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1.  平成21年12月期第1四半期の連結業績（平成21年1月1日～平成21年3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12月期第1四半期 12,229 ― △1,290 ― △3 ― 2,878 ―

20年12月期第1四半期 23,475 △5.6 2,727 △2.8 1,954 △50.7 1,421 △48.8

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12月期第1四半期 82.16 ―

20年12月期第1四半期 37.18 ―

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12月期第1四半期 191,168 182,295 95.4 5,202.57
20年12月期 188,691 178,291 94.5 5,088.18

（参考） 自己資本   21年12月期第1四半期  182,295百万円 20年12月期  178,291百万円

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  無  
 

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12月期 ― 61.00 ― 62.00 123.00
21年12月期 ―

21年12月期 
（予想）

50.00 ― 50.00 100.00

3.  平成21年12月期の連結業績予想（平成21年1月1日～平成21年12月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
連結累計期間

28,500 △41.1 △2,500 ― △1,800 ― 1,400 △54.1 39.95

通期 65,000 △29.8 △1,500 ― △200 ― 2,900 △18.7 82.76
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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）  無  

(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、５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、５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．本資料の業績予想に関する記述は、現時点で入手可能な情報に基づいております。業績は、今後の様々な要因により見通しと異なることがあります。 
２．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）および「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。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年12月期第1四半期  43,875,881株 20年12月期  45,875,881株

② 期末自己株式数 21年12月期第1四半期  8,836,299株 20年12月期  10,835,574株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年12月期第1四半期  35,040,127株 20年12月期第1四半期  38,243,106株
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当第１四半期（平成21年１月１日～平成21年３月31日）の業績の概況は上記のとおりであります。 

 当期間における世界経済は、前年後半からの急激な冷え込みが拡大し、総じて大幅に悪化しました。わが国におき

ましても、内外需要の減退や在庫調整圧力に伴う輸出や生産の減少が加速し、大幅な景気の悪化が継続しました。 

このような景況下、当社のモーター販売実績を見ますと、数量は前年同期比44.9％減少、金額は前年同期比

47.9％減少となりました。また、前期末決算（平成20年１月１日～平成20年12月31日）で発表した当期通期販売計画

における第１四半期予想に対しましては、数量は4.8％増加、金額は1.8％増加となりました。これらの結果、当第１

四半期売上高は122億２千９百万円（前年同期比47.9％減）となり、その大半を占めるモーター売上高は122億１千万

円（前年同期比47.9％減）となっております。 

次に、当社の主たる事業でありますモーター部門の用途市場別動向と販売状況についてご説明いたします。 

① 自動車電装機器市場 

 当該市場における売上高は49億４千１百万円（前年同期比53.3％減）と減少しました。安全性、利便性、快適性、

経済性を求め、電装化が引き続き進み、一台当たりに搭載される小型モーター数は増える傾向にあります。主要用途

であるミラー、ドアロック用や戦略製品であるパワーウインドウ用ユニット等が、当初予想を若干上回りました。し

かし、世界の自動車販売の低調が継続し、前年同期比では大幅な減少となりました。 

② 音響・映像機器市場 

 当該市場における売上高は16億６千５百万円（前年同期比58.7％減）と減少しました。CD用の殆どを占めるカーCD

用は、世界の自動車販売の低調が継続し減少しました。しかし、DVDプレーヤー用は、市場在庫の順調な調整とシェ

アアップにより当初予想を大幅に上回りました。 

③ 情報・通信機器市場 

当該市場における売上高は21億４千６百万円（前年同期比39.7％減）と減少しました。しかし当初予想との比較

では、インクジェットプリンター用、デジタルカメラ用ともに当初予想を若干上回り、PCドライブ用は、市場在庫の

順調な調整とシェアアップにより、当初予想を大幅に上回りました。 

④ 家電機器・工具・玩具・模型市場 

 当該市場における売上高は34億５千６百万円（前年同期比34.5％減）と減少しました。昨年前半に販売が落ち込ん

だ歯ブラシ用は当初予想を若干上回りましたが、その他のヘアードライヤー、シェーバーなどの理美容関連機器用

や、血圧計、マッサージャーなどの健康関連機器用、電動工具用等は全て低調に推移しました。 

  

