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1.  平成21年12月期第2四半期の連結業績（平成21年1月1日～平成21年6月30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2四半期 29,140 ― △1,457 ― 63 ― 2,724 ―

20年12月期第2四半期 48,387 △8.3 4,230 △30.6 5,564 △39.4 3,053 △51.6

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2四半期 77.76 ―

20年12月期第2四半期 80.38 ―

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2四半期 191,602 182,012 95.0 5,194.50
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2四半期  182,012百万円 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 ― 50.00

21年12月期 
（予想）

― 50.00 100.00

      配当金の内訳 特別配当 20円00銭

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  無  
 

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 66,000 △28.7 0 △100.0 1,900 △75.9 3,800 6.6 108.45
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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、４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、４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2四半期 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2四半期  8,836,452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2四半期 35,039,812株 20年12月期第2四半期 37,985,714株
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 当第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）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継続していましたが、期中より回復に向けた底堅い

動きが出始めました。わが国におきましても、 悪期を脱し、在庫調整がほぼ終わり、輸出や生産が増加する状況に

移行する局面となりました。 

 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38.5％減少、金額は前年同期比39.8％

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

る上期予想に対しましては、数量は1.3％増加、金額は2.1％増加となりました。これらの結果、上期売上高は 291

億４千万円（前年同期比39.8％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120億６千４百万円（前年同期比43.6％減）と減少しました。昨年から続く需要減は底

を打ったものの、主要用途であるミラー、ドアロック用等は当初予想を若干下回りました。このような状況のなか、

戦略製品であるパワーウインドウ用ユニットが、搭載車種の拡大や新興市場の好調から当初予想を上回りました。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43億５千１百万円（前年同期比48.9％減）と減少しました。CD用のほとんどを占めるカ

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、シェアアップ等により当

初予想を大幅に上回りました。 

③ 光学・精密機器市場 

当該市場における売上高は53億７千９百万円（前年同期比27.6％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上回りました。PCドライブ用は、シェア

アップ等により、当初予想を大幅に上回りました。 

なお、当第２四半期連結累計期間より、従来の「情報・通信機器」市場呼称を「光学・精密機器」市場に変更し

ております。これによる構成用途の変更はありません。  

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73億６百万円（前年同期比33.6％減）と減少しました。当初、他の市場に比べ底堅い需

要が継続すると予想していました。しかし、需要は継続せず、唯一予測を上回った歯ブラシ用を除く理美容関連機器

用、健康関連機器用、電動工具用等の全てが予想と比較して低調に推移しました。 

  

 当第２四半期の売上高につきましては上記のとおり前年同期比39.8％の減少となりました。製造原価面では、主に

銅などの相場品の値下がりによる材料費の低減や、生産拠点での人員適正化など、原価低減は進捗しておりますが、

販売・生産数量の激減による操業度の低下で単位当たり固定費の負担が増加し、前年同期実績に対して利益率を押し

下げる要因となっております。また全社を挙げての経費削減活動の進捗により、販売管理費は前年同期より減少して

おりますが、売上高の減少をカバーするにはいたらず、当第２四半期は14億５千７百万円の営業損失となりました。

経常利益は、期首に対し当第２四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り６千３百万円（前年同期比98.9％減）となりました。一部の海外子会社における臨時退職金

を特別損失に計上したこと等により税金等調整前四半期純損益は２億８千１百万円の損失となりました。純損益につ

きましては、平成21年度税制改正で、海外子会社からの受取配当金の益金不算入制度が導入されたことにより、これ

まで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崩しを計上したことで、当第２四半期純利益

は27億２千４百万円（前年同期比10.8％減）となりました。 

  

（注）当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」を適用しておりますが、上記の前年同期との損益比

較においては、従来の「中間決算短信」における業績数値を基礎に算定しております。  

  

 当第２四半期末における総資産は、前連結会計年度末に対して29億１千万円増加し、1,916億２百万円となりまし

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、現金及び預金の増加76億１千２百万円、有価証券の減少

36億３千３百万円、商品等の棚卸資産の減少30億３千万円、繰延税金資産の増加12億６千７百万円などであります。

 負債合計は、前連結会計年度末に対して８億１千万円減少し95億９千万円となりました。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16億５千５百万円、一部の海外子会社の退職給付債務を当期首で

