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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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 ％

21年3月期第3四半期 170,809 ― △1,370 ― △1,010 ― △6,070 ―

20年3月期第3四半期 170,818 6.0 2,206 △31.3 2,881 △28.3 818 △1.7

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

21年3月期第3四半期 △134.20 ―

20年3月期第3四半期 18.08 16.41

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

21年3月期第3四半期 187,196 57,940 26.3 1,088.53
20年3月期 191,026 67,328 30.9 1,303.46

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  49,151百万円 20年3月期  59,020百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  有  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― ― ― 6.00 6.00
21年3月期 ― ― ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 0.00 0.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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

通期 207,000 △8.2 △7,300 ― △8,600 ― △17,700 ― △391.29

4.  その他 
(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）  有  

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．本資料に掲載されている業績予想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
は様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表による会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14
号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 2 社 （社名
ミツバ・シカル・インディア・リミテッド、ミツバ・ド・
ブラジル・リミターダ

） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第3四半期  45,581,809株 20年3月期  45,581,809株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  427,377株 20年3月期  301,658株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  45,234,993株 20年3月期第3四半期  45,295,543株
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定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

　当第３四半期連結累計期間の経済環境は米国金融危機に端を発する世界的な金融不安が実体経済に波及し、景気の

減速が明らかになってまいりました。国内経済におきましても、急激な円高による企業収益の悪化、雇用状況の悪化

による個人消費の落ち込み等による景気の後退で企業を取り巻く環境は大変厳しい状況となっております。

  自動車産業におきましては米国を中心に世界的に市場が縮小傾向となり、自動車販売台数の落ち込みが顕在化して

まいりました。

  このような状況のなか、当社グループの連結売上高は1,708億９百万円（前年同期は1,708億18百万円）、連結営業

損失は13億70百万円（前年同期は22億６百万円の営業利益）、連結経常損失は10億10百万円（前年同期は28億81百万

円の経常利益）、主に株価下落による投資有価証券評価損等の特別損失及び少数株主利益控除により四半期純損失（累

計）は60億70百万円（前年同期は８億18百万円の四半期純利益）となりました。

（事業の種類別セグメントの業績）

　輸送用機器関連事業は北米及び日本で減少傾向にあるものの、アジアが好調を維持し売上高は1,655億２百万円（前

年同期比0.1%減少）となりました。利益につきましては、原材料高騰による費用増加等で厳しい状況が続いており、

営業損失は13億92百万円（前年同期は21億９百万円の営業利益）となりました。

  情報処理関連事業の売上高は58億33百万円（前年同期比4.1％減少）、営業損失は１億83百万円（前年同期は１億29

百万円の営業損失）となりました。

  その他事業の売上高は52億37百万円（前年同期比6.7％減少）、営業利益は１億35百万円（前年同期比8.6％減少）

となりました。　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（所在地別セグメントの業績）　　

　日本の売上高は前年同期に比べ53億69百万円減少の1,168億45百万円（前年同期比4.4%減少）、営業損失は38億27百

万円（前年同期は３億８百万円の営業損失）となりました。　

  米州は新規連結子会社１社（ミツバ・ド・ブラジル・リミターダ）を加えましたが、北米での販売減少の影響によ

り売上高は前年同期に比べ、47億92百万円減少の404億98万円（前年同期比10.6%減少）、営業損失は18億66百万円(前

年同期は８億８百万円の営業損失)となりました。尚新規連結により売上高は24億49百万円増加し、営業損失は２億79

百万円減少しました。

  欧州の売上高は前年同期に比べ１億70百万円減少の106億11百万円（前年同期比1.6％減少）、営業利益は５億23百

万円（前年同期比2.8%増加）となりました。

  アジアは引き続き好調を維持し、子会社１社（ミツバ・シカル・インディア・リミテッド）を連結対象にしたこと

で、売上高は前年同期に比べ78億６百万円増加の472億34百万円（前年同期比19.8%増加）、営業利益38億70百万円（前

年同期比34.6%増加）となりました。尚新規連結による売上高は38億18百万円、営業利益は74百万円それぞれ増加しま

した。

  なお、前年同期比は参考として掲載しております。

 

