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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 7,225 40.6 616 ― 521 ― 324 ―

22年3月期第2四半期 5,139 △36.5 △175 ― △260 ― △166 ―

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 52.45 ―

22年3月期第2四半期 △26.53 ―

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 14,382 7,708 53.6 1,246.11
22年3月期 14,475 7,518 51.9 1,215.28

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  7,708百万円 22年3月期  7,518百万円

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 ― 0.00 ― 10.00 10.00

23年3月期 ― 0.00

23年3月期 
（予想）

― 15.00 15.00

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  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 14,447 20.2 1,042 182.0 901 200.8 537 232.4 86.86



(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  無  
（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の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おります。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況
の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.４「２.その他の情報」をご覧ください。）

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  6,546,200株 22年3月期  6,546,200株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  359,809株 22年3月期  296,809株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q  6,186,391株 22年3月期2Q  6,286,091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世界経済は、一昨年来の世界的な景気低迷から脱し、中国をはじめとする

アジアの国々や新興国が牽引役となり、緩やかな回復基調で推移したものの、依然として欧米では失業率が高

く、経済的には不透明であり、全体としては厳しい状況にあります。一方、国内経済においては、アジア地域向

けの輸出が増加し、また景気刺激策にも支えられ、収益構造改善活動の効果により企業業績も回復がみられるも

のの、急速な円高の進行、原材料価格の上昇、景気刺激策終了後の反動、雇用回復の遅れなどの懸念があり、経

済全体としては依然として先行き不透明な状況にあります。 

当社グループの主要取引先であります自動車業界の当第２四半期連結累計期間の状況は、国内販売台数2,540

千台（前年同期比16.8%増）、輸出台数2,376千台（前年同期比34.2%増）、国内生産台数は4,783千台（前年同期

比24.1%増）となり、内外ともに大幅に増加しました。 

このような状況の中、当社グループの連結売上高は7,225百万円（前年同期比40.6%増）となりました。前年

不調であったトラックや建機、産業機器関係が回復し、自動車や部品メーカー向けの売上も堅調に推移しました

結果、大幅に売上増を達成することができました。また、売上増加の中にあっても、経費削減等の改善活動を引

続き推進してまいりました結果、営業利益は616百万円（前年同期は営業損失175百万円）、円高による利益押下

げ要因があったものの経常利益は521百万円（前年同期は経常損失260百万円）、四半期純利益は324百万円（前

年同期は四半期純損失166百万円）となり、前年同期に対して大幅に改善いたしました。 

 なお、「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。詳細は、３．四半期連結財務諸表（５）セグメント情報〔セグメント情報〕１．「報告セグメン

トの概要」をご確認ください。  

当第２四半期連結累計期間におけるセグメントの業績は、次のとおりであります。 

① 車輌関連部品 

  当第２四半期連結累計期間におきましては、トラック、建機、産業機器関係の回復と景気刺激策の効果による

環境対応車関連部品等の売上が堅調に推移し、当事業の売上高は、6,879百万円となりました。 

② その他 

当第２四半期連結累計期間におきましては、住宅市場の緩やかな回復と新規顧客等の獲得により主要販売製品

の連続ねじ締め機等が前年同期より増加し、当事業の売上高は、346百万円となりました。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 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（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比

べ、14百万円増加し3,291百万円（前連結会計年度末比0.4％増）となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果、得られた資金は994百万円（前年同四半期比58.9%増）となりました。これは売上債権の増加

額219百万円などの資金の流出があったものの、税金等調整前四半期純利益535百万円、減価償却費426百万円、賞

与引当金の増加額134百万円や仕入債務の増加額78百万円などの資金の流入があったことによります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果、流出した資金は51百万円（前年同四半期比60.0％減）となりました。これは投資有価証券の

売却による収入77百万円があったものの、有形固定資産の取得による支出116百万円や定期預金の預入による支

出26百万円などの資金の流出があったことによります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果、流出した資金は889百万円（前年同四半期は347百万円の獲得）となりました。これは短期借

