現在では、当社グループは、当社、親会社、連結子会社４社および持分

法適用関連会社１社により構成されることになりました。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第３四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３四半期連結会計期間において、新たに締結した重要な契約は次のとおりです。

 （経営管理契約）

　当社は、平成25年10月１日付で、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との間

で、同社による経営管理に関する基本契約を締結しております。

　
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３四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緩やかな回復基調で推

移いたしました。海外では新興国の一部で成長の鈍化が見られました。

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、国内では消費税増税前の駆

け込み需要や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、需要は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需要鈍化による減少により、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３四半期連結累計期間の売上高は399億26百万円（前年同四半期362億69百万円の

10.1％増）となりました。

  損益面におきましては、営業利益は９億46百万円（前年同四半期５億６百万円の86.8％増）、経常利

益は８億29百万円（前年同四半期４億６百万円の103.9％増）、これに特別利益として負ののれん発生

益等が17億86百万円、特別損失として段階取得に係る差損等が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15億59百万円（前年同四半期２億41百万円の544.3％増）となりました。
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（2）財政状態の分析

　当第３四半期連結会計期間末の総資産は、第１四半期連結会計期間中に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、88億57百万円増加し、510億59百万円と

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38億46百万円増加し260億84百万円となり、純資産につきましては前連結会計年度末に比

べ50億10百万円増加し249億75百万円となりました。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、現金及び預

金、受取手形及び売掛金、原材料、製品、未収入金、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、支払手形及

び買掛金、短期借入金、長期借入金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）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四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。

　

（4）研究開発活動

当第３四半期連結累計期間の研究開発費の総額は２億28百万円であります。

なお、当第３四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。

　
（5）主要な設備の状況

前連結会計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３四半期連結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３四半期連結累計期間における当該設備への投資額は、35億56百万円であり、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３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成25年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成26年2月14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 44,967,018 44,967,018 非上場(注)
単元株式数は1,000株

であります。

計 44,967,018 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10月１日～
平成25年12月31日

△32,982 44,967,018 ― 1,480,000 ― 9,510,553
 

 　(注)　発行済株式総数の増減は自己株式の消却によるものです。

　

(6) 【大株主の状況】

氏名又は名称 住所 所有株式数(株)
発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

IJTテクノロジーホールディングス
株式会社

東京都港区港南1丁目8番27号 44,967,018 100.00

計 　 44,967,018 100.00
 

　(注) 当社は、平成25年10月１日付で、テーデーエフ株式会社および自動車部品工業株式会社との共同株式移転に

より、３社の完全親会社である「IJTテクノロジーホールディングス株式会社」を設立し、その完全子会社とな

りました。

　

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

　 　 　 平成25年12月31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)

― ― ―

― ― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式　 44,967,000 44,967 ―

単元未満株式 普通株式    　　　18 0 １単元（1,000株）未満の株式

発行済株式総数 44,967,018 ― ―

総株主の議決権 ― 44,967 ―
 

 

　

　

② 【自己株式等】

     該当事項はありません。

　

　

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３四半期連結会計期間(平成25年10月１

日から平成25年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成25年４月１日から平成25年12月31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３四半期連結会計期間
(平成25年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,725,470 4,859,328

受取手形及び売掛金
※ 5,717,309 ※ 6,250,680

製品 1,116,123 1,379,116

仕掛品 360,706 450,054

原材料及び貯蔵品 1,444,130 1,812,470

前払費用 61,241 137,676

未収入金 297,540 825,025

繰延税金資産 412,587 383,945

その他 112,148 891,250

貸倒引当金 △1,432 △1,476

流動資産合計 13,245,828 16,988,071

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 25,233,616 25,734,427

減価償却累計額 △14,546,211 △15,173,165

建物及び構築物（純額） 10,687,404 10,561,262

機械装置及び運搬具 60,804,009 65,708,239

減価償却累計額 △51,064,436 △54,780,700

機械装置及び運搬具（純額） 9,739,573 10,927,538

土地 5,799,502 6,703,276

建設仮勘定 205,507 4,519,821

その他 6,142,401 6,033,459

減価償却累計額 △5,514,384 △5,471,712

その他（純額） 628,017 561,746

有形固定資産合計 27,060,005 33,273,645

無形固定資産 227,679 204,784

投資その他の資産

投資有価証券 1,406,401 328,489

繰延税金資産 36,193 36,147

その他 228,302 230,889

貸倒引当金 △2,600 △2,600

投資その他の資産合計 1,668,297 592,926

固定資産合計 28,955,983 34,071,356

資産合計 42,201,811 51,059,427

EDINET提出書類

株式会社アイメタルテクノロジー(E02179)

四半期報告書

 8/16



(単位：千円)

