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1.  平成21年12月期第3四半期の連結業績（平成21年1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 ％

21年12月期第3四半期 49,883 ― 534 ― 1,999 ― 4,212 ―

20年12月期第3四半期 74,553 △8.4 5,901 △41.2 8,435 △38.0 4,684 △50.2

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3四半期 120.23 ―

20年12月期第3四半期 123.70 ―

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3四半期 188,638 177,837 94.3 5,075.36
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3四半期  177,837百万円 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

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

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

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  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 69,000 △25.5 1,500 △73.5 3,400 △56.8 5,300 48.7 151.26
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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）  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。 

(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。 

新規 1社 （社名 万宝至馬達（鷹潭）有限公司 ） 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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年12月期第3四半期 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3四半期  8,836,619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3四半期 35,039,664株 20年12月期第3四半期 37,870,160株
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 当第３四半期連結累計期間（平成21年１月１日～平成21年９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、全市場のサプライチェーン全体の在庫調整がほぼ終わり、第２四半期以降、回復に向

けた底堅い需要増の動きが継続しました。ただし、国・地域の需要回復度合いに格差があり、米国と日本を除くアジ

ア地域の回復によるところが大きい状況でした。 

 このような景況下、当社の主たる事業でありますモーター販売実績を見ますと、数量は前年同期比31.3％減少、金

額は前年同期比33.1％減少となりました。また、第２四半期決算にて発表した販売予想に対しましては、数量は

1.4％増加、金額は2.3％増加となりました。これらの結果、第３四半期累計期間の売上高は498億８千３百万円（前

年同期比33.1％減）となり、その大半を占めるモーター売上高は498億２千９百万円（前年同期比33.1％減）となっ

ております。 

 次に、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209億１千７百万円（前年同期比33.3％減）と減少しました。自動車販売は各国の景気

浮揚策もあり増加し、中でも新興国での販売が増加しました。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他のアイテムより減少幅が少なく当初予想を上回りまし

た。しかしながら、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76億２千７百万円（前年同期比41.6％減）と減少しました。CD用のほとんどを占めるカ

ーCD用は、回復傾向にあり、DVDプレーヤー用は、シェアアップ等で当初予想より増加したものの、両アイテムとも

大幅に減少しています。 

③ 光学・精密機器市場 

当該市場における売上高は92億１千９百万円（前年同期比26.5％減）と減少しました。インクジェットプリンタ

ー用、デジタルカメラ用ともに予想以上に回復が早く、PCドライブ用は、シェアアップ等により増加したものの、売

上高は減少しています。 

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120億６千５百万円（前年同期比31.0％減）と減少しました。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回復基調にあるものの低調に推移しました。 

  

 当第３四半期連結累計期間の売上高につきましては上記のとおり前年同期比33.1％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や製造経費の効率化など原

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、営業利益は５億３千４百万円（前

年同期比90.9％減）となりました。営業外損益では、前期の為替差損が差益に転じたものの、金利低下により財務収

入が減少し前期に対して営業外収支が悪化したため、経常利益は19億９千９百万円（前年同期比76.3％減）となりま

した。また、一部の海外子会社で臨時退職金を特別損失に計上しましたが、前期に特別損失として計上した有価証券

評価損やクレーム賠償費用が減少し、税金等調整前四半期純利益は15億５千５百万円（前年同期比78.4％減）となり

ました。純損益につきましては、当年第１四半期に、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などで税金負担が減少し、当第３四半期純利益は42億１千２百万円（前年同期比

10.1％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「第３四半期財務・業績の概況」における業績数値を基礎に算定しております。  

  

 当第３四半期末における総資産は、前連結会計年度末に対して５千２百万円減少し、1,886億３千８百万円となり

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71億４百万円、有価証券の減少

55億２千６百万円、商品等の棚卸資産の減少41億８千９百万円、繰延税金資産の増加17億８千４百万円などでありま

す。 

 負債合計は、前連結会計年度末に対して４億１百万円増加し、108億１百万円となりました。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16億７千７百万円、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15億４千１百万円などであります。 

