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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 10,972 28.8 970 ― 843 ― 513 ―

22年3月期第3四半期 8,519 △25.9 12 △96.2 △64 ― △58 ―

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 83.05 ―

22年3月期第3四半期 △9.39 ―

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 14,816 7,874 53.1 1,272.92
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3四半期  7,874百万円 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  有  
 

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）

20.00 20.00

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.３「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3Q 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3Q  359,884株 22年3月期  359,809株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 6,186,377株 22年3月期3Q 6,265,337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、中国を中心としたア

ジア新興国が牽引となり、緩やかな回復基調になったものの、依然として欧米では、失業率が高くまたＥＵの2～3

ヵ国では、金融不安など経済的には不透明感もあり、世界経済全体としては厳しい状況にあります。国内経済にお

いてはアジア地域向け輸出が増加し、加えて上期は景気刺激策に支えられましたが、下期より補助金の終了の反動

があり、景気は足踏み状態と変化しました。収益構造改善策の効果により企業業績も回復がみられるものの、為替

相場の急速な円高の進行、原材料価格の上昇基調、雇用回復の遅れと国債格付けの引き下げなど、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３四半期連結累計期間の状況は、国内販売台数は下期

の補助金終了の反動もあり3,456千台（前年同期比2.2%増）と減速し、輸出台数は引続き好調で3,693千台（前年同

期比25.6%増）となり、国内生産台数は7,085千台（前年同期比12.0%増）となりました。 

このような状況の中、当社グループの連結売上高は10,972百万円（前年同期比28.8%増）となりました。下期に

補助金終了の反動があったものの、トラックや建設機械、産業機器関係が堅調に推移し、輸出向けを中心にした自

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、売上増を達成することができました。また、サプライ

チェーン・マネージメントを中心とした工程改善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

970百万円（前年同期は営業利益12百万円）、円高による利益押下げ要因があったものの経常利益は843百万円（前

年同期は経常損失64百万円）、四半期純利益は513百万円（前年同期は四半期純損失58百万円）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３四半期連結累計期間における事業の種類別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３四半期連結累計期間におきましては、トラック、建設機械、産業機器が期初より引続き堅調に推移しま

した。また、輸出向けを中心に環境対応車関連部品等の売上も堅調に推移して、当事業の売上高は、10,467百万

円となりました。 

 ② その他 

当第３四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、下期に減速

したものの、主要販売製品の連続ねじ締め機等が前年同期より売上が増加し、その他の売上高は、505百万円とな

りました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第3四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、

575百万円増加し3,852百万円（前連結会計年度末比17.6％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1,989百万円（前年同四半期比40.9%増）となりました。これは売上債権の増

加額379百万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845百万円、減価償却費652百万円や

仕入債務の増加額557百万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263百万円（前年同四半期比18.4％増）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293百万円や定期預金の預入による

支出64百万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1,092百万円（前年同四半期は363百万円の獲得）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399百万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。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成23年３月期の連結業績予想につきましては、平成22年11月９日に公表いたしました連結業績予想に変更はご

ざいません。 

なお、実際の業績は今後さまざまな要因によって予想数値と異なる場合があります。  

  

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 

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３四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。 

  

（追加情報） 

一部の連結子会社において、当第３四半期連結会計期間に役員退職慰労金制度を設けたことに伴い、当第３四

半期連結会計期間より役員退職慰労引当金を計上しております。 

これにより、当第３四半期連結累計期間発生額1,337千円は販売費及び一般管理費に計上し、過年度分相当額

10,703千円は特別損失に計上しております。 

 この結果、営業利益及び経常利益が1,337千円減少し、税金等調整前四半期純利益は12,040千円減少しておりま

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３四半期決算短信

-3-



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 4,010,542 3,405,019

受取手形及び売掛金 3,612,769 3,260,001

製品 412,510 475,296

仕掛品 212,257 199,896

原材料及び貯蔵品 271,756 295,146

繰延税金資産 106,051 164,653

その他 112,119 138,763

貸倒引当金 △7,908 △9,215

流動資産合計 8,730,096 7,929,562

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,839,932 4,854,258

減価償却累計額 △3,132,113 △3,048,417

建物及び構築物（純額） 1,707,818 1,805,840

機械装置及び運搬具 8,475,119 8,514,581

減価償却累計額 △7,054,687 △6,805,463

機械装置及び運搬具（純額） 1,420,431 1,709,117

土地 1,406,657 1,418,759

建設仮勘定 113,621 14,242

その他 4,300,473 4,207,231

減価償却累計額 △4,047,187 △3,910,259

その他（純額） 253,285 296,971

有形固定資産合計 4,901,814 5,244,931

無形固定資産 127,118 143,159

投資その他の資産   

投資有価証券 478,455 519,847

繰延税金資産 298,132 348,446

その他 303,798 312,630

貸倒引当金 △23,010 △23,054

投資その他の資産合計 1,057,375 1,157,869

固定資産合計 6,086,308 6,545,960

資産合計 14,816,405 14,475,522
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（単位：千円）