当第１四半期の売上高につきましては上記のとおり前年同期比47.9％の減少となりました。製造原価面では、生

産拠点の人員適正化が進んでおりますが、昨年後半からの販売数量の激減による操業度の低下から単位当たり固定費

の負担が増加し、利益率を押し下げる要因となっております。また全社での経費削減活動により、販売管理費は前年

同期より減少しておりますが、販売数量の減少をカバーするにはいたらず、当第１四半期は12億９千万円の営業損失

となりました。税金等調整前四半期純損失は２億７千６百万円となりましたが、これは期首に対し当四半期末が円安

となったことによる為替差益の計上と、受取利息などにより営業外収支が改善したことによるものです。四半期純損

益につきましては、平成21年３月27日に可決された平成21年度税制改正法案に基づき、海外連結子会社の未分配利益

に対し計上していた繰延税金負債の取り崩しを当第１四半期に計上したことから、当四半期純利益は28億７千８百万

円(前年同期比102.5％増）となりました。 

   

 当第１四半期末における総資産は、前連結会計年度末に対して24億７千７百万円増加し、1,911億６千８百万円と

なりました。前連結会計年度末に対し変動の大きかった主なものは、現金及び預金の増加46億９千２百万円、受取手

形及び売掛金の減少18億８千８百万円、有価証券の減少22億１千５百万円、投資有価証券の減少12億５千７百万円な

どであります。 

負債合計は、前連結会計年度末に対して15億２千７百万円減少し88億７千２百万円となりました。前連結会計年

度末に対し変動の大きかった主なものは、繰延税金負債の減少16億７千４百万円、一部の海外子会社の退職給付債務

を当期首で一括計上したことによる退職給付引当金の増加15億９千９百万円などであります。 

純資産合計は、前連結会計年度末に対して40億４百万円増加し、1,822億９千５百万円となりました。自己株式の

消却により利益剰余金と自己株式が同額（143億６千万円）減少、そして為替換算調整勘定が47億７千９百万円減少

しております。 

１株当たり純資産は5,202.57円、自己資本比率は95.4％となりました。 

  

  

【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

２．連結財政状態に関する定性的情報
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通期見通しにつきましては、４月に入り、市場での在庫調整が着実に進み、落ち着きを取り戻しつつあるもの

の、全体の回復までには至っていない状況であり、当期における十分な需要回復、販売増加の実現可能性は低いと思

われます。特に主要市場である自動車電装市場は、米国のビッグ３の動向が不透明であり、金融不安が未だ払拭され

ていないこと等から回復は遅れ気味と予測されます。しかしながら、BRICs諸国などの新興国需要については、自動

車以外の市場も含め、回復の兆しが見えるとの観測もあります。 

 当社の関連市場につきましては、自動車電装機器市場、家電機器・工具市場、情報・通信機器市場、音響・映像機

器市場向け全ての市場にて前期比で大幅に減少するとの予想に変化はありません。 

通期業績予想の前提となる販売動向等は上述のとおりでありますので、平成21年２月17日に公表しました連結の

売上高、営業利益、経常利益(第２四半期累計連結会計期間および年間)の予想について、現時点で変更はありませ

ん。 

ただし、税引後の当期純利益予想（第２四半期連結累計会計期間および通期）につきましては、平成21年３月27

日に可決された平成21年度税制改正法案に基づき、海外連結子会社の未分配利益に対し計上していた繰延税金負債34

億円の取り崩しを当第１四半期に計上したことから、下表の通り修正いたします。 

これは上述の税制改正に伴い、今後、海外子会社からの受取配当金が益金不算入となるため、従来、連結財務諸

表作成時に将来の受取配当金に対し日本国内で課税されることを前提として計上していた繰延税金負債の計上の必要

がなくなったため、その一部を取り崩したものであります。 

なお、第２四半期期末および年間の配当予想につきましては、当初予想からの変更はございません。 

  

連結業績予想 

 第２四半期連結累計期間（平成21年１月１日～平成21年６月30日） 

   

 通期（平成21年１月１日～平成21年12月31日）  

  

３．連結業績予想に関する定性的情報

   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 

  

 前 回 発 表 予 想（Ａ） 

百万円 

28,500 

百万円 

△2,500 

百万円 

△1,800 

百万円 

△2,000 

円 銭 

△57.08 

 今 回 修 正 予 想（Ｂ） 28,500 △2,500 △1,800 1,400 39.95 

  増  減  額 （Ｂ－Ａ） ― ― ― 3,400 ― 

  増  減  率  （％） ― ― ― ― ― 

（ご参考） 

前期実績（平成20年12月中間期）
48,387 4,230 5,564 3,053 80.38 

   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 

  