【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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一括計上したことによる退職給付引当金の増加16億１千９百万円などであります。 

 純資産合計は、前連結会計年度末に対して37億２千万円増加し、1,820億１千２百万円となりました。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、為替換算調整勘定が35億６千５百万円減少してお

ります。 

 １株当たり純資産は5,194.50円、自己資本比率は95.0％となりました。 

  

 通期見通しにつきましては、上期において市場での在庫調整が着実に進み、景気の底打ち感から需要が増加したも

のの、本格回復までの勢いはなく、各国の景気購買浮揚策終了後の動向にも不安があります。特に主要市場である自

動車電装市場は、米国景気・市場の年後半の動向がいまだ不透明であり、金融不安も払拭されていないこと等から市

場動向を睨みながらの回復と調整が継続すると予測されます。一方、中国に代表される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、次年度を待たず回復しつつあると見られております。 

 当社の関連市場につきましては、音響・映像機器、光学・精密機器市場は、在庫調整の反動や競合の不調などによ

り当初計画を若干上回りますが、自動車電装機器市場、家電機器・工具市場も含め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。 

 営業利益、経常利益および当期純利益につきましては、第２四半期までの実績を織り込み、前回予想（平成21年４

月27日公表）からそれぞれ下表のとおり、業績予想の修正をいたします。 

 なお、第２四半期期末の配当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 

 通期（平成21年１月１日～平成21年12月31日） 

  

注）上記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。その要因のうち、主なものは以下のとおりであります。 

  ・ 円ならびにアジア通貨の為替相場の変動 

  ・ 当社の事業領域を取り巻く経済環境・需要動向等の変化 

  ・ 新技術・新製品等の急速な技術革新 

  ・ 銅等の相場の変動 

 ただし、業績に影響を与えうる要素はこれらに限定されるものではありません。  

 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。  

  

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 

65,000 

百万円 

△1,500 

百万円 

△200 

百万円 

2,900 

円 銭 

82.76 

今 回 修 正 予 想（Ｂ） 66,000 0 1,900 3,800 108.45 

増  減  額 （Ｂ－Ａ） 1,000 1,500 2,100 900 ― 

増  減  率  （％） 1.5 ― ― 31.0 ― 

（ご参考） 

前期実績（平成20年12月期） 
92,602 5,652 7,872 3,565 94.77 

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
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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 

 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、当第２四半期連結累計期間の売上総利益が72百万円

減少、営業損失が72百万円増加、経常利益が72百万円減少し、税金等調整前四半期純損失が72百万円増加し

ております。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。  

  

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 

 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、期首の利益剰余金は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、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。 

  

（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２四半期連結会計期間末
(平成21年６月30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 53,267 45,655

受取手形及び売掛金 10,281 9,543

有価証券 22,535 26,168

商品 5,080 6,411

製品 2,857 3,711

半製品 683 787

原材料及び貯蔵品 4,477 5,467

仕掛品 931 681

未収法人税等 － 777

繰延税金資産 1,298 1,584

その他 1,457 1,359

貸倒引当金 △249 △195

流動資産合計 102,621 101,955

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 42,112 40,124

減価償却累計額 △24,169 △23,504

建物及び構築物（純額） 17,942 16,619

機械装置及び運搬具 40,815 38,793

減価償却累計額 △32,125 △30,380

機械装置及び運搬具（純額） 8,689 8,412

工具、器具及び備品 13,598 13,092

減価償却累計額 △11,825 △11,270

工具、器具及び備品（純額） 1,772 1,821

土地 6,023 6,023

建設仮勘定 1,160 1,993

有形固定資産合計 35,588 34,870

無形固定資産   

その他 484 462

無形固定資産合計 484 462

投資その他の資産   

投資有価証券 50,547 50,606

繰延税金資産 1,679 124

その他 848 693

貸倒引当金 △166 △22

投資その他の資産合計 52,908 51,402

固定資産合計 88,981 86,736

資産合計 191,602 188,691
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年６月30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 2,399 2,110