入金の純減少額600百万円、長期借入金の返済による支出206百万円や配当金の支払による支出61百万円などがあ

ったことによります。  

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

第２四半期連結累計期間（平成22年４月1日から平成22年９月30日）における業績見通しは、売上につきましては

第１四半期に引き続きトラックや建機、産業機器関係、またエコカー補助金による需要が堅調に推移し、自動車及

び部品メーカーからの受注が予想通り推移したこと等により、前回予想とほぼ同様となる見込であります。利益面

につきましては、売上増加の中にあっても、生産工程等の改善で材料・外注費削減、ＳＣＭ改善による物流コスト

削減、生産体制見直しによる人件費抑制、その他にも徹底した原価低減活動を展開したことにより、営業利益が前

回予想を上回る見込みであります。一方、為替レートが円高・ドル安に推移し為替差損を計上したため、経常利益

及び四半期純利益は前回予想を下回る見込みであります。 

平成23年３月期の連結業績見通しは、売上につきましては国内のエコカー補助金終了等による減少要因があるも

のの、トラック・建機・産業機器関係が依然と堅調な予想であることとアジア地域への輸出部品の増加等でカバー

し、前回予想比0.7%の微増と見込でおります。利益面につきましては、通期に亘り原価低減活動を推し進め、売上

増加との相乗効果もあり、営業利益の増加は見込めるものの、為替相場における円高・ドル安の為替の影響により

経常利益及び当期純利益につきましては前回発表予想を下回る見込みであります。 

なお、今回修正した予想数値の想定レートは１USドル80円（前回予想の想定為替レートは１USドル90円）を前提

に当予想を作成しております。  

連結業績予想の修正については、（平成22年11月９日）公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」を参照して

ください。  

また、平成22年８月６日の決算短信で発表した連結業績予想との差異は以下の通りです。 

平成23年３月期 第２四半期連結累計期間連結業績予想数値の修正（平成22年４月１日～平成22年９月30日） 

平成23年３月期 通期連結業績予想数値の修正（平成22年４月１日～平成23年３月31日）  

※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

する一定の条件に基づいており、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。 

  

  売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 
１株当たり
四半期純利益 

  百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭 

前回発表予想（Ａ）  7,223  554  568  354  57  24

今回修正予想（Ｂ）  7,225  616  521  324  52  45

増減額（Ｂ－Ａ）  2  61  △46  △29 －  

増減率（％）  0.0  11.2  △8.1  △8.4 －  

前中間期実績  5,139  △175  △260  △166  △26  53

  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 

前回発表予想（Ａ）  14,341  963  988  595  96  22

今回修正予想（Ｂ）  14,447  1,042  901  537  86  86

増減額（Ｂ－Ａ）  105  78  △87  △57 －  

増減率（％）  0.7  8.2  △8.9  △9.7 －  

前期実績  12,016  369  299  161  25  88
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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 

該当事項はありません。 

   

（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損益に与える影響は軽微であります。 

  

２．その他の情報

㈱ムロコーポレーション（7264）　平成23年３月期　第２四半期決算短信

-4-



３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

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 3,437,581 3,405,019

受取手形及び売掛金 3,465,654 3,260,001

製品 436,686 475,296

仕掛品 229,859 199,896

原材料及び貯蔵品 289,694 295,146

繰延税金資産 178,360 164,653

その他 123,172 138,763

貸倒引当金 △8,109 △9,215

流動資産合計 8,152,899 7,929,562

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,858,229 4,854,258

減価償却累計額 △3,106,115 △3,048,417

建物及び構築物（純額） 1,752,113 1,805,840

機械装置及び運搬具 8,501,237 8,514,581

減価償却累計額 △6,985,388 △6,805,463

機械装置及び運搬具（純額） 1,515,848 1,709,117

土地 1,411,465 1,418,759

建設仮勘定 94,638 14,242

その他 4,265,046 4,207,231

減価償却累計額 △3,984,038 △3,910,259

その他（純額） 281,008 296,971

有形固定資産合計 5,055,074 5,244,931

無形固定資産 136,553 143,159

投資その他の資産   

投資有価証券 449,493 519,847

繰延税金資産 322,636 348,446

その他 288,702 312,630

貸倒引当金 △23,028 △23,054

投資その他の資産合計 1,037,804 1,157,869

固定資産合計 6,229,432 6,545,960

資産合計 14,382,331 14,475,522
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（単位：千円）