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第３四半期末における資産の残高は1,871億96百万円（前連結会計年度末は1,910億26百万円）となり、38億30百

万円減少しました。流動資産は962億43百万円となり59億46百万円増加し、固定資産は909億52百万円となり97億76百

万円減少しました。

  流動資産では現金及び預金が12億85百万円、有価証券が17億61百万円、たな卸資産が15億４百万円それぞれ増加し

たことが主な増加の要因です。固定資産では投資有価証券が79億42百万円減少したことが主な減少の要因です。

　当第３四半期末における負債の残高は1,292億56百万円（前連結会計年度は1,236億97百万円）となり、55億58百万

円増加しました。流動負債は866億40百万円となり15億93百万円増加し、固定負債は426億16万円となり39億64百万円

増加しました。

  流動負債では１年内償還予定の社債が35億50百万円、支払手形及び買掛金が25億73百万円それぞれ減少しましたが、

短期借入金が88億69百万円増加したことが主な増加の要因です。固定負債では長期借入金が44億17百万円増加したこ

とが主な増加の要因です。

　当第３四半期末における純資産の残高は579億40百万円（前連結会計年度末673億28百万円）となり、93億88百万円

減少しました。これは利益剰余金が52億39百万円減少し、為替換算調整勘定が28億45百万円減少したことが主な要因

です。
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３．連結業績予想に関する定性的情報

　平成21年３月期通期の連結業績予想につきましては、米国金融危機に端を発する世界的な金融危機が実体経済に波

及し、世界の自動車メーカーも大幅な減産を余儀なくされており、当社グループを取り巻く環境も厳しさを増してお

ります。

　このような状況を踏まえ、連結及び個別の当期業績予想を下方修正いたしました。なお詳細につきましては同日発

表の「平成21年３月期業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。

 

４．その他

（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）

　第１四半期連結会計期間より重要性を増してきたミツバ・シカル・インディア・リミテッド及びミツバ・ド・

ブラジル・リミターダの２社を新たに連結対象会社に加えました。

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

①たな卸資産の評価方法

　当第３四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し前会計年度に係る実地棚卸高を

基礎として合理的な方法により算定しております。

②固定資産の減価償却の算定方法

　減価償却の方法として定率法を採用している固定資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間

按分して算定しております。

③法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

　繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状

況に著しい変化がないと認められる場合に、前連結会計年度末において使用した将来の業績予想やタックス・プ

ランニングを利用する方法により算定しております。

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

①「四半期財務諸表に関する会計基準」の適用

　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号　平成19年３月14日）及び「四

半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号　平成19年３月14日）を適用してお

ります。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

②たな卸資産の評価に関する会計基準の適用

　通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によっておりました

が、第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５

日）を適用し、主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの

方法）により算定しております。これにより、当第３四半期連結累計期間の営業損失及び経常損失が67百万円、

税金等調整前四半期純損失が1億86百万円増加しております。

③リース取引に関する会計基準の適用

　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計審議会第一部会 平成５年６月17日 最終改正平成19

年３月30日 企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（日本公認会計士協会 会計

制度委員会 平成６年１月18日 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号）を第１四半期連結会計

期間から早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準

じた会計処理から通常の売買取引に係る会計処理に変更しております。

  また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を

耐用年数とし、残存価格を零とする定額法を採用しております。

　なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借

に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。　

④「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用

　第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実

務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用しております。尚、これに伴う当第３四半期連結累計期間の損益へ

与える影響はありません。

 

（追加情報）

 法人税法の改正を契機として第１四半期連結会計期間より、当社及び国内連結子会社の機械装置の耐用年数を12

年から９年に変更しております。これにより、当第３四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整

前四半期純損失は、それぞれ5億36百万円増加しております。
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 15,527 14,241