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 2,592,520 2,051,852

短期借入金 713,084 1,313,056

未払金 637,308 476,082

未払法人税等 244,889 28,157

賞与引当金 155,039 171,900

役員賞与引当金 23,097 22,500

その他 371,177 281,995

流動負債合計 4,737,116 4,345,544

固定負債   

長期借入金 1,462,714 1,845,557

退職給付引当金 402,713 434,993

役員退職慰労引当金 290,286 278,931

その他 48,878 52,237

固定負債合計 2,204,593 2,611,719

負債合計 6,941,709 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 6,243,357 5,791,385

自己株式 △182,442 △182,406

株主資本合計 8,060,301 7,608,365

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 72,186 76,534

為替換算調整勘定 △257,793 △166,641

評価・換算差額等合計 △185,606 △90,107

純資産合計 7,874,695 7,518,257

負債純資産合計 14,816,405 14,475,522
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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：千円）

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 8,519,655 10,972,857

売上原価 7,210,869 8,596,501

売上総利益 1,308,785 2,376,355

販売費及び一般管理費   

運搬費 257,691 304,192

役員退職慰労引当金繰入額 16,949 22,152

給料及び賞与 349,777 376,827

賞与引当金繰入額 15,818 26,200

役員賞与引当金繰入額 21,375 29,097

退職給付引当金繰入額 15,056 14,845

減価償却費 32,613 24,610

貸倒引当金繰入額 98 －

その他 586,660 607,436

販売費及び一般管理費合計 1,296,040 1,405,363

営業利益 12,745 970,992

営業外収益   

受取利息 3,266 2,872

受取配当金 8,184 8,618

その他 32,960 34,698

営業外収益合計 44,411 46,189

営業外費用   

支払利息 39,470 33,811

為替差損 79,262 138,064

その他 2,745 2,043

営業外費用合計 121,478 173,918

経常利益又は経常損失（△） △64,322 843,263

特別利益   

投資有価証券売却益 － 16,657

固定資産売却益 10,828 －

その他 － 118

特別利益合計 10,828 16,776

特別損失   

固定資産除却損 6,709 1,842

投資有価証券評価損 20,281 －

役員退職慰労引当金繰入額 － 10,703

その他 － 1,968

特別損失合計 26,990 14,514

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（△）

△80,484 845,524

法人税、住民税及び事業税 12,700 243,568

法人税等調整額 △34,332 88,120

法人税等合計 △21,631 331,688

少数株主損益調整前四半期純利益 － 513,836

四半期純利益又は四半期純損失（△） △58,853 513,836
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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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△80,484 845,524

減価償却費 764,518 652,485

貸倒引当金の増減額（△は減少） 168 △1,350

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,339 △16,860

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 21,375 597

退職給付引当金の増減額（△は減少） △42,566 △32,280

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 16,949 11,355

受取利息及び受取配当金 △11,451 △11,490

支払利息 39,470 33,811

為替差損益（△は益） 59,131 124,573

有形固定資産売却損益（△は益） △10,828 －

固定資産除却損 6,709 1,842

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） 20,281 －

売上債権の増減額（△は増加） △832,924 △379,857

たな卸資産の増減額（△は増加） 151,276 50,735

仕入債務の増減額（△は減少） 825,535 557,592

未払金の増減額（△は減少） 103,238 128,777

その他 203,492 82,459

小計 1,232,552 2,031,258

利息及び配当金の受取額 11,552 9,729

利息の支払額 △44,499 △33,876

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 212,404 △17,509

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,412,010 1,989,603

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 △92,799 △64,298

定期預金の払戻による収入 78,812 27,263

有形固定資産の取得による支出 △180,652 △293,353

有形固定資産の売却による収入 25,742 －

無形固定資産の取得による支出 △7,155 △8,169

投資有価証券の取得による支出 △31,319 △6,115

投資有価証券の売却による収入 － 77,000

その他 △15,057 4,225

投資活動によるキャッシュ・フロー △222,429 △263,448

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） 150,000 △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 △519,792 △399,792

自己株式の取得による支出 △61,111 △36

配当金の支払額 △31,966 △61,810

リース債務の返済による支出 △73,597 △30,603

財務活動によるキャッシュ・フロー 363,532 △1,092,241

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,808 △58,163

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,550,305 575,750

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 3,416,094 3,852,615
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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 

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  8,143,664  375,990  8,519,655  －  8,519,655

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －  －  －

計  8,143,664  375,990  8,519,655  －  8,519,655

営業利益又は営業損失（△）  439,224  1,631  440,856  △428,111  12,745

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  7,799,652  720,002  －  8,519,655  －  8,519,655

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 136,135  56,271  79,678  272,085  △272,085  －

計  7,935,787  776,274  79,678  8,791,740  △272,085  8,519,655

営業利益又は営業損失（△）  534,817  △73,760  △20,435  440,621  △427,876  12,745
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〔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．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．「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△474,010千円には、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）  626,942  99,431  34,355  760,728

Ⅱ 連結売上高（千円）        8,519,655

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 7.4  1.1  0.4  8.9

  （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  10,467,702  505,154  10,972,857  －  10,972,857

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

 －  －  －  －  －

計  10,467,702  505,154  10,972,857  －  10,972,857

セグメント利益  1,392,410  52,591  1,445,002  △474,010  970,992

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

㈱ムロコーポレーション（7264）　平成23年３月期　第３四半期決算短信

-9-


	平成23年3月期第3四半期決算短信サマリー情報uji
	平成23年3月期第3四半期決算短信SW_CreateHT



