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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年12月31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3四半期 159,123 26.0 8,685 297.7 7,699 402.2 4,316 ―

22年3月期第3四半期 126,281 △26.1 2,183 ― 1,533 ― △3,682 ―

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3四半期 95.75 87.20
22年3月期第3四半期 △81.56 ―

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3四半期 177,113 42,986 19.7 780.37
22年3月期 178,897 40,860 18.4 727.80

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  34,970百万円 22年3月期  32,859百万円

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 0.00
23年3月期 ― ― ―

23年3月期 
（予想）

6.00 6.00

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 210,000 19.6 9,000 313.5 7,800 316.1 3,800 ― 84.30



(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報告書のレビュー手続きの対象外であり、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報告書のレビュー手続きを実施しています。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 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あたっての注意事項等については、【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」をご参照ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】３ページ「２．その他の情報」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3Q 45,581,809株 22年3月期  45,581,809株

② 期末自己株式数 23年3月期3Q  768,925株 22年3月期  432,352株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 45,079,553株 22年3月期3Q  45,151,269株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、アジアを中心とした新興国の経済成長を背景に企業収益の改

善、個人消費の持ち直しなどで景気回復の兆しが見られたものの、円高の進展、厳しい雇用情勢やデフレの影響もあ

り、依然先行きは不透明な状況が続いております。世界経済は高成長を続ける中国及びアジア諸国が牽引しました

が、欧米では景気持ち直しが見られるものの引続き厳しい経済環境となりました。  

 このような状況のなか、当社グループの連結売上高は1,591億23百万円（前年同期比26.0％増加）、連結営業利益

は86億85百万円（前年同期比297.7％増加）、連結経常利益は為替差損が14億74百万円発生で、76億99百万円（前年

同期比402.2％増加）、四半期純利益は43億16百万円（前年同期は36億82百万円の四半期純損失）となりました。 

  セグメント情報は次のとおりです。 

 輸送用機器関連事業は、売上高は日本では各社自動車メーカーの生産回復による販売の増加と北米での回復、中国

及びアジアでの好調の維持により、1,535億１百万円（前年同期比27.2％増加）となり、営業利益は86億45百万円

（前年同期比343.5％増加）となりました。 

 情報サービス事業の売上高は59億69百万円（前年同期比0.4％増加）、営業損失は１億68百万円（前年同期は２百

万円の営業損失）となりました。 

 その他事業の売上高は44億95百万円（前年同期比18.6％増加）、営業利益は１億57百万円（前年同期比2.7％減

少）となりました。 

  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

  当第３四半期末における資産の残高は、1,771億13百万円（前連結会計年度末1,788億97百万円）となり、17億84百

万円減少しました。流動資産は960億17百万円となり28億54百万円増加し、固定資産は、810億95百万円となり46億39

百万円減少しました。  

 流動資産の残高は、現金及び預金が４億72百万円減少しましたが、受取手形及び売掛金が14億86百万円増加したこ

とが主な増加の要因です。固定資産の残高は、有形固定資産が27億74百万円減少、投資有価証券が17億16百万円減少

したことが主な要因です。 

 当第３四半期末における負債の残高は、1,341億26百万円（前連結会計年度末1,380億37百万円）となり、39億11百

万円減少しました。流動負債は、949億48百万円となり18億18百万円増加し、固定負債は391億77百万円となり57億30

百万円減少しました。 

 流動負債の残高は、短期借入金が32億22百万円増加、賞与引当金が79百万円増加したことが主な要因です。固定負

債の残高は、長期借入金が58億88百万円減少したことが主な要因です。  

 当第３四半期末における純資産の残高は、429億86百万円（前連結会計年度末408億60百万円）となり、21億26百万

円増加しました。これは利益剰余金の増加が主な要因です。 

  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 業績予想につきましては、平成22年10月27日に公表いたしました通期の業績予想を修正しております。 

 急激な円高や国内でのエコカー補助金の支援策終了の需要減が懸念されますが、国内及び北米での各社自動車メー

カーの生産回復やアジア新興国の好調の維持による売上増加と、事業構造改革による費用削減効果により、通期連結

業績予想を、売上高2,100億円、営業利益90億円、経常利益78億円、当期純利益38億円に修正しました。また同時に

個別業績予想を、売上高1,280億円、営業利益35億円、経常利益28億円、当期純利益14億円に修正をしました。 

  内容につきましては、本日（平成23年２月９日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  業績予想は現時点において入手可能な情報に基づいておりますが、実際の数値は今後様々な要因により、予想数値

と異なる可能性があります。 

  

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（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 