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金
※ 7,697,335 ※ 8,221,337

短期借入金 3,765,000 5,697,306

未払費用 2,051,696 1,926,024

未払法人税等 66,283 111,529

未払消費税等 107,672 193,946

設備関係支払手形
※ 155,850 ※ 61,234

設備関係未払金
※ 864,690 ※ 723,661

その他 149,985 374,526

流動負債合計 14,858,515 17,309,567

固定負債

長期借入金 4,675,000 6,126,600

繰延税金負債 711,907 776,229

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 298,176 226,355

環境対策引当金 474,506 474,506

その他 209,609 161,075

固定負債合計 7,378,937 8,774,503

負債合計 22,237,453 26,084,070

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 9,521,314

利益剰余金 7,544,293 8,960,229

自己株式 △19,669 －

株主資本合計 18,515,176 19,961,544

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 108,710 149,882

土地再評価差額金 1,544,697 1,544,697

為替換算調整勘定 △204,226 △557,669

その他の包括利益累計額合計 1,449,181 1,136,910

少数株主持分 － 3,876,902

純資産合計 19,964,358 24,975,356

負債純資産合計 42,201,811 51,059,427
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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３四半期連結累計期間】

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年12月31日)

売上高 36,269,456 39,926,961

売上原価 33,071,430 36,199,144

売上総利益 3,198,026 3,727,817

販売費及び一般管理費 2,691,501 2,781,599

営業利益 506,525 946,218

営業外収益

受取利息 268 20,768

受取配当金 8,393 4,908

固定資産賃貸料 41,576 29,006

受取ロイヤリティー 11,008 －

為替差益 － 77,997

持分法による投資利益 34,341 7,732

その他 25,556 38,150

営業外収益合計 121,145 178,564

営業外費用

支払利息 104,886 82,651

賃貸費用 49,426 46,883

シンジケートローン手数料 29,860 45,548

経営統合関連費用 － 65,373

売上債権売却損 23,237 23,018

その他 13,547 32,146

営業外費用合計 220,958 295,622

経常利益 406,712 829,161

特別利益

固定資産売却益 564 155

負ののれん発生益 － 1,785,911

特別利益合計 564 1,786,066

特別損失

固定資産除却損 19,068 32,912

段階取得に係る差損 － 698,995

特別損失合計 19,068 731,908

税金等調整前四半期純利益 388,209 1,883,319

法人税等 146,232 269,550

少数株主損益調整前四半期純利益 241,976 1,613,768

少数株主利益 － 54,614

四半期純利益 241,976 1,559,154
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【四半期連結包括利益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 241,976 1,613,768

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △16,740 35,330

繰延ヘッジ損益 8,843 －

為替換算調整勘定 △10,225 △889,243

持分法適用会社に対する持分相当額 17,585 5,841

その他の包括利益合計 △537 △848,071

四半期包括利益 241,438 765,697

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 241,438 1,246,883

少数株主に係る四半期包括利益 － △481,185
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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３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日 至 平成25年12月31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３四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日 至 平成25年12月31日)

(税金費用の計算）

税金費用については、当第３四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)

※　　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、当第３四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末

日満期手形等が、四半期連結会計期間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３四半期連結会計期間
(平成25年12月31日)

受取手形及び売掛金(信託債権含む) 185,216千円 172,496千円

支払手形及び買掛金(信託債務含む) 1,221,102千円 1,118,852千円

設備関係支払手形 29,734千円 6,733千円

設備関係未払金(信託債務） 80,253千円 110,855千円
 

　

　
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。

なお、第３四半期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次の

とおりであります。

　
前第３四半期連結累計期間
（自　平成24年４月１日)
  至　平成24年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成25年４月１日)
  至　平成25年12月31日）

減価償却費 2,384,290千円 2,572,964千円
 　
　

　
(株主資本等関係)

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間(自　平成24年４月１日 至　平成24年12月31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３四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３四半期連結会

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３四半期連結累計期間(自　平成25年４月１日 至　平成25年12月31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３四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３四半期連

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３四半期連結累計期間(自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31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３四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年12月31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３四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日)
 至　平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日)
 至　平成25年12月31日)

１株当たり四半期純利益金額 ５円40銭 34円72銭

(算定上の基礎) 　 　

四半期純利益金額(千円) 241,976 1,559,154

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る四半期純利益金額(千円) 241,976 1,559,154

普通株式の期中平均株式数(株) 44,836,848 44,900,570
 

（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)

　該当事項はありません。

　
２ 【その他】

第114期（平成25年４月１日から平成26年３月31日まで）配当について、平成26年２月12日開催の取締

役会において、平成26年２月14日時点の株主に対し、次のとおり配当を行うことを決議いたしました。

　① 配当金の総額                                                             157,834千円

　② １株当たりの金額                                                            ３円51銭

　③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日　                              平成26年２月17日
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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26年２月14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３四半期
連結会計期間(平成25年10月１日から平成25年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成25年４月１
日から平成25年12月31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12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を
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。
　
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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