 前 回 発 表 予 想（Ａ） 

百万円 

65,000 

百万円 

△1,500 

百万円 

△200 

百万円 

△500 

円 銭 

△14.27 

 今 回 修 正 予 想（Ｂ） 65,000 △1,500 △200 2,900 82.76 

  増  減  額 （Ｂ－Ａ） ― ― ― 3,400 ― 

  増  減  率  （％） ― ― ― ― ― 

（ご参考） 

前期実績（平成 2 0 年 1 2 月 期 ）
92,602 5,652 7,872 3,565 94.77 

マブチモーター㈱（6592）平成21年12月期　第１四半期決算短信

－ 4 －



 該当事項はありません。  

   

 税金費用の計算 

 税金費用については、当第１四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しておりま

す。なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。 

  

① 四半期財務諸表に関する会計基準等の適用 

 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）および「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。 

  

② 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

 当第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」（企業会計基準委員会 平成18年７

月５日 企業会計基準第９号）を適用し、評価基準については主として総平均法による原価法から、総平均

法による原価法（収益性の低下による簿価切り下げの方法）に変更しております。 

 この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、売上総利益が196百万円が減少、営業損失、経常損

失および税金等調整前四半期純損失が196百万円それぞれ増加しております。 

  

③ 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 

 当第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」（企業会計基準委員会 平成18年５月17日 実務対応報告第18号）を適用し、連結決算上必要な修正を

行っております。 

 これにより、期首剰余金は1,221百万円減少しております。 

  

④ リース取引に関する会計基準の適用 

 当社は、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」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日

（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））および「リース取引に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19

年３月30日改正））を当第１四半期連結会計期間から適用し、リース取引開始日が当連結会計年度開始後で

あるリース取引については、通常の売買取引に係る会計処理によっております。 

 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、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

 なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が当連結会計年度開始前のリー

ス取引については、引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理によっております。 

 この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益

に与える影響はありません。 

  

（追加情報）有形固定資産の耐用年数の変更 

 当社は、平成20年度の法人税法改正に伴い、有形固定資産の耐用年数を見直した結果、当第１四半期連結

会計期間より、機械装置の耐用年数を改正後の耐用年数に変更しております。なお、これによる損益に与え

る影響は軽微であります。 

  

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）

（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

（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
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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１四半期連結会計期間末
(平成21年３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12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 50,348 45,655

受取手形及び売掛金 7,655 9,543

有価証券 23,953 26,168

商品 6,415 6,411

製品 3,667 3,711

半製品 682 787

原材料及び貯蔵品 5,429 5,467

仕掛品 821 681

未収法人税等 743 777

繰延税金資産 1,369 1,584

その他 1,345 1,359

貸倒引当金 △285 △195

流動資産合計 102,146 101,955

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 41,354 40,124

減価償却累計額 △24,663 △23,504

建物及び構築物（純額） 16,690 16,619

機械装置及び運搬具 41,547 38,793

減価償却累計額 △32,554 △30,380

機械装置及び運搬具（純額） 8,993 8,412

工具、器具及び備品 13,732 13,092

減価償却累計額 △11,906 △11,270

工具、器具及び備品（純額） 1,825 1,821

土地 6,024 6,023

建設仮勘定 2,496 1,993

有形固定資産合計 36,031 34,870

無形固定資産   

その他 492 462

無形固定資産合計 492 462

投資その他の資産   

投資有価証券 49,349 50,606

繰延税金資産 2,438 124

その他 733 693

貸倒引当金 △22 △22

投資その他の資産合計 52,498 51,402

固定資産合計 89,022 86,736

資産合計 191,168 188,691
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年３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12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,529 2,110

賞与引当金 600 246

その他 3,760 4,976

流動負債合計 5,890 7,333

固定負債   

繰延税金負債 32 1,706

退職給付引当金 1,821 222

その他 1,128 1,137

固定負債合計 2,982 3,066

負債合計 8,872 10,400

純資産の部   

株主資本   

資本金 20,704 20,704

資本剰余金 20,419 20,419

利益剰余金 215,411 230,288

自己株式 △63,456 △77,816

株主資本合計 193,079 193,597

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,380 △1,122

為替換算調整勘定 △9,403 △14,183

評価・換算差額等合計 △10,783 △15,305

純資産合計 182,295 178,291

負債純資産合計 191,168 188,691
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 12,229