①たな卸資産の評価方法 

 当第３四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し前会計年度末に係る実地棚卸高を

基礎として合理的な方法により算定しております。 

②固定資産の減価償却の算定方法 

 減価償却の方法として定率法を採用している固定資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間 

按分して算定しております。 

③繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度末以降に経営環境等、且つ、一時差異等の発生状況

に著しい変化がないと認められる会社については、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・

プランニングを利用する方法により算定しております。また、前連結会計年度末以降に経営環境等、又は、一時差

異等の発生状況に著しい変化が認められた会社については、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタ

ックス・プランニングに当該著しい変化の影響を加味したものを利用する方法によっております。 

  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

①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。  

 なお、この変更に伴う損益に与える影響はありません。 

②連結財務諸表に関する会計基準の適用に伴う表示方法の変更  

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用語、様

式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適用によ

り、当第３四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。 

  

  

   

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３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 23,961 24,434

受取手形及び売掛金 40,072 38,585

有価証券 668 1,040

商品及び製品 7,093 7,828

仕掛品 3,507 2,903

原材料及び貯蔵品 10,951 11,189

繰延税金資産 623 510

その他 9,417 7,087

貸倒引当金 △278 △417

流動資産合計 96,017 93,163

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 52,536 52,968

減価償却累計額 △36,174 △35,443

建物及び構築物（純額） 16,362 17,525

機械装置及び運搬具 96,104 97,573

減価償却累計額 △76,755 △76,185

機械装置及び運搬具（純額） 19,348 21,387

工具、器具及び備品 46,223 47,505

減価償却累計額 △43,658 △44,273

工具、器具及び備品（純額） 2,565 3,231

土地 5,605 5,835

リース資産 2,953 3,538

減価償却累計額 △1,513 △1,825

リース資産（純額） 1,439 1,712

建設仮勘定 3,178 1,581

有形固定資産合計 48,499 51,274

無形固定資産 4,226 3,404

投資その他の資産   

投資有価証券 18,738 20,454

長期貸付金 247 388

繰延税金資産 262 256

長期前払費用 7,803 8,562

その他 1,372 1,448

貸倒引当金 △55 △54

投資その他の資産合計 28,368 31,056

固定資産合計 81,095 85,734

資産合計 177,113 178,897
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 16,871 18,444

短期借入金 45,940 42,718

1年内償還予定の社債 200 310

1年内償還予定の新株予約権付社債 6,700 6,700

未払金及び未払費用 16,983 17,603

未払法人税等 656 870

賞与引当金 2,297 2,218

製品保証引当金 1,259 1,725

その他の引当金 380 2

その他 3,659 2,537

流動負債合計 94,948 93,129

固定負債   

社債 300 300

長期借入金 30,694 36,582

繰延税金負債 5,764 5,897

引当金 626 752

その他 1,791 1,375

固定負債合計 39,177 44,907

負債合計 134,126 138,037

純資産の部   

株主資本   

資本金 9,885 9,885

資本剰余金 15,718 15,718

利益剰余金 14,471 10,163

自己株式 △535 △335

株主資本合計 39,539 35,432

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,508 3,653

為替換算調整勘定 △8,078 △6,226

評価・換算差額等合計 △4,569 △2,572

少数株主持分 8,016 8,000

純資産合計 42,986 40,860

負債純資産合計 177,113 178,897
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（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）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 126,281 159,123

売上原価 110,162 134,638

売上総利益 16,118 24,485

販売費及び一般管理費 13,935 15,800

営業利益 2,183 8,685

営業外収益   

受取利息 112 132

受取配当金 241 195

有価証券売却益 1 －

負ののれん償却額 124 1

持分法による投資利益 383 685

その他 935 884

営業外収益合計 1,799 1,900

営業外費用   

支払利息 999 901

為替差損 818 1,474

その他 632 510

営業外費用合計 2,449 2,886

経常利益 1,533 7,699

特別利益   

前期損益修正益 315 77

固定資産売却益 22 15

子会社清算益 － 369

負ののれん発生益 － 339

その他 101 382

特別利益合計 439 1,185

特別損失   

前期損益修正損 353 10

固定資産除却損 42 67

投資有価証券評価損 76 78

事業構造改善引当金繰入額 － 371

割増退職金 277 129

その他 248 1,210

特別損失合計 997 1,868

税金等調整前四半期純利益 974 7,015

法人税等 3,992 1,853

少数株主損益調整前四半期純利益 － 5,162

少数株主利益 665 845

四半期純利益又は四半期純損失（△） △3,682 4,316

株式会社ミツバ　（7280）　平成23年３月期　第３四半期決算短信

- 6 -



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31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 974 7,015

