
   

１．平成23年3月期第１四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年6月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無 

  

３．平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：有 
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  （百万円未満切捨て）

（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 ％ 

23年3月期第１四半期  32,576  55.7  4,019     －  3,997     －  2,023    － 

22年3月期第１四半期  20,928  △48.4  △496     －  △197    －  △581     － 

  
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 

23年3月期第１四半期  64  87 － 

22年3月期第１四半期  △18  64     －      

  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 

23年3月期第１四半期  94,209  51,745  45.0  1,359  37

22年3月期  93,985  49,267  43.3  1,303  50

（参考）自己資本  23年3月期第１四半期 42,405百万円  22年3月期 40,662百万円

  
年間配当金

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 

22年3月期    －       10 00   －      15 00  25  00

23年3月期     －      

23年3月期（予想）  15 00   －      15 00  30  00

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）は対前年同四半期増減率）

  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（累計）  65,100 37.8  6,900 981.8  6,900 452.6  3,900 386.9  125  00

通期  124,400 15.4  11,400 103.0  11,200 89.9  6,300 76.9  201  92



４．その他（詳細は、［添付資料］P.3「その他」をご覧ください。） 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

新規   －社 （社名）      除外   －社 （社名）  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：有 

（注）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の有無となります。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更：有 

②  ①以外の変更              ：無 

（注）「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の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成

に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する説明 

 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示

時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。  

  

※  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

提となる条件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、四半期決算短信（添付資料）2ページ

「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期１Ｑ 31,200,000株 22年3月期 31,200,000株

②  期末自己株式数 23年3月期１Ｑ 4,904株 22年3月期 4,880株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期１Ｑ 31,195,104株 22年3月期１Ｑ 31,195,181株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報  

 当第１四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、金融不安を抱える欧州では景気回復が遅

れているものの、米国は個人消費が回復傾向を示し、わが国も企業業績の回復が見られました。また、中国やインド

などアジア及びその他の新興国は、引き続き順調に景気の拡大が続きました。 

 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、当第１四半期連結累計期間

における連結売上高は32,576百万円（前年同期比55.7％増）、営業損益は4,019百万円の営業利益（前年同期は496百

万円の営業損失）となりました。 

 セグメント別の状況につきまして、日本では、主要販売先の増産の影響により、売上高は9,357百万円（前年同期

比41.7％増）となり、営業損益は1,245百万円の営業利益（前年同期は271百万円の営業損失）となりました。 

 北米地域は、四輪車販売の増加の影響を受け、売上高は6,034百万円（前年同期比63.6％増）となり、営業損益は

58百万円の営業利益（前年同期は392百万円の営業損失）となりました。 

 欧州地域は、主要取引先への四輪車用製品の販売が増加したこと等により、売上高は1,702百万円（前年同期比

43.5％増）となり、営業損益は151百万円の営業利益（前年同期は114百万円の営業損失）となりました。 

 アジア地域は、二輪車需要の増加等により、売上高は10,685百万円（前年同期比59.8％増）となり、営業利益は

1,887百万円（前年同期比370.8％増）となりました。 

 南米地域は、主要取引先への二輪車用製品の販売が増加し、売上高は4,797百万円（前年同期比73.6％増）とな

り、営業損益は591百万円の営業利益（前年同期は209百万円の営業損失）となりました。 

 連結経常損益は3,997百万円の経常利益（前年同期は197百万円の経常損失）となり、四半期純利益は2,023百万円

（前年同期は581百万円の四半期純損失）となりました。 

（注）セグメントの前年同期比は、参考として記載しております。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報  

①当第１四半期連結会計期間末の連結財政状況 

 当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前期末に比べて224百万円増加し、94,209百万円となりました。 

 流動資産は、前期末に比べて921百万円増加し、37,640百万円となりました。主な要因は、現金及び預金の増加713

百万円、受取手形及び売掛金の増加495百万円等によるものです。 

 固定資産は、前期末に比べて697百万円減少し、56,568百万円となりました。主な要因は、有形固定資産の減少559

百万円、投資有価証券の減少209百万円、無形固定資産の減少44百万円等によるものです。 

 負債は、前期末に比べて2,253百万円減少し、42,464百万円となりました。主な要因は、短期借入金の減少1,661百

万円、支払手形及び買掛金の減少999百万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2,477百万円増加し、51,745百万円となりました。主な要因は、

利益剰余金増加1,670百万円、為替換算調整勘定増加649百万円、少数株主持分増加734百万円等によるものです。  

  

