
平成22年3月期 第2四半期決算短信 

平成21年10月30日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 武蔵精密工業株式会社 上場取引所 東 名 

コード番号 7220 URL http://www.musashi.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 大塚 浩史

問合せ先責任者 （役職名） 執行役員経理部長 （氏名） 河口 定寛 TEL 0532-25-8111
四半期報告書提出予定日 平成21年11月13日 配当支払開始予定日 平成21年12月7日

1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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 ％

22年3月期第2四半期 47,233 △42.4 637 △92.0 1,248 △84.6 801 △79.4

21年3月期第2四半期 82,030 ― 7,973 ― 8,097 ― 3,896 ―

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

22年3月期第2四半期 25.68 25.65
21年3月期第2四半期 124.92 115.32

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

22年3月期第2四半期 92,038 44,572 39.9 1,176.61
21年3月期 93,091 40,765 35.8 1,068.19

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  36,704百万円 21年3月期  33,322百万円

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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 20.00 ― 10.00 30.00

22年3月期 ― 10.00

22年3月期 
（予想）

― 10.00 20.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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 104,000 △28.5 5,100 △40.6 5,000 △14.6 2,600 ― 83.33



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） 

(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 

本資料に記載されている業績見通し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、
実際の業績等は今後様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等につ
いては、４ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第2四半期 31,200,000株 21年3月期  31,200,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  4,880株 21年3月期  4,786株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 31,195,152株 21年3月期第2四半期 31,195,308株



当第２四半期連結累計期間における当社グループを取り巻く経済情勢は、昨年来の世界的な景気低迷の継続

や、為替が円高で推移する等、引き続き厳しい状況で推移いたしました。自動車業界におきましても、北米で２

大自動車メーカーが経営破綻する等、大きな影響が出てきております。また、先進諸国で自動車販売への各種支

援策が採られ、一部で効果が表れているものの、先行き不透明な状況で推移いたしました。 

このような環境の中、当社グループは経営計画達成のための諸施策を積極的に展開してまいりましたが、当第

２四半期連結累計期間における連結売上高は47,233百万円（前年同期比42.4％減）、営業利益は637百万円（同

92.0％減）となりました。 

所在地別セグメントの状況につきまして、国内では、主要販売先の減産や在庫調整の影響により、売上高は

14,692百万円(同38.6％減）となり、営業損益は71百万円の営業損失（前年同期は1,747百万円の営業利益）とな

りました。 

北米地域は、四輪車用製品販売の大幅減少、為替換算の影響等により、売上高は8,172百万円（前年同期比

51.0％減）となり、営業損益は654百万円の営業損失（前年同期は336百万円の営業損失）となりました。 

欧州地域は、主要販売先への四輪車用製品の販売減少、為替換算の影響等により、売上高は2,558百万円（前年

同期比58.9％減）となり、営業損益は301百万円の営業損失（前年同期は251百万円の営業利益）となりました。 

アジア地域は、インドでの二輪車用製品販売の増加に加え中国の新規連結による増加があったものの、タイ・

インドネシアでの二輪車需要の減少、為替換算の影響等により、売上高は14,427百万円（前年同期比27.1％減）

となり、営業利益は1,112百万円（同71.8％減）となりました。 

南米地域は、主要販売先への二輪車用製品販売の減少、為替換算の影響等により、売上高は7,382百万円（同

52.1％減）となり、営業利益は323百万円（同86.3％減）となりました。 

連結経常利益は1,248百万円（同84.6％減）となり、四半期純利益は、過年度法人税等の還付417百万円を含

め、801百万円（同79.4％減）となりました。 

   

（１）当第２四半期連結会計期間の連結財政状況 

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前期末に比べて1,052百万円減少し、92,038百万円となりました。 

