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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第2四半期 64,850 37.3 7,215 ― 7,179 475.0 3,766 370.3
22年3月期第2四半期 47,233 △42.4 637 △92.0 1,248 △84.6 801 △79.4

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2四半期 120.75 ―

22年3月期第2四半期 25.68 25.65

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2四半期 91,741 50,384 45.8 1,346.01
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2四半期  41,988百万円 22年3月期  40,662百万円

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  
 

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 ― 15.00

23年3月期 
（予想）

― 15.00 30.00

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） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 128,000 18.7 12,200 117.2 12,100 105.1 6,800 91.0 217.94



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（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 

（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等の変更」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表示 
 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．当四半期の連結業績等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。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3「その他」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 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） 23年3月期2Q 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2Q  5,000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2Q 31,195,066株 22年3月期2Q 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、アジア諸国を中心とする新興国では経

済成長が続きましたが、欧州諸国の財政問題や米国経済の減速への懸念が高まり、世界経済の回復は緩やかなもの

にとどまりました。国内ではエコカー減税などによる消費刺激効果が下支えとなり、生産の持ち直し傾向が見られ

ましたが、景気回復の足取りは依然重く、円高・株安の進行など厳しい状況が続いております。 

 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２四半期連結累計期

間における連結売上高は64,850百万円（前年同期比37.3％増）、営業利益は7,215百万円（同1,031.3％増）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18,290百万円（同

24.5％増）となり、営業利益は1,447百万円（前年同期は71百万円の営業損失）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12,036百万円（同47.3％増）となり、営業利益は192百

万円（前年同期は654百万円の営業損失）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3,386百万円（同32.4％

増）となり、営業利益は381百万円（前年同期は301百万円の営業損失）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21,517百万円（同49.1％増）となり、営業利益は3,572百

万円（同221.1％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9,620百万円（同30.3％増）となり、営業

利益は1,279百万円（同296.1％増）となりました。 

 連結経常利益は7,179百万円（同475.0％増）となり、四半期純利益は3,766百万円（同370.3％増）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２四半期連結会計期間末の連結財政状況 

 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2,243百万円減少し、91,741百万円となりました。 

 流動資産は、前期末に比べて1,163百万円増加し、37,882百万円となりました。主な要因は、現金及び預金の増

加1,534百万円、たな卸資産の減少725百万円等によるものです。 

 固定資産は、前期末に比べて3,407百万円減少し、53,858百万円となりました。主な要因は、有形固定資産の減

少3,390百万円、無形固定資産の減少66百万円等によるものです。 

 負債は、前期末に比べて3,360百万円減少し、41,357百万円となりました。主な要因は、短期借入金の減少3,238

百万円、社債の減少800百万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1,116百万円増加し、50,384百万円となりました。主な要因

は、利益剰余金増加3,414百万円、為替換算調整勘定減少1,795百万円、少数株主持分減少209百万円等によるもの

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10,952百万円となりました。主なプラス要因

は、税金等調整前四半期純利益7,037百万円、減価償却費5,398百万円等です。主なマイナス要因は、法人税等の支

払額1,359百万円等です。 

 投資活動の結果使用した資金は3,574百万円となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出4,062百

万円等によるものです。 

 財務活動の結果使用した資金は4,852百万円となりました。主な要因は、短期借入金純減額2,587百万円等による

ものです。 

 この結果、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は7,984百万円となりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 通期の見通しにつきましては、急激な円高の進行が先行きの不安材料となっておりますが、各地域の販売は概ね

計画どおり推移しており、特にアジア地域の売上が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7月30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128,000百万円（前期比18.7%増）、連結営業利益12,200百万円（前期比117.2%増）、連結経常利益12,100百万円

（前期比105.1%増）、連結当期純利益6,800百万円（前期比91.0%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、80円/US$、2.7円/バーツ、48円/レアルです。 

  

１．当四半期の連結業績等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   

 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、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ1百万

円、1百万円、55百万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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３．四半期連結財務諸表 
（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22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,875 5,340

受取手形及び売掛金 13,305 13,316

商品及び製品 3,203 3,664

仕掛品 3,037 2,823

原材料及び貯蔵品 6,896 7,375

繰延税金資産 1,068 1,434

その他 3,507 2,785

貸倒引当金 △13 △20

流動資産合計 37,882 36,719

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 23,171 24,457

減価償却累計額 △11,528 △12,574

建物及び構築物（純額） 11,643 11,882

機械装置及び運搬具 118,846 121,282

減価償却累計額 △94,865 △95,750

機械装置及び運搬具（純額） 23,981 25,532

工具、器具及び備品 6,023 6,214

減価償却累計額 △4,889 △4,921

工具、器具及び備品（純額） 1,133 1,292

土地 3,682 3,643

建設仮勘定 3,518 4,998

有形固定資産合計 43,959 47,349

無形固定資産   

ソフトウエア 320 408

のれん 2 2

その他 43 21

無形固定資産合計 366 433

投資その他の資産   

投資有価証券 4,974 4,696

出資金 18 18

長期貸付金 36 27

繰延税金資産 1,975 1,934

その他 2,576 2,853

貸倒引当金 △47 △47

投資その他の資産合計 9,533 9,483

固定資産合計 53,858 57,265

資産合計 91,741 93,985
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 8,441 9,274