減価償却費 9,318 8,690

投資有価証券評価損益（△は益） 76 378

貸倒引当金の増減額（△は減少） 78 △124

賞与引当金の増減額（△は減少） △725 81

受取利息及び受取配当金 △354 △328

支払利息 999 901

持分法による投資損益（△は益） △383 △685

有形固定資産売却損益（△は益） △2 143

売上債権の増減額（△は増加） △6,245 △3,384

たな卸資産の増減額（△は増加） 3,594 △613

仕入債務の増減額（△は減少） △992 592

その他 3,266 2,111

小計 9,603 14,778

利息及び配当金の受取額 700 326

利息の支払額 △898 △830

法人税等の支払額 △1,008 △2,081

営業活動によるキャッシュ・フロー 8,396 12,191

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の売却による収入 305 300

有形固定資産の取得による支出 △5,357 △8,005

有形固定資産の売却による収入 657 823

投資有価証券の取得による支出 △1,029 △1,005

投資有価証券の売却による収入 269 1,058

貸付けによる支出 △89 △697

貸付金の回収による収入 161 320

その他 △1,503 △1,163

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,585 △8,369

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） 2,176 △2,240

長期借入れによる収入 6,841 1,891

長期借入金の返済による支出 △6,216 △1,989

社債の償還による支出 － △110

少数株主への配当金の支払額 △82 △212

その他 △938 △1,353

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,780 △4,013

現金及び現金同等物に係る換算差額 △54 △371

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,536 △562

現金及び現金同等物の期首残高 20,327 23,553

現金及び現金同等物の四半期末残高 23,863 22,991
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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３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

（注）１．事業区分の方法  

  当社の事業区分の方法は、内部管理上採用している区分によっております。 

  ２．各事業の主な製品 

 (1)輸送用機器関連事業……ワイパモータ、スタータモータ、ファンモータ 

 (2)情報処理関連事業……システムインテグレーションサービス、情報処理サービス、ソフトウエア開発 

 (3)その他事業……運輸・倉庫業、業務代行 

  

〔所在地別セグメント情報〕  

  前第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

（注）１．国又は地域の区分は、市場及び販売活動等の類似性の相違によって区分しております。  

  ２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

  米州……………米国、メキシコ、ブラジル 

  アジア…………フィリピン、ベトナム、中国、インドネシア、インド 

   ヨーロッパ……イタリア、イギリス、フランス、ハンガリー 

   

〔海外売上高〕  

  前第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

（注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。  

  ２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

  米州……………米国、メキシコ、ブラジル等 

  アジア…………インドネシア、タイ、台湾、中国、フィリピン、ベトナム、インド等 

  ヨーロッパ……イタリア、フランス、イギリス、オーストリー等 

  その他…………オーストラリア等 

  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

  
輸送用機器 
関連事業 
（百万円） 

情報処理
関連事業 
（百万円） 

その他事業
（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 120,645 5,397 238  126,281  － 126,281

(2)セグメント間の内部売上高又は

振替高 
0 545 3,551  4,097  (4,097) －

計 120,646 5,943 3,789  130,379  (4,097) 126,281

営業利益（又は営業損失） 1,949 (2) 161  2,108  75 2,183

  
日本 

（百万円） 
米州

（百万円） 
アジア

（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  69,517 24,668 27,511 4,583  126,281  － 126,281

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 21,669 37 7,964 155  29,827 (29,827) －

計  91,187 24,706 35,475 4,738  156,108 (29,827) 126,281

営業利益（又は営業損失）  153 (510) 2,777 (278)  2,141  42 2,183

  米州 アジア ヨーロッパ その他 計

Ⅰ 海外売上高（百万円） 24,738 31,036 4,474  121 60,371

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － －  － 126,281

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 19.6 24.6 3.5  0.1 47.8

株式会社ミツバ　（7280）　平成23年３月期　第３四半期決算短信

- 8 -



〔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。 

 当社は、「輸送用機器関連事業」、「情報サービス事業」及び「その他事業」の３つを報告セグメントと

しております。 

「輸送用機器関連事業」では輸送用機器関連事業及び自動車用品事業の２つの事業セグメントを集約してお

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３四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年12月31日） 

      （注）１．セグメント利益の調整額51百万円は、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。 

  

（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。  

  

  

  
  

報告セグメント
  

計
（百万円） 

調整額 
（注）１ 
（百万円） 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 

（注）２ 
（百万円） 

輸送用機器
関連事業 
（百万円） 

情報サービス
事業 

（百万円） 

その他事業
（百万円） 

売上高                                

(1)外部顧客に対する売上高 153,501 5,376 244  159,123  － 159,123

(2)セグメント間の内部売上高又は振

替高 
0 592 4,251  4,843  (4,843) －

計 153,501 5,969 4,495  163,967  (4,843) 159,123

セグメント利益（又はセグメント損失） 8,645 (168) 157  8,633  51 8,685

（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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