流動資産は、前期末に比べて4,032百万円減少し、33,520百万円となりました。主な要因は、新規連結子会社の

増加1,796百万円、新規連結子会社以外の現金及び預金の減少4,785百万円、棚卸資産の減少1,528百万円等による

ものです。 

固定資産は、前期末に比べて2,979百万円増加し、58,518百万円となりました。主な要因は、新規連結子会社の

有形固定資産増加3,546百万円、新規連結子会社以外の有形固定資産増加1,431百万円（為替換算による増加3,244

百万円）、新規連結による出資金の減少3,430百万円等によるものです。 

負債は、前期末に比べて4,859百万円減少し、47,466百万円となりました。主な要因は、新規連結子会社増加

2,954百万円、支払手形及び買掛金減少5,949百万円、未払費用減少1,480百万円等によるものです。 

少数株主持分を含めた純資産は、前期末に比べて3,806百万円増加し、44,572百万円となりました。主な要因

は、新規連結子会社増加による減少836百万円のほか、新規連結子会社以外の利益剰余金増加347百万円、為替換

算調整勘定増加3,505百万円、少数株主持分増加424百万円等によるものです。 

  

（２）当第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は558百万円となりました。主なプラス要因

は、税金等調整前四半期純利益1,084百万円、減価償却費5,969百万円、たな卸資産の減少2,757百万円等です。主

なマイナス要因は、仕入債務の減少6,924百万円等です。 

投資活動の結果使用した資金は4,072百万円となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出5,515

百万円等によるものです。 

財務活動の結果使用した資金は1,058百万円となりました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は4,769百万円となりました。  

  

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



 通期の見通しにつきましては、新興国での景気回復傾向が見られるものの、先進諸国でのスクラップインセン

ティブ終了の反動による先行き不透明感や、為替も円高で推移する等、当社グループを取り巻く経営環境は引き

続き厳しい状況で推移すると思われます。 

 このような経営環境の中、当社グループは、年初より、部品事業の集約、生産拠点の再編や統廃合、徹底的な

コスト低減等を展開してきており、その活動の成果が表れてきております。また、中国やインドでは自動車販売

が増加してきており、国内の四輪車部品販売も当初計画を上回る見通しとなっております。 

 このような状況を考慮し、平成21年7月31日に公表いたしました業績予想を変更し、連結売上高104,000百万円

(前期比28.5％減)、連結営業利益5,100百万円(前期比40.6％減)、連結経常利益5,000百万円(前期比14.6％減)、

連結当期純利益2,600百万円(前期は4,381百万円の当期純損失)といたします。 

なお、下期の想定為替レートは、90円/US$、2.7円/バーツ、50円/レアルです。  

  

 該当事項はありません。 

  

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理） 

法人税の計算について 

当社及び国内連結子会社は、従来年度決算と同様の方法により法人税等を計算しておりましたが、税金費用

をより合理的に配分するため、第１四半期連結会計期間より、当連結会計年度の税引前当期純利益（損失）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（損失）に当該見積実効税率を乗

じて計算する方法に変更しております。 

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によっております。 

なお、この変更による影響は軽微であります。 

  

 該当事項はありません。  

   

（追加情報） 

当社は、役員に対する退職慰労金の支払いに備えるため、役員退職慰労引当金を計上しておりましたが、平

成21年５月20日開催の取締役会において、平成21年６月23日開催の第82回定時株主総会終結の時をもって退職

慰労金制度を廃止することを決議いたしました。これに伴い、同総会において、同総会終結の時までの在任期

間に対する退職慰労金を打ち切り支給することを決議いたしました。 

このため、役員退職慰労引当金を取り崩し、支給時まで固定負債「その他」（長期未払金）として計上して

おります。 

なお、国内連結子会社においても退職慰労金制度を廃止し、同様の処理を行っております。  

  

３．連結業績予想に関する定性的情報

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



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９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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,734 9,148