 純資産合計は、前連結会計年度末に対して４億５千４百万円減少し、1,778億３千７百万円となりました。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３億３千６百万円減少し

【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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ております。 

 １株当たり純資産は5,075.36円、自己資本比率は94.3％となりました。 

  

当期の通期見通しにつきましては、市場での在庫調整がほぼ終わり、回復度合いに地域差はあるものの、需要回

復の兆しが見えてまいりました。特に世界の自動車販売は、先進国需要は、いまだ勢い不足で本格的な回復には時間

を要すると思われますが、新興国需要については増加の傾向が見られます。 

当社の関連市場につきましては、次期における先行きの不透明感は依然として残る状況にありますが、足元は第

２、第３四半期と連続して需要が増加しており、第４四半期につきましても、全ての用途市場において、当初予想を

やや上回る需要があるものと見ており、通期売上高予想を690億円(前回予想比4.5％増)に修正しました。売上高予想

の修正にともない、営業利益、経常利益および当期純利益につきましても、前回予想（平成21年８月７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、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。 

  

新規１社 （社名 万宝至馬達（鷹潭）有限公司） 

 万宝至馬達（鷹潭）有限公司につきましては、当連結会計期間において設立したため、連結の範囲に含めてお

ります。 

  

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。 

  

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 

66,000 

百万円 

  0 

百万円 

1,900 

百万円 

3,800 

円 銭 

108.45 

今 回 修 正 予 想（Ｂ） 69,000 1,500 3,400 5,300 151.26 

増  減  額 （Ｂ－Ａ） 3,000 1,500 1,500 1,500 ― 

増  減  率  （％） 4.5 ― 78.9 39.5 ― 

（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

（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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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３四半期連結累計期間の売上総利益、営業利

益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益が52百万円減少しております。 

 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。 
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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20年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 52,759 45,655

受取手形及び売掛金 11,911 9,543

有価証券 20,642 26,168

商品 4,945 6,411

製品 2,306 3,711

半製品 653 787

原材料及び貯蔵品 4,093 5,467

仕掛品 871 681

未収法人税等 － 777

繰延税金資産 1,560 1,584

その他 978 1,359

貸倒引当金 △250 △195

流動資産合計 100,473 101,955

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 41,348 40,124

減価償却累計額 △23,739 △23,504

建物及び構築物（純額） 17,608 16,619

機械装置及び運搬具 38,571 38,793

減価償却累計額 △30,637 △30,380

機械装置及び運搬具（純額） 7,934 8,412

工具、器具及び備品 13,139 13,092

減価償却累計額 △11,512 △11,270

工具、器具及び備品（純額） 1,627 1,821

土地 6,022 6,023

建設仮勘定 996 1,993

有形固定資産合計 34,189 34,870

無形固定資産   

その他 445 462

無形固定資産合計 445 462

投資その他の資産   

投資有価証券 50,962 50,606

繰延税金資産 1,933 124

その他 791 693

貸倒引当金 △158 △22

投資その他の資産合計 53,529 51,402

固定資産合計 88,165 86,736

資産合計 188,638 188,691
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（単位：百万円）

当第３四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20年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,974 2,110

未払法人税等 450 －

繰延税金負債 2 2

賞与引当金 619 246

その他 3,842 4,974

流動負債合計 7,888 7,333

固定負債   

繰延税金負債 28 1,706

退職給付引当金 1,764 222

その他 1,120 1,137

固定負債合計 2,913 3,066

負債合計 10,801 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 214,993 230,288