未払法人税等 252 －

繰延税金負債 21 2

賞与引当金 254 246

その他 3,663 4,974

流動負債合計 6,592 7,333

固定負債   

繰延税金負債 31 1,706

退職給付引当金 1,841 222

その他 1,125 1,137

固定負債合計 2,998 3,066

負債合計 9,590 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 215,257 230,288

自己株式 △63,456 △77,816

株主資本合計 192,924 193,597

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △294 △1,122

為替換算調整勘定 △10,617 △14,183

評価・換算差額等合計 △10,912 △15,305

純資産合計 182,012 178,291

負債純資産合計 191,602 188,691
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 29,140

売上原価 22,772

売上総利益 6,368

販売費及び一般管理費 7,825

営業損失（△） △1,457

営業外収益  

受取利息 525

受取配当金 59

為替差益 657

スクラップ材料売却収入 192

その他 170

営業外収益合計 1,606

営業外費用  

株式関係費 29

遊休資産減価償却費 11

その他 43

営業外費用合計 84

経常利益 63

特別利益  

固定資産処分益 61

投資有価証券売却益 0

特別利益合計 61

特別損失  

固定資産処分損 45

減損損失 20

臨時退職金 316

投資有価証券評価損 24

貸倒引当金繰入額 0

特別損失合計 406

税金等調整前四半期純損失（△） △281

法人税、住民税及び事業税 △3,006

法人税等合計 △3,006

四半期純利益 2,724
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 16,910

売上原価 13,224

売上総利益 3,686

販売費及び一般管理費 3,922

営業損失（△） △235

営業外収益  

受取利息 268

受取配当金 38

スクラップ材料売却収入 116

その他 105

営業外収益合計 528

営業外費用  

株式関係費 20

為替差損 241

遊休資産減価償却費 6

その他 26

営業外費用合計 294

経常損失（△） △1

特別利益  

固定資産処分益 35

投資有価証券評価損戻入益 18

特別利益合計 54

特別損失  

固定資産処分損 41

減損損失 0

臨時退職金 16

貸倒引当金繰入額 0

特別損失合計 57

税金等調整前四半期純損失（△） △5

法人税、住民税及び事業税 149

法人税等合計 149

四半期純損失（△） △154
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６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損失（△） △281

減価償却費 1,999

減損損失 20

退職給付引当金の増減額（△は減少） 15

受取利息及び受取配当金 △585

為替差損益（△は益） △322

有形固定資産売却損益（△は益） △28

投資有価証券評価損益（△は益） 24

売上債権の増減額（△は増加） △237

たな卸資産の増減額（△は増加） 3,890

仕入債務の増減額（△は減少） 99

その他 △1,642

小計 2,952

利息及び配当金の受取額 633

利息の支払額 △0

法人税等の支払額 △233

法人税等の還付額 1,179

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,532

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 △17,191

定期預金の払戻による収入 16,110

有価証券の取得による支出 △9,796

有価証券の売却による収入 10,797

固定資産の取得による支出 △2,098

固定資産の売却による収入 110

投資有価証券の取得による支出 △6,383

投資有価証券の売却による収入 5,388

その他 △46

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,110

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △2,170

自己株式の取得による支出 △3

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,173

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,915

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,163

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 57,236
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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。 

４ 「定性的情報・財務諸表等」４．その他（３）②に記載のとおり、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、当第２四半期連結累計期間の営業損失が、日本で13百万円、アジア

  で58百万円それぞれ増加しております。  

  

（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２四半期連結累計期間 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年６月30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 5,222 16,806 2,376 4,735 29,140 ― 29,140

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
11,263 12,593 4 ― 23,861 (23,861)      ― 

計 16,486 29,399 2,380 4,735 53,001 (23,861) 29,140

営業利益又は営業損失(△) △2,332 △205 40 272 △2,224 766 △1,457 
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 （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。 

〔海外売上高〕

  

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年６月30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） 2,539 4,758 18,623 25,921

Ⅱ 連結売上高（百万円）                29,140

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の

割合（％） 
8.7 16.4 63.9 89.0

（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」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間連結損益計算書 

  
前中間連結会計期間

（自 平成20年１月１日 
至 平成20年６月30日） 

区分 金額（百万円）
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高        48,387  100.0

Ⅱ 売上原価        35,120  72.6

売上総利益        13,266  27.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費        9,035  18.7