受取手形及び売掛金 10,466 8,301

商品及び製品 4,093 4,913

仕掛品 3,181 2,983

原材料及び貯蔵品 7,620 8,103

繰延税金資産 682 601

その他 3,758 3,564

貸倒引当金 △16 △64

流動資産合計 33,520 37,552

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 24,004 21,365

減価償却累計額 △12,178 △11,133

建物及び構築物（純額） 11,826 10,232

機械装置及び運搬具 123,167 114,312

減価償却累計額 △95,188 △88,463

機械装置及び運搬具（純額） 27,978 25,849

工具、器具及び備品 6,601 6,027

減価償却累計額 △5,200 △4,639

工具、器具及び備品（純額） 1,400 1,388

土地 3,651 3,598

建設仮勘定 4,615 3,428

有形固定資産合計 49,473 44,497

無形固定資産   

借地権 202 －

ソフトウエア 476 512

のれん 6 9

その他 12 12

無形固定資産合計 698 534

投資その他の資産   

投資有価証券 3,973 3,348

出資金 18 3,449

長期貸付金 24 19

繰延税金資産 2,090 2,074

その他 2,307 1,682

貸倒引当金 △67 △67

投資その他の資産合計 8,346 10,507

固定資産合計 58,518 55,539

資産合計 92,038 93,091



（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,772 11,575

短期借入金 21,100 18,523

1年内償還予定の社債 1,212 712

未払金 2,864 1,880

未払費用 3,273 4,396

未払法人税等 640 1,175

繰延税金負債 － 175

賞与引当金 1,052 821

役員賞与引当金 14 17

製品補償引当金 30 91

その他 663 1,516

流動負債合計 36,625 40,885

固定負債   

社債 6,100 6,900

長期借入金 2,428 2,449

繰延税金負債 128 32

退職給付引当金 1,627 1,484

役員退職慰労引当金 － 223

その他 555 350

固定負債合計 10,841 11,440

負債合計 47,466 52,326

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,973 2,973

資本剰余金 2,714 2,714

利益剰余金 37,361 37,670

自己株式 △5 △5

株主資本合計 43,043 43,352

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,615 1,250

為替換算調整勘定 △7,955 △11,280

評価・換算差額等合計 △6,339 △10,030

少数株主持分 7,867 7,442

純資産合計 44,572 40,765

負債純資産合計 92,038 93,091



（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）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 82,030 47,233

売上原価 67,602 42,081

売上総利益 14,427 5,152

販売費及び一般管理費 6,454 4,514

営業利益 7,973 637

営業外収益   

受取利息 96 43

受取配当金 82 27

為替差益 239 370

受取賃貸料 11 10

助成金収入 － 244

貸倒引当金戻入額 － 48

その他 285 410

営業外収益合計 715 1,155

営業外費用   

支払利息 481 427

固定資産除却損 15 13

その他 94 104

営業外費用合計 591 544

経常利益 8,097 1,248

特別利益   

固定資産売却益 7 24

特別利益合計 7 24

特別損失   

固定資産売却損 38 14

固定資産除却損 39 39

減損損失 7 134

特別損失合計 85 188

税金等調整前四半期純利益 8,020 1,084

法人税、住民税及び事業税 3,093 －

法人税等調整額 △155 －

法人税等 － 434

過年度法人税等 － △417

少数株主利益 1,185 266

四半期純利益 3,896 801



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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 8,020 1,084

減価償却費 7,717 5,969

減損損失 7 134

のれん償却額 2 2

貸倒引当金の増減額（△は減少） 28 △52

賞与引当金の増減額（△は減少） 305 195

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △10 △3

製品補償引当金の増減額（△は減少） △7 △72

退職給付引当金の増減額（△は減少） 108 135

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △10 △25

受取利息及び受取配当金 △178 △71

支払利息 481 427

為替差損益（△は益） △50 △62

有形固定資産除売却損益（△は益） 85 43

売上債権の増減額（△は増加） △1,175 △864

たな卸資産の増減額（△は増加） 891 2,757

仕入債務の増減額（△は減少） 411 △6,924

その他 1,442 △1,598

小計 18,069 1,072

利息及び配当金の受取額 232 83

利息の支払額 △507 △405

法人税等の支払額 △2,611 △1,276

法人税等の還付額 － 1,084

営業活動によるキャッシュ・フロー 15,183 558

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 － △789

定期預金の払戻による収入 － 1,935

有形固定資産の取得による支出 △8,027 △5,515

有形固定資産の売却による収入 84 570

無形固定資産の取得による支出 △70 △36

投資有価証券の取得による支出 △26 △13

貸付金の回収による収入 5 8

貸付けによる支出 △13 △15

子会社出資金の取得による支出 △831 －

その他 △39 △216

投資活動によるキャッシュ・フロー △8,919 △4,072



（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

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） △5,305 412

長期借入れによる収入 320 250

長期借入金の返済による支出 △376 △384

社債の償還による支出 － △300

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △561 △311

少数株主への配当金の支払額 △1,262 △657

その他 △72 △68

財務活動によるキャッシュ・フロー △7,258 △1,058

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,741 667

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,734 △3,905

現金及び現金同等物の期首残高 10,564 8,364

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 311

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,829 4,769



 該当事項はありません。 

  