受取手形及び売掛金 41,986 42,947

有価証券 2,080 319

商品 826 804

製品 6,359 6,816

半製品 1,414 1,799

原材料 11,450 10,445

仕掛品 2,734 1,782

その他のたな卸資産 1,062 693

繰延税金資産 3,121 3,184

その他 9,746 7,340

貸倒引当金 △65 △77

流動資産合計 96,243 90,297

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 54,512 54,192

減価償却累計額 △35,281 △34,464

建物及び構築物（純額） 19,230 19,727

機械装置及び運搬具 102,072 98,904

減価償却累計額 △76,263 △73,344

機械装置及び運搬具（純額） 25,808 25,560

工具、器具及び備品 50,641 48,848

減価償却累計額 △44,892 △42,922

工具、器具及び備品（純額） 5,748 5,926

土地 5,864 5,564

建設仮勘定 4,317 4,427

有形固定資産合計 60,969 61,205

無形固定資産 2,617 2,997

投資その他の資産   

投資有価証券 15,601 23,544

長期貸付金 88 574

繰延税金資産 247 490

長期前払費用 9,668 9,800

その他 1,853 2,213

貸倒引当金 △94 △98

投資その他の資産合計 27,365 36,525

固定資産合計 90,952 100,728

資産合計 187,196 191,026

4



（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 18,098 20,672

短期借入金 42,837 33,968

1年内償還予定の社債 130 3,680

未払金及び未払費用 18,919 20,703

未払法人税等 1,038 609

賞与引当金 1,459 2,731

その他の引当金 1,651 1,688

その他 2,504 991

流動負債合計 86,640 85,046

固定負債   

社債 500 520

新株予約権付社債 7,000 7,000

長期借入金 29,681 25,264

繰延税金負債 3,298 4,094

引当金 1,294 1,386

負ののれん 188 376

その他 653 8

固定負債合計 42,616 38,651

負債合計 129,256 123,697

純資産の部   

株主資本   

資本金 9,885 9,885

資本剰余金 15,718 15,718

利益剰余金 25,721 30,960

自己株式 △337 △266

株主資本合計 50,988 56,298

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 996 2,673

繰延ヘッジ損益 △35 －

為替換算調整勘定 △2,796 49

評価・換算差額等合計 △1,836 2,722

少数株主持分 8,788 8,308

純資産合計 57,940 67,328

負債純資産合計 187,196 191,026
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 170,809

売上原価 154,405

売上総利益 16,403

販売費及び一般管理費 17,774

営業損失（△） △1,370

営業外収益  

受取利息 178

受取配当金 366

有価証券売却益 14

負ののれん償却額 180

持分法による投資利益 644

その他 913

営業外収益合計 2,297

営業外費用  

支払利息 862

為替差損 545

その他 530

営業外費用合計 1,938

経常損失（△） △1,010

特別利益  

固定資産売却益 62

製品保証引当金戻入額 78

その他 81

特別利益合計 222

特別損失  

固定資産除却損 125

たな卸資産評価損 118

投資有価証券評価損 1,722

子会社清算損 203

その他 198

特別損失合計 2,368

税金等調整前四半期純損失（△） △3,157

法人税、住民税及び事業税 1,960

法人税等調整額 322

法人税等合計 2,283

少数株主利益 630

四半期純損失（△） △6,070
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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損失（△） △3,157

減価償却費 10,916

投資有価証券評価損益（△は益） 1,722

貸倒引当金の増減額（△は減少） △14

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,271

受取利息及び受取配当金 △544

支払利息 862

持分法による投資損益（△は益） △644

有形固定資産売却損益（△は益） △16

売上債権の増減額（△は増加） △669

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,126

仕入債務の増減額（△は減少） △1,397

その他 △881

小計 3,777

利息及び配当金の受取額 3,081

利息の支払額 △892

法人税等の支払額 △1,655

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,310

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有価証券の売却による収入 17

有形固定資産の取得による支出 △9,821

有形固定資産の売却による収入 593

投資有価証券の取得による支出 △1,638

投資有価証券の売却による収入 592

貸付けによる支出 △1,407

貸付金の回収による収入 1,336

その他 △746

投資活動によるキャッシュ・フロー △11,073

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） 10,183

長期借入れによる収入 10,481

長期借入金の返済による支出 △7,048

社債の償還による支出 △3,569

配当金の支払額 △256

少数株主への配当金の支払額 △213

その他 △413

財務活動によるキャッシュ・フロー 9,162

現金及び現金同等物に係る換算差額 △365

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,033

現金及び現金同等物の期首残高 12,834

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 617

現金及び現金同等物の四半期末残高 15,484
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　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。