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 2,122,775 2,051,852

短期借入金 713,056 1,313,056

未払金 551,910 476,082

未払法人税等 214,180 28,157

賞与引当金 306,507 171,900

役員賞与引当金 19,398 22,500

その他 327,660 281,995

流動負債合計 4,255,488 4,345,544

固定負債   

長期借入金 1,674,761 1,845,557

退職給付引当金 413,837 434,993

役員退職慰労引当金 271,146 278,931

その他 58,174 52,237

固定負債合計 2,417,919 2,611,719

負債合計 6,673,408 6,957,264

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,095,260 1,095,260

資本剰余金 904,125 904,125

利益剰余金 6,054,001 5,791,385

自己株式 △182,406 △182,406

株主資本合計 7,870,981 7,608,365

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 53,412 76,534

為替換算調整勘定 △215,470 △166,641

評価・換算差額等合計 △162,058 △90,107

純資産合計 7,708,923 7,518,257

負債純資産合計 14,382,331 14,475,522
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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：千円）

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 5,139,494 7,225,471

売上原価 4,466,716 5,663,522

売上総利益 672,778 1,561,948

販売費及び一般管理費   

運搬費 161,723 209,721

役員退職慰労引当金繰入額 11,299 13,090

給料及び賞与 216,056 216,439

賞与引当金繰入額 16,280 47,514

役員賞与引当金繰入額 14,250 19,398

退職給付引当金繰入額 10,075 9,930

減価償却費 21,721 16,784

貸倒引当金繰入額 1,207 －

その他 396,097 412,619

販売費及び一般管理費合計 848,712 945,497

営業利益又は営業損失（△） △175,933 616,450

営業外収益   

受取利息 2,713 2,405

受取配当金 3,855 5,222

助成金収入 8,261 －

法人税等還付加算金 6,611 －

その他 11,130 23,779

営業外収益合計 32,572 31,407

営業外費用   

支払利息 25,433 23,582

為替差損 90,357 100,333

その他 1,443 1,968

営業外費用合計 117,234 125,884

経常利益又は経常損失（△） △260,596 521,973

特別利益   

投資有価証券売却益 － 16,657

固定資産売却益 10,799 －

その他 － 121

特別利益合計 10,799 16,779

特別損失   

固定資産除却損 1,835 926

投資有価証券評価損 20,353 －

その他 － 1,968

特別損失合計 22,188 2,895

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（△）

△271,985 535,857

法人税、住民税及び事業税 10,896 202,304

法人税等調整額 △116,134 9,072

法人税等合計 △105,238 211,377

少数株主損益調整前四半期純利益 － 324,480

四半期純利益又は四半期純損失（△） △166,747 324,480
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△271,985 535,857