売上原価 9,547

売上総利益 2,681

販売費及び一般管理費 3,972

営業損失（△） △1,290

営業外収益  

受取利息 257

受取配当金 21

為替差益 898

スクラップ材料売却収入 76

その他 65

営業外収益合計 1,318

営業外費用  

株式関係費 8

遊休資産減価償却費 5

その他 16

営業外費用合計 31

経常損失（△） △3

特別利益  

固定資産売却益 26

投資有価証券売却益 0

貸倒引当金戻入額 68

特別利益合計 94

特別損失  

固定資産処分損 3

減損損失 20

臨時退職金 300

投資有価証券評価損 43

特別損失合計 367

税金等調整前四半期純損失（△） △276

法人税、住民税及び事業税 △3,155

四半期純利益 2,878
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 △276

減価償却費 964

減損損失 20

退職給付引当金の増減額（△は減少） 6

受取利息及び受取配当金 △278

為替差損益（△は益） △230

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） △0

有形固定資産処分損益（△は益） △1

投資有価証券評価損益（△は益） 43

売上債権の増減額（△は増加） 2,325

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,058

仕入債務の増減額（△は減少） △1,174

その他 △675

小計 1,781

利息及び配当金の受取額 284

利息の支払額 △0

法人税等の支払額 △133

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,932

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △10,004

定期預金の払戻による収入 4,021

有価証券の取得による支出 △7,298

有価証券の売却による収入 5,999

固定資産の取得による支出 △1,084

固定資産の売却による収入 35

投資有価証券の取得による支出 △496

投資有価証券の売却による収入 1,298

その他 △40

投資活動によるキャッシュ・フロー △7,569

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △2,174

自己株式の取得による支出 △2

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,177

現金及び現金同等物に係る換算差額 2,359

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △5,454

現金及び現金同等物の期首残高 56,073

現金及び現金同等物の四半期末残高 50,618
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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。 

  

 該当事項はありません。 

  

 当社グループは、小型モーターに関する単一事業分野において事業活動を展開しており、単一事業部門で組

織されているため、事業の種類別セグメントに関連づけた説明は記載しておりません。  

 （注）１ 国または地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 日本以外の区分に属する主な国または地域 

(1）アジア   …… 中国・香港、シンガポール、台湾、マレーシア、ベトナム、韓国 

(2）アメリカ  …… 米国 

(3）ヨーロッパ …… ドイツ 

３ 配賦不能営業費用はありません。 

  

 （注）１ 国または地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国または地域 

(1）アメリカ地域   …… 米国、中南米、カナダ 

(2）ヨーロッパ地域  …… ドイツ、イギリス他 

(3）アジア・他の地域 …… 中国・香港、シンガポール、韓国他 

３ 海外売上高は親会社の輸出高ならびに本国以外の国に所在する連結子会社の売上高の合計額（ただし、連結

会社間の内部売上高を除く）であります。 

  

 該当事項はありません。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔所在地別セグメント情報〕

  

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年３月31日） 

日本 
（百万円） 

アジア
（百万円）

アメリカ
（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  2,326 6,616     1,121     2,164     12,229     ―     12,229

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
    4,768     5,077     3     ―     9,849  (9,849)     ― 

計     7,095     11,694     1,125     2,164     22,078 (9,849)     12,229

営業利益又は営業損失(△)    △1,328    △954     3     134   △2,144     853   △1,290 

〔海外売上高〕

  

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年３月31日） 

アメリカ地域 ヨーロッパ地域 アジア・他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）    1,195   2,174     7,439     10,809 

Ⅱ 連結売上高（百万円）                    12,229 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の

割合（％） 
    9.8     17.8     60.8     88.4 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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「参考資料」  