（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

〔事業の種類別セグメント情報〕

　        当第３四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日）

 
輸送用機器
関連事業
（百万円）

情報処理
関連事業
（百万円）

その他事業
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高       

(1)外部顧客に対する売上高 165,500 4,968 340 170,809 － 170,809

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高
1 864 4,897 5,763 (5,763) －

計 165,502 5,833 5,237 176,573 (5,763) 170,809

営業利益（又は営業損失） (1,392) (183) 135 (1,441) 70 (1,370)

　（注）１．事業区分の方法

　当社の事業区分の方法は、内部管理上採用している区分によっております。

２．各事業の主な製品

(1)輸送用機器関連事業……ワイパモータ、スタータモータ、ファンモータ

(2)情報処理関連事業……システムインテグレーションサービス、情報処理サービス、ソフトウエア開発

(3)その他事業……運輸・倉庫業、業務代行

 

〔所在地別セグメント情報〕

当第３四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日）

 
日本

（百万円）
米州

（百万円）
アジア

（百万円）
ヨーロッパ
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高        

(1)外部顧客に対する売上高 89,968 40,154 30,384 10,301 170,809 － 170,809

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高
26,876 343 16,849 309 44,380 (44,380) －

計 116,845 40,498 47,234 10,611 215,189 (44,380) 170,809

営業利益（又は営業損失） (3,827) (1,866) 3,870 523 (1,299) (70) (1,370)

　（注）１．国又は地域の区分は、市場及び販売活動等の類似性の相違によって区分しております。

２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。

米州……………米国、メキシコ、ブラジル

アジア…………フィリピン、ベトナム、中国、インドネシア、インド

 ヨーロッパ……イタリア、イギリス、フランス、ハンガリー

 

〔海外売上高〕

当第３四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日）

 米州 アジア ヨーロッパ その他 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 40,344 35,805 9,813 15 85,980

Ⅱ　連結売上高（百万円） － － － － 170,809

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 23.6 21.0 5.7 0.0 50.3

　（注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。

２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。

米州……………米国、メキシコ、ブラジル等
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アジア…………インドネシア、タイ、台湾、中国、フィリピン、ベトナム、インド等

ヨーロッパ……イタリア、フランス、イギリス、オーストリー等

その他…………オーストラリア等

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

 

 

（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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「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
（平成20年３月期
第３四半期）

金額（百万円）

Ⅰ　売上高 170,818

Ⅱ　売上原価 149,452

売上総利益 21,366

Ⅲ　販売費及び一般管理費 19,160

営業利益 2,206

Ⅳ　営業外収益 2,564

受取利息　 140

受取配当金 507

持分法による投資利益 730

その他 1,186

Ⅴ　営業外費用 1,889

支払利息　 855

その他　 1,034

経常利益 2,881

Ⅵ　特別利益 164

Ⅶ　特別損失 661

税金等調整前四半期純利益 2,384

税金費用 1,170

少数株主持分（控除） 394

四半期純利益 818
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（２）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日）

 
輸送用機器
関連事業
（百万円）

情報処理
関連事業
（百万円）

その他事業
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高       

(1)外部顧客に対する売上高 165,670 5,001 146 170,818 － 170,818

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高
0 1,079 5,465 6,546 (6,546) －

計 165,671 6,081 5,612 177,365 (6,546) 170,818

営業利益（又は営業損失） 2,109 (129) 148 2,127 78 2,206

 

〔所在地別セグメント情報〕

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日）

 
日本

（百万円）
北米

（百万円）
アジア

（百万円）
ヨーロッパ
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高        

(1)外部顧客に対する売上高 94,930 44,993 20,440 10,453 170,818 － 170,818

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高
27,284 296 18,987 328 46,897 (46,897) －

計 122,215 45,290 39,428 10,782 217,716 (46,897) 170,818

営業利益（又は営業損失） (308) (808) 2,874 509 2,267 (61) 2,206
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