 当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日）及び前第２四半期連結累計期間

（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

 当社グループは、自動車足廻り用ボールジョイント、自動車エンジン用カムシャフト等の輸送用機器部品の

製造・販売を主事業としている専門メーカーであり、事業の種類を大別すると部品部門とその他に分類されま

すが、部品部門における売上高、営業損益及び資産の金額はいずれも全体の90％超であるため、事業の種類別

セグメント情報の記載を省略しております。  

  

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 
  

 （注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）北米…………アメリカ、カナダ 

(2）欧州…………イギリス、ハンガリー 

(3）アジア………インドネシア、タイ、インド 

(4）南米…………ブラジル 

３．本セグメント情報の金額は消費税等抜きで表示しております。 

４．会計処理方法の変更 

 （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

「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」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と比べて、営業利益が日本で266百

万円減少しております。 

（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） 

「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」に記載のとおり、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。この変更に伴い、従来の方法によっ

た場合に比べて、営業利益がアジアで0百万円減少、南米で33百万円増加しております。  

５．追加情報 

  （有形固定資産の耐用年数の変更） 

「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」に記載のとおり、第１

四半期連結会計期間より、機械装置の耐用年数を変更しております。この変更に伴い、従来の方法によ

った場合と比べて、営業利益が日本で191百万円減少しております。 

  

（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〕

  
日本 北米 欧州 アジア 南米 計 消去又は全社 連結 

（百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

 売上高                 

(1）外部顧客に対する

売上高 
23,918 16,685 6,222 19,794 15,409 82,030 － 82,030

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替高 
11,413 240 288 297 27 12,267 (12,267) －

計 35,331 16,926 6,510 20,092 15,437 94,298 (12,267) 82,030

 営業損益 1,747 (336) 251 3,951 2,364 7,978 (5) 7,973



当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 
  

 （注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）北米…………アメリカ、カナダ 

(2）欧州…………イギリス、ハンガリー 

(3）アジア………インドネシア、タイ、インド、中国 

(4）南米…………ブラジル 

３．本セグメント情報の金額は消費税等抜きで表示しております。 

４．追加情報 

非連結子会社であった武蔵精密汽車零部件（中山）有限公司（中国・広東省）が、連結範囲における重

要性が増したため、新たに連結子会社としてアジアセグメントに含めて表示しております。 

  

前第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日） 

 （注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）北米………………アメリカ、カナダ 

(2）欧州………………イギリス、ハンガリー、ドイツ、フランス、ポーランド 

(3）アジア……………インドネシア、タイ、インド、中国 

(4）南米………………ブラジル 

(5）その他 

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。 

  

当第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９月30日） 

 （注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）北米………………アメリカ、カナダ 

(2）欧州………………イギリス、ハンガリー、ドイツ、フランス、ポーランド 

(3）アジア……………インドネシア、タイ、インド、中国 

(4）南米………………ブラジル 

(5）その他 

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。  

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。  

  
日本 北米 欧州 アジア 南米 計 消去又は全社 連結 

（百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

 売上高                 

(1）外部顧客に対する

売上高 
14,692 8,172 2,558 14,427 7,382 47,233 － 47,233

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替高 
7,127 96 119 275   0 7,618 (7,618) －

計 21,819 8,268 2,677 14,703 7,383 54,852 (7,618) 47,233

 営業損益 (71) (654) (301) 1,112 323 408 229 637

〔海外売上高〕

  北米 欧州 アジア 南米 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 16,609 6,187 20,564 15,356 131 58,848

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － － － － 82,030

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占める割合（％） 20.2 7.5 25.1 18.7 0.2 71.7

  北米 欧州 アジア 南米 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 8,099 2,502 14,427 7,353 161 32,544

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － － － － 47,233

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占める割合（％） 17.1 5.3 30.5 15.6 0.3 68.9

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

６．その他の情報
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