自己株式 △63,457 △77,816

株主資本合計 192,660 193,597

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △303 △1,122

為替換算調整勘定 △14,519 △14,183

評価・換算差額等合計 △14,823 △15,305

純資産合計 177,837 178,291

負債純資産合計 188,638 188,691

マブチモーター㈱（6592）平成21年12月期　第３四半期決算短信

－ 7 －



（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21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 49,883

売上原価 37,717

売上総利益 12,166

販売費及び一般管理費 11,631

営業利益 534

営業外収益  

受取利息 761

受取配当金 59

為替差益 134

スクラップ材料売却収入 372

その他 248

営業外収益合計 1,577

営業外費用  

株式関係費 36

遊休資産減価償却費 17

その他 57

営業外費用合計 112

経常利益 1,999

特別利益  

固定資産処分益 72

投資有価証券売却益 0

特別利益合計 72

特別損失  

固定資産処分損 46

減損損失 20

臨時退職金 336

投資有価証券売却損 87

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 516

税金等調整前四半期純利益 1,555

法人税、住民税及び事業税 △2,656

法人税等合計 △2,656

四半期純利益 4,212
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 20,743

売上原価 14,945

売上総利益 5,798

販売費及び一般管理費 3,805

営業利益 1,992

営業外収益  

受取利息 236

受取配当金 0

スクラップ材料売却収入 180

その他 77

営業外収益合計 493

営業外費用  

株式関係費 7

為替差損 522

遊休資産減価償却費 5

その他 14

営業外費用合計 550

経常利益 1,935

特別利益  

固定資産処分益 11

特別利益合計 11

特別損失  

固定資産処分損 1

減損損失 △0

臨時退職金 20

投資有価証券売却損 87

特別損失合計 109

税金等調整前四半期純利益 1,837

法人税、住民税及び事業税 349

法人税等合計 349

四半期純利益 1,488
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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21年１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 1,555

減価償却費 3,031

減損損失 20

退職給付引当金の増減額（△は減少） 22

受取利息及び受取配当金 △821

為替差損益（△は益） 102

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） 87

有形固定資産処分損益（△は益） △43

投資有価証券評価損益（△は益） 24

売上債権の増減額（△は増加） △2,359

たな卸資産の増減額（△は増加） 4,309

仕入債務の増減額（△は減少） 706

その他 △657

小計 5,979

利息及び配当金の受取額 864

利息の支払額 △0

法人税等の支払額 △567

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 7,454

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 △28,394

定期預金の払戻による収入 26,261

有価証券の取得による支出 △17,692

有価証券の売却による収入 19,092

固定資産の取得による支出 △2,537

固定資産の売却による収入 74

投資有価証券の取得による支出 △9,276

投資有価証券の売却による収入 6,301

その他 △54

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,226

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △3,924

自己株式の取得による支出 △4

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,928

現金及び現金同等物に係る換算差額 △300

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,000

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 53,072
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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３四半期連結累計期間の営業損失が日本で27百万円増加、営業

  利益がアジアで24百万円減少しております。  

  

  

 （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。 

（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３四半期連結累計期間
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年９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 8,752  29,496  4,019  7,615  49,883 ―  49,883 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 21,268  23,056  9 ―  44,334 (44,334)      ― 

計 30,020 52,553 4,029 7,615 94,218 (44,334) 49,883

営業利益又は営業損失(△) △2,148 1,668 106 305 △67 601 534

〔海外売上高〕

  

当第３四半期連結累計期間
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年９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） 4,295 7,655 32,423 44,374

Ⅱ 連結売上高（百万円）                49,883

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の

割合（％） 
8.6 15.4 65.0 89.0
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 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。この結果、第１四半期連結会計期間期首におい

て、在外子会社の退職給付債務の計算を変更したことなどにより、利益剰余金が1,221百万円減少しておりま

す。 

  

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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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 

前第３四半期連結累計期間（平成20年１月１日～９月30日） 

  