②当第１四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況 

 当第１四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4,766百万円となりました。主なプラス要因

は、税金等調整前四半期純利益3,853百万円等です。主なマイナス要因は、法人税等の支払額1,064百万円等です。 

 投資活動の結果使用した資金は1,119百万円となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出1,585百万

円等によるものです。 

 財務活動の結果使用した資金は2,665百万円となりました。主な要因は、短期借入金純減額1,652百万円等によるも

のです。 

 この結果、当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は6,835百万円となりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報  

当第１四半期連結会計期間においては、主としてアジア地域の売上が期初の計画を上回りました。北米地域の売

上も、過去のピーク時の水準には及ばないものの回復傾向にあり、期初の計画を上回りました。通期でも、アジア・

北米地域をはじめ全地域の売上が期初の計画を上回る見通しです。 

また、昨年来の生産効率向上や経費・固定費の削減など各拠点の競争力強化の取組みが成果を上げ、利益も期初

の計画を上回る見通しです。 

このような状況を考慮し、平成22年4月28日に公表いたしました業績予想を変更し、通期の業績予想は連結売上高

124,400百万円（前期比15.4%増）、連結営業利益11,400百万円（前期比103.0%増）、連結経常利益11,200百万円（前

期比89.9%増）、連結当期純利益6,300百万円（前期比76.9%増）といたします。 

なお、下期の主要通貨の想定為替レートは、85円/US$、2.7円/バーツ、48円/レアルです。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

 特有の会計処理 

 税金費用について、当社及び国内連結子会社は、税金費用をより合理的に配分するため、当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。 

 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、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）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 資産除去債務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、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年3月31日）及

び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日）を適用しており

ます。 

 これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ0百万円、0百万円、54百万円減少して

おります。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は71百万円であります。  

  

２．その他の情報
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３．連結財務諸表等 
（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22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,054 5,340

受取手形及び売掛金 13,811 13,316

商品及び製品 3,098 3,664

仕掛品 3,399 2,823

原材料及び貯蔵品 6,877 7,375

繰延税金資産 1,279 1,434

その他 3,136 2,785

貸倒引当金 △17 △20

流動資産合計 37,640 36,719

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 23,246 24,457

減価償却累計額 △11,543 △12,574

建物及び構築物（純額） 11,702 11,882

機械装置及び運搬具 122,761 121,282

減価償却累計額 △96,901 △95,750

機械装置及び運搬具（純額） 25,860 25,532

工具、器具及び備品 6,236 6,214

減価償却累計額 △4,997 △4,921

工具、器具及び備品（純額） 1,238 1,292

土地 3,729 3,643

建設仮勘定 4,258 4,998

有形固定資産合計 46,790 47,349

無形固定資産   

ソフトウエア 371 408

のれん 3 2

その他 12 21

無形固定資産合計 388 433

投資その他の資産   

投資有価証券 4,487 4,696

出資金 18 18

長期貸付金 35 27

繰延税金資産 2,113 1,934

その他 2,782 2,853

貸倒引当金 △47 △47

投資その他の資産合計 9,390 9,483

固定資産合計 56,568 57,265

資産合計 94,209 93,985
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 8,275 9,274

短期借入金 11,453 13,114

1年内償還予定の社債 1,600 1,600

未払金 2,467 1,517

未払費用 4,464 4,303

未払法人税等 1,362 1,365

繰延税金負債 2 0

賞与引当金 992 1,115

役員賞与引当金 41 32

製品補償引当金 30 30

その他 674 660

流動負債合計 31,364 33,015

固定負債   

社債 7,500 7,800

長期借入金 1,120 1,287

繰延税金負債 144 329

退職給付引当金 1,866 1,782

資産除去債務 72 －

その他 394 502

固定負債合計 11,099 11,701

負債合計 42,464 44,717

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 41,480 39,809

自己株式 △5 △5

株主資本合計 47,162 45,492

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,465 2,042

為替換算調整勘定 △6,222 △6,872

評価・換算差額等合計 △4,757 △4,829

少数株主持分 9,339 8,604

純資産合計 51,745 49,267

負債純資産合計 94,209 93,985
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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）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 20,928 32,576