短期借入金 9,876 13,114

1年内償還予定の社債 1,912 1,600

未払金 2,011 1,517

未払費用 4,649 4,303

未払法人税等 1,813 1,365

繰延税金負債 3 0

賞与引当金 1,333 1,115

役員賞与引当金 53 32

製品補償引当金 29 30

その他 625 660

流動負債合計 30,750 33,015

固定負債   

社債 6,687 7,800

長期借入金 1,196 1,287

繰延税金負債 335 329

退職給付引当金 1,936 1,782

資産除去債務 71 －

その他 379 502

固定負債合計 10,606 11,701

負債合計 41,357 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 43,223 39,809

自己株式 △6 △5

株主資本合計 48,906 45,492

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,750 2,042

繰延ヘッジ損益 △0 －

為替換算調整勘定 △8,667 △6,872

評価・換算差額等合計 △6,917 △4,829

少数株主持分 8,395 8,604

純資産合計 50,384 49,267

負債純資産合計 91,741 93,985
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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）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 47,233 64,850

売上原価 42,081 52,605

売上総利益 5,152 12,244

販売費及び一般管理費 4,514 5,029

営業利益 637 7,215

営業外収益   

受取利息 43 83

受取配当金 27 47

為替差益 370 －

受取賃貸料 10 5

助成金収入 244 －

貸倒引当金戻入額 48 1

その他 410 295

営業外収益合計 1,155 434

営業外費用   

支払利息 427 225

固定資産除却損 13 14

為替差損 － 148

その他 104 82

営業外費用合計 544 470

経常利益 1,248 7,179

特別利益   

固定資産売却益 24 2

特別利益合計 24 2

特別損失   

固定資産売却損 14 74

固定資産除却損 39 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 －

環境対策費 － 11

特別損失合計 188 144

税金等調整前四半期純利益 1,084 7,037

法人税等 434 2,394

過年度法人税等 △417 －

少数株主損益調整前四半期純利益 － 4,643

少数株主利益 266 876

四半期純利益 801 3,766
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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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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 1,084 7,037

減価償却費 5,969 5,398

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 2 2

貸倒引当金の増減額（△は減少） △52 △6

賞与引当金の増減額（△は減少） 195 229

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △3 21

製品補償引当金の増減額（△は減少） △72 △0

退職給付引当金の増減額（△は減少） 135 154

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 △71 △131

支払利息 427 225

為替差損益（△は益） △62 △13

有形固定資産除売却損益（△は益） 43 91

売上債権の増減額（△は増加） △864 △632

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,757 95

仕入債務の増減額（△は減少） △6,924 △381

その他 △1,598 266

小計 1,072 12,410

利息及び配当金の受取額 83 131

利息の支払額 △405 △230

法人税等の支払額 △1,276 △1,359

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 558 10,952

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 △5,515 △4,062

有形固定資産の売却による収入 570 423

無形固定資産の取得による支出 △36 △14

投資有価証券の取得による支出 △13 △17

貸付金の回収による収入 8 10

貸付けによる支出 △15 △23

その他 △216 109

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,072 △3,574
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（単位：百万円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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） 412 △2,587

長期借入れによる収入 250 258

長期借入金の返済による支出 △384 △346

社債の償還による支出 △300 △800

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △311 △467

少数株主への配当金の支払額 △657 △857

その他 △68 △50

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,058 △4,852

現金及び現金同等物に係る換算差額 667 △303

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,905 2,222

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 4,769 7,984
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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） 

 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及び営業損益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）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。 

  

（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 
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

  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
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〔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２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日） 
  

 （注）１．セグメント利益の調整額341百万円は、セグメント間取引消去であります。 

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、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） 

 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 18,290 12,036 3,386 21,517 9,620 64,850 － 64,850

セグメント間の内部売

上高又は振替高 
7,566 41 1 254 3 7,866 (7,866) －

計 25,857 12,077 3,387 21,771 9,623 72,716 (7,866) 64,850

 セグメント利益 1,447 192 381 3,572 1,279 6,874 341 7,215

（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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