科目 

前年同四半期
（平成20年12月期 

第３四半期） 

金額（百万円）

Ⅰ 売上高  74,553

Ⅱ 売上原価  55,080

売上総利益  19,472

Ⅲ 販売費及び一般管理費  13,571

営業利益  5,901

Ⅳ 営業外収益  3,204

１．受取利息  1,670

２．受取配当金  87

３．スクラップ材料売却収入  1,067

４．その他  378

Ⅴ 営業外費用  670

１．株式関係費  45

２．為替差損  460

３．遊休資産減価償却費  25

４．土壌修復関係費  8

５．その他  129

経常利益  8,435

Ⅵ 特別利益  1,552

１．固定資産処分益  1,348

２．投資有価証券売却益  15

３．過年度受取利息  187

４．貸倒引当金戻入額  0

Ⅶ 特別損失  2,771

１．固定資産処分損  53

２．臨時退職金  12

３．投資有価証券売却損  4

４．投資有価証券評価損  1,781

５．支払賠償金  920

税金等調整前四半期純利益  7,216

税金費用  2,532

四半期純利益  4,684
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前第３四半期連結累計期間（平成20年１月１日～９月30日） 

  

（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３四半期） 

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  7,216

減価償却費  3,280

退職給付引当金の増加額  406

生産子会社閉鎖損失引当金
の減少額 

△343

受取利息及び受取配当金 △1,758

為替差損  578

有価証券及び投資有価証券
売却益 

△11

有形固定資産処分益 △1,293

投資有価証券評価損  1,781

売上債権の増加額 △598

棚卸資産の増加額 △3,455

仕入債務の増加額  1,057

その他  51

小計  6,911

利息及び配当金の受取額  1,602

法人税等の支払額 △5,053

営業活動によるキャッシュ・
フロー  3,460

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 △15,790

定期預金の払戻による収入  15,018

有価証券の取得による支出 △9,998

有価証券の売却による収入  12,998

固定資産の取得による支出 △3,723

固定資産の売却による収入  2,152

投資有価証券の取得による
支出 

△8,544

投資有価証券の売却による
収入  3,513

その他 △80

投資活動によるキャッシュ・
フロー 

△4,453
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前年同四半期

（平成20年12月期 
第３四半期） 

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 △4,670

自己株式の取得による支出 △5,918

財務活動によるキャッシュ・
フロー 

△10,589

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る
  換算差額 

△3,828

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額
（△は減少額） 

△15,410

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四半期
末残高 

 61,486
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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 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３四半期 

（自 平成20年１月１日 

  至 平成20年９月30日） 

当第３四半期 

（自 平成21年１月１日 

  至 平成21年９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 

686,916 

％ 

50.7 

千個 

395,472 

％ 

49.4 

千個 

△291,444 

 東莞マブチ ―  ― 1,559 0.2  1,559 

 大連マブチ 103,053 7.6 71,872 9.0 △31,181 

 瓦房店マブチ 170,499 12.6 87,530 10.9 △82,968 

 江蘇マブチ 93,333 6.9 27,070 3.4 △66,262 

 ベトナムマブチ 257,470 19.0 146,657 18.3 △110,812 

 ダナンマブチ 40,044 2.9 67,031 8.4 26,986 

 台湾マブチ 3,473 0.3 2,975 0.4 △498 

合  計 1,354,791 100.0 800,169 100.0 △554,621 

  

前第３四半期 

 （自 平成20年１月１日 

   至 平成20年９月30日） 

当第３四半期 

 （自 平成21年１月１日 

   至 平成21年９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 

31,383 

％ 

42.1 

百万円 

20,917  

％ 

42.0 

百万円 

△10,465 

 音響・映像機器 13,063 17.6 7,627  15.3 △5,436 

 光学・精密機器 12,540 16.8 9,219  18.5 △3,321 

 家電機器・工具 

 ・玩具・模型 
 17,491 23.5 12,065  24.2 △5,426 

合  計 74,478 100.0 49,829  100.0 △24,649 
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