減価償却費 502,613 426,014

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,846 △1,132

賞与引当金の増減額（△は減少） 5,213 134,607

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 14,250 △3,102

退職給付引当金の増減額（△は減少） △26,884 △21,156

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 11,299 △7,784

受取利息及び受取配当金 △6,568 △7,628

支払利息 25,433 23,582

為替差損益（△は益） 82,116 99,576

有形固定資産売却損益（△は益） △10,799 －

固定資産除却損 1,835 926

投資有価証券売却損益（△は益） － △16,657

投資有価証券評価損益（△は益） 20,353 －

売上債権の増減額（△は増加） △362,058 △219,076

たな卸資産の増減額（△は増加） 123,859 1,256

仕入債務の増減額（△は減少） 216,902 78,812

未払金の増減額（△は減少） △17,805 △3,148

その他 118,274 3,251

小計 427,895 1,024,199

利息及び配当金の受取額 6,667 7,610

利息の支払額 △27,094 △22,646

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 218,126 △14,815

営業活動によるキャッシュ・フロー 625,595 994,346

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 △92,398 △26,708

定期預金の払戻による収入 73,711 4,105

有形固定資産の取得による支出 △125,430 △116,756

有形固定資産の売却による収入 25,715 －

無形固定資産の取得による支出 △4,693 △4,933

投資有価証券の取得による支出 △3,577 △3,755

投資有価証券の売却による収入 － 77,000

その他 △2,089 19,500

投資活動によるキャッシュ・フロー △128,762 △51,548

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） － △600,000

長期借入れによる収入 900,000 －

長期借入金の返済による支出 △436,528 △206,528

自己株式の取得による支出 △35,769 －

配当金の支払額 △31,788 △61,729

リース債務の返済による支出 △48,016 △21,140

財務活動によるキャッシュ・フロー 347,897 △889,398

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4,528 △38,802

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 840,201 14,597

現金及び現金同等物の期首残高 1,865,789 3,276,864

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,705,991 3,291,462
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該当事項はありません。 

   

（セグメント情報等）  

〔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） 

 （注）１．事業区分の方法 

事業は、製品の使用目的、製造方法及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な製品 

  

〔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．国又は地域は、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……米国、カナダ 

(2) 東南アジア……ベトナム 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
車輌関連部品
（千円） 

新規事業品等
（千円） 

計（千円）
消去又は全社 
（千円） 

連結（千円）

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  4,909,269  230,224  5,139,494  －  5,139,494

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －  －  －

計  4,909,269  230,224  5,139,494  －  5,139,494

営業利益又は営業損失（△）  112,365  △7,451  104,914  △280,848  △175,933

事業区分 主要製品

車輌関連部品 

自動車の駆動伝達・操縦装置部品、エンジン部品、コンプレッサー部品等 

産業機械部品、農業機械部品、計測器部品、建設機械部品、電気・電子機器部

品等 

新規事業品等 連続ねじ締め機、ねじ連綴体、柑橘類皮むき機等 

  
日本  

（千円） 
北米  

（千円） 
東南アジア
（千円）  

計（千円） 
消去又は 
全社 

（千円） 

連結  
（千円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  4,715,513  423,981  －  5,139,494  －  5,139,494

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 84,553  29,471  48,910  162,935  △162,935  －

計  4,800,066  453,453  48,910  5,302,429  △162,935  5,139,494

営業利益又は営業損失（△）  198,588  △78,147  △17,734  102,707  △278,640  △175,933
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〔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．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）北米……米国、カナダ 

(2）欧州……イギリス、ポーランド他 

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。 

  

〔セグメント情報〕  

１．報告セグメントの概要 

当社グループの報告セグメントは、当社及び子会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、自動車用部品及び産業用機械部品等の製造販売を主な事業内容としており、これら取り

扱う製品ごとに包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

従いまして、当社グループが基礎とするセグメントは製品別で構成されており、販売金額の大半を占める

「車輌関連部品事業」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．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、連続ねじ締め機、ねじ連綴

体及び柑橘類皮むき機等の製造販売の新規事業品等事業であります。 

２．セグメント利益の調整額△304,999千円には、報告セグメントに配分していない全社費用が含まれており

ます。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

３．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．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。  

  北米 欧州 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  366,296  62,769  15,124  444,190

Ⅱ 連結売上高（千円）        5,139,494

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 7.1  1.2  0.3  8.6

  （単位：千円）

  

報告セグメント
その他
（注１） 

合計
調整額  
（注２）  

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注３） 

車輌関連部品事業

売上高          

外部顧客への売上高  6,879,220  346,250  7,225,471  －  7,225,471

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

 －  －  －  －  －

計  6,879,220  346,250  7,225,471  －  7,225,471

セグメント利益  883,115  38,335  921,450  △304,999  616,450

（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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