売上原価 19,199 26,026

売上総利益 1,729 6,550

販売費及び一般管理費 2,225 2,531

営業利益又は営業損失（△） △496 4,019

営業外収益   

受取利息 13 32

受取配当金 8 25

為替差益 245 －

受取賃貸料 5 4

その他 273 137

営業外収益合計 545 199

営業外費用   

支払利息 196 113

固定資産除却損 8 7

為替差損 － 56

その他 41 45

営業外費用合計 246 222

経常利益又は経常損失（△） △197 3,997

特別利益   

固定資産売却益 10 1

特別利益合計 10 1

特別損失   

固定資産売却損 0 74

固定資産除却損 4 4

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 53

減損損失 134 －

貸倒引当金繰入額 － 11

特別損失合計 139 144

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△325 3,853

法人税等合計 160 1,356

少数株主損益調整前四半期純利益 － 2,497

少数株主利益 95 473

四半期純利益又は四半期純損失（△） △581 2,023
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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）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△325 3,853

減価償却費 3,130 2,626

減損損失 134 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 53

のれん償却額 1 1

貸倒引当金の増減額（△は減少） 21 △3

賞与引当金の増減額（△は減少） △91 △124

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △10 8

製品補償引当金の増減額（△は減少） △0 △0

退職給付引当金の増減額（△は減少） 73 80

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △25 －

受取利息及び受取配当金 △22 △58

支払利息 196 113

為替差損益（△は益） △10 185

有形固定資産除売却損益（△は益） 2 85

売上債権の増減額（△は増加） △60 △346

たな卸資産の増減額（△は増加） 839 421

仕入債務の増減額（△は減少） △4,040 △830

その他 △1,001 △180

小計 △1,188 5,885

利息及び配当金の受取額 25 66

利息の支払額 △183 △121

法人税等の支払額 △709 △1,064

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,056 4,766

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 1,058 －

有形固定資産の取得による支出 △3,319 △1,585

有形固定資産の売却による収入 138 411

無形固定資産の取得による支出 △29 △12

投資有価証券の取得による支出 △2 △3

貸付金の回収による収入 3 5

貸付けによる支出 △7 △14

その他 △90 77

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,039 △1,119
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（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６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） 1,455 △1,652

長期借入れによる収入 173 5

長期借入金の返済による支出 △123 △220

社債の償還による支出 △300 △300

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △311 △467

その他 △33 △29

財務活動によるキャッシュ・フロー 859 △2,665

現金及び現金同等物に係る換算差額 466 92

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,769 1,074

現金及び現金同等物の期首残高 8,364 5,929

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 311 －

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 － △167

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,906 6,835
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 該当事項はありません。  

  

  

  

〔事業の種類別セグメント情報〕 

 前第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６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。 

  

〔所在地別セグメント情報〕 

 前第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６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）の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。 

  

〔海外売上高〕  

 前第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６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。 

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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 
6,602 3,689 1,186 6,686 2,763 20,928 － 20,928

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替高 
2,942 24 65 133 －   3,164 (3,164) －

計 9,545 3,713 1,251 6,819 2,763 24,093 (3,164) 20,928

 営業損益 (271) (392) (114) 401 (209) (587) 91 (496)

  北米 欧州 アジア 南米 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 3,653 1,152 6,686 2,750 83 14,327

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － － － － 20,928

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占める割合（％） 17.5 5.5 31.9 13.1 0.4 68.5

武蔵精密工業㈱ (7220) 平成23年3月期 第１四半期決算短信

9



〔セグメント情報〕 

  

１．報告セグメントの概要 

 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源

の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

 当社グループは主に自動車部品等を生産・販売しており、取り扱う製品等について地域別に包括的な戦略を立案

し、事業活動を展開しています。従って、当社グループは生産・販売体制を基礎とした地域別のセグメントから構

成されており、「日本」「北米」「欧州」「アジア」「南米」の５つを報告セグメントとしております。 

  

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 当第１四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日） 
  

（注）１．セグメント利益の調整額84百万円には、未実現損益消去48百万円、セグメント間取引消去36百万円が含

まれております。 

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

３．連結子会社であったムサシオートパーツユーケー・リミテッド（イギリス）は、生産活動を終了したこ

とにより重要性が減少したため、当第１四半期連結会計期間より連結の範囲から除外しており、上表から除

いております。 

  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

 該当事項はありません。  

  

（追加情報） 

 当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21

年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成

20年３月21日）を適用しております。  

  

 該当事項はありません。  

  

  

  
日本 北米 欧州 アジア 南米 計 

調整額 

(注1) 

四半期連結損

益計算書計上

額（注2） 

（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                 

外部顧客への売上高 9,357 6,034 1,702 10,685 4,797 32,576 － 32,576

セグメント間の内部売

上高又は振替高 
3,704 26 0 141  0 3,873 (3,873) －

計 13,062 6,060 1,702 10,827 4,797 36,450 (3,873) 32,576

 セグメント利益 1,245 58 151 1,887 591 3,935 84 4,019

（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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