前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12月期 
第１四半期） 

金額（百万円）

Ⅰ 売上高    23,475      

Ⅱ 売上原価 16,569      

売上総利益 6,905      

Ⅲ 販売費及び一般管理費 4,177      

営業利益 2,727      

Ⅳ 営業外収益 933      

 受取利息 606      

 受取配当金 22      

 スクラップ材料売却収入 223      

 その他 80      

Ⅴ 営業外費用 1,706      

 株式関係費 8      

 為替差損 1,640      

 遊休資産減価償却費 8      

 土壌修復関係費 1      

 その他 47      

経常利益 1,954      

Ⅵ 特別利益 310      

 固定資産処分益 120      

 過年度受取利息 188      

 その他 1      

Ⅶ 特別損失 18      

 固定資産処分損 8      

 臨時退職金 5      

 投資有価証券売却損 4      

税金等調整前四半期純利益 2,246      

税金費用 824      

四半期純利益 1,421      
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

  
前年同四半期
（平成20年12月期 
第１四半期） 

区分 金額（百万円）

Ⅰ 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 2,246      

減価償却費 1,048      

退職給付引当金の減少額 △740      

受取利息及び受取配当金 △629      

為替差損 1,355      

有価証券及び投資有価証券
売却損 4      

有形固定資産処分益 △133      

売上債権の減少額 1,359      

棚卸資産の増加額 △689      

仕入債務の減少額 △543      

その他 △645      

小計 2,632      

利息及び配当金の受取額 491      

法人税等の支払額 △2,509      

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 614      

Ⅱ 投資活動によるキャッシ
ュ・フロー      

定期預金の預入による支出 △3,681      

定期預金の払戻による収入 1,717      

有価証券の取得による支出 △2,998      

有価証券の売却による収入 2,999      

固定資産の取得による支出 △980      

固定資産の売却による収入 269      

投資有価証券の取得による
支出 

△1,997      

投資有価証券の売却による
収入 1,505      

その他 1,041      

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△2,123      
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前年同四半期
（平成20年12月期 
第１四半期） 

区分 金額（百万円）

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー      

配当金の支払額 △2,319      

自己株式の取得による支出 △0      

自己株式取得目的の金銭信
託への支出 

△3,000      

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△5,320      

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る
換算差額 

△5,794      

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少
額 

△12,624      

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首
残高 76,897      

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末
残高 64,272      
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 （１）生産実績 

小型モーターの生産実績を拠点別に示すと、次のとおりであります。 

（千個未満の端数切捨て）

（注）当社グループの生産・販売品目は小型モーター単品であり、価格差も僅少であることから、数量表示のみで 

   記載しております。 

  

 （２）受注状況 

当社グループは、主として需要予測に基づく見込生産方式をとっておりますので記載を省略しております。 

  

 （３）販売実績 

小型モーターの販売実績を用途市場別に示すと、次のとおりであります。 

（百万円未満の端数切捨て）

 （注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

６．その他情報

生産、受注及び販売の状況

  

前第１四半期 

（自 平成20年１月１日 

  至 平成20年３月31日） 

当第１四半期 

（自 平成21年１月１日 

  至 平成21年３月31日） 

増減比率 

（△は減） 

  数  量 構成比率 数  量 構成比率 数  量 

  

 香港マブチ 

千個 

203,920 

％ 

50.0 

千個 

84,737 

％ 

48.2 

千個 

△119,182 

 大連マブチ 33,751 8.3 17,497 10.0 △16,254 

 瓦房店マブチ 51,547 12.6 13,610 7.7 △37,937 

 江蘇マブチ 33,288 8.1 8,418 4.8 △24,869 

 ベトナムマブチ 75,395 18.5 33,927 19.3 △41,467 

 ダナンマブチ 9,099 2.2 17,097 9.7 7,997 

 台湾マブチ 1,095 0.3 567 0.3 △527 

合  計 408,098 100.0 175,856 100.0 △232,241 

  

前第１四半期 

 （自 平成20年１月１日 

   至 平成20年３月31日） 

当第１四半期 

 （自 平成21年１月１日 

   至 平成21年３月31日） 

比較増減 

（△は減） 

  金  額 構成比率 金  額 構成比率 金  額 

  

 自動車電装機器 

百万円 

10,578 

％ 

45.1 

百万円 

4,941  

％ 

40.5 

百万円 

△5,636 

 音響・映像機器 4,032 17.2 1,665  13.6 △2,366 

 情報・通信機器 3,558 15.2 2,146  17.6 △1,412 

 家電機器・工具 

 ・玩具・模型 
5,280 22.5 3,456  28.3 △1,823 

合  計 23,450 100.0 12,210  100.0 △11,239 
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