営業利益        4,230  8.7

Ⅳ 営業外収益                  

１．受取利息  1,110            

２．受取配当金  87            

３．スクラップ材料売却収入   724            

４．その他   164  2,086  4.3

Ⅴ 営業外費用                  

１．株式関係費  32            

２．遊休資産減価償却費  19            

３．土壌修復関係費  6            

４．為替差損   605            

５．その他   88  752  1.5

経常利益        5,564  11.5

Ⅵ 特別利益                  

１．固定資産処分益  728            

２．過年度受取利息  186            

３．その他  0  914  1.9

Ⅶ 特別損失                  

１．固定資産処分損  27            

２．臨時退職金  5            

３．投資有価証券売却損  4            

４．投資有価証券評価損  814            

５．支払賠償金  920  1,771  3.7

税金等調整前中間純利益        4,707  9.7

法人税、住民税及び事業税  1,654            

法人税等調整額 －  1,654  3.4

中間純利益        3,053  6.3

        

マブチモーター㈱（6592）平成21年12月期　第２四半期決算短信

－ 13 －



（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書

  
前中間連結会計期間

（自 平成20年１月１日 
至 平成20年６月30日） 

区分 金額（百万円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・
フロー   

税金等調整前中間純利益  4,707

減価償却費  2,120

退職給付引当金の増加額  378

受取利息及び受取配当金 △1,383

為替差損  892

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 △724

投資有価証券評価損  814

売上債権の増加額 △32

棚卸資産の増加額 △1,728

仕入債務の増加額  1,365

その他 △988

小計  5,424

利息及び配当金の受取額  1,273

法人税の支払額  △2,902

営業活動によるキャッシュ・
フロー  3,796

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 △13,179

定期預金の払戻による収入  9,503

有価証券の取得による支出 △6,998

有価証券の売却による収入  7,999

固定資産の取得による支出 △2,002

固定資産の売却による収入  1,084

投資有価証券の取得による
支出 

△6,541

投資有価証券の売却による
収入  1,505

その他 △68

投資活動によるキャッシュ・
フロー 

△8,695
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前中間連結会計期間

（自 平成20年１月１日 
至 平成20年６月30日） 

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 △2,371

自己株式の取得による支出 △2,889

財務活動によるキャッシュ・
フロー 

△5,261

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換
算差額 

△2,994

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 △13,155

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中間期
末残高 

 63,741
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  生産、受注及び販売の状況 

 （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）１ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

    ２ 当第２四半期連結累計期間より、従来の「情報・通信機器」市場呼称を「光学・精密機器」市場に変更して 

      おります。なお、これによる構成用途の変更はありません。 

  

６．その他の情報

  

前第２四半期 

（自 平成20年１月１日 

  至 平成20年６月30日） 

当第２四半期 

（自 平成21年１月１日 

  至 平成21年６月30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 

438,044 

％ 

50.1 

千個 

209,861 

％ 

48.8 

千個 

△228,182 

 東莞マブチ ―  ― 359 0.1  359 

 大連マブチ 68,508 7.8 41,489 9.6 △27,018 

 瓦房店マブチ 114,714 13.1 42,172 9.8 △72,542 

 江蘇マブチ 62,990 7.2 17,710 4.1 △45,279 

 ベトナムマブチ 164,380 18.8 78,139 18.2 △86,240 

 ダナンマブチ 23,111 2.7 38,617 9.0 15,506 

 台湾マブチ 2,418 0.3 1,609 0.4 △809 

合  計 874,169 100.0 429,961 100.0 △444,207 

  

前第２四半期 

 （自 平成20年１月１日 

   至 平成20年６月30日） 

当第２四半期 

 （自 平成21年１月１日 

   至 平成21年６月30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 

21,380 

％ 

44.2 

百万円 

12,064  

％ 

41.5 

百万円 

△9,315 

 音響・映像機器 8,511 17.6 4,351  14.9 △4,159 

 光学・精密機器 7,428 15.4 5,379  18.5 △2,048 

 家電機器・工具 

 ・玩具・模型 
11,007 22.8 7,306  25.1 △3,700 

合  計 48,327 100.0 29,102  100.0 △19,224 
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