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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6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 ％

24年3月期第1四半期 29,700 △8.8 2,501 △37.8 2,321 △41.9 1,247 △38.4

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

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 3,247百万円 （39.8％） 23年3月期第1四半期 2,323百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 39.98 ―

23年3月期第1四半期 64.87 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 100,114 58,465 48.8
23年3月期 96,299 55,686 48.6

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  48,865百万円 23年3月期  46,785百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― 15.00 ― 15.00 30.00

24年3月期 ―

24年3月期（予想） 17.00 ― 17.00 34.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

第2四半期(累計) 59,000 △9.0 4,000 △44.6 4,200 △41.5 2,200 △41.6 70.51
通期 126,500 △0.4 10,500 △17.8 10,900 △14.2 6,300 △31.4 201.92



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  
(注)詳細は、添付資料２ページ「四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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おりません。 

※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。 

4.  その他

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 31,200,000 株 23年3月期 31,200,000 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 5,084 株 23年3月期 5,064 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 31,194,916 株 23年3月期1Q 31,195,104 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、欧州財政危機の深刻化や米国経済の停滞

懸念が広がる一方、アジア及びその他の新興国需要は、着実に上昇しました。一方、国内経済は東日本大震災により

甚大な影響を受けましたが、寸断された部品供給網の復旧が想定よりも早く進み、持ち直しの兆しが見られました。

 このような環境の中、当第１四半期連結累計期間における連結売上高は29,700百万円（前年同期比8.8％減）、営

業損益は2,501百万円の営業利益（前年同期比37.8%減）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、主要販売先の減産に伴う販売減により、売上高は5,258百万円（前

年同期比43.8％減）となり、セグメント損益は338百万円の損失（前年同期は1,245百万円の利益）となりました。 

 北米地域は、四輪車用製品の販売が減少したこと等により、売上高は5,600百万円（前年同期比7.2％減）となり、

セグメント損益は69百万円の利益（前年同期比19.0%増）となりました。 

 欧州地域は、四輪車用製品の販売が増加したこと等により、売上高は1,780百万円（前年同期比4.6％増）となり、

セグメント損益は229百万円の利益（前年同期比51.0%増）となりました。 

 アジア地域は、二輪車用製品の販売が増加したこと等により、売上高は11,623百万円（前年同期比8.8％増）とな

り、セグメント損益は1,752百万円の利益（前年同期比7.2％減）となりました。 

 南米地域は、二輪車用製品の販売が増加したこと等により、売上高は5,437百万円（前年同期比13.3％増）とな

り、セグメント損益は763百万円の利益（前年同期比29.1%増）となりました。 

 連結経常利益は2,321百万円（前年同期比41.9%減）となり、四半期純利益は1,247百万円（前年同期比38.4%減）と

なりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 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3,814百万円増加し、100,114百万円となりました。 

 流動資産は、前期末に比べて2,274百万円増加し、42,231百万円となりました。主な要因は、受取手形及び売掛金

の増加3,582百万円等によるものです。 

 固定資産は、前期末に比べて1,540百万円増加し、57,882百万円となりました。主な要因は、有形固定資産の増加

1,306百万円等によるものです。 

 負債は、前期末に比べて1,035百万円増加し、41,648百万円となりました。主な要因は、支払手形及び買掛金の減

少1,832百万円、未払金の増加3,554百万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2,779百万円増加し、58,465百万円となりました。主な要因は、

利益剰余金の増加779百万円、為替換算調整勘定の増加1,338百万円、少数株主持分の増加698百万円等によるもので

す。  

  

（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、主として日本地域の売上が計画を上回りました。通期でも、売上が計画を

上回る見通しです。 

 また、生産効率向上や経費・固定費の削減など各拠点の取組みが成果を上げ、利益も計画を上回る見通しです。 

 このような状況を考慮し、平成23年６月20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

126,500百万円（前期比0.4%減）、連結営業利益10,500百万円（前期比17.8%減）、連結経常利益10,900百万円（前期

比14.2%減）、連結当期純利益6,300百万円（前期比31.4%減）といたします。 

 なお、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）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。 

  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 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。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（その他）に関する事項



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）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 9,370 7,825

受取手形及び売掛金 10,927 14,509

商品及び製品 3,713 2,748

仕掛品 3,358 3,231

原材料及び貯蔵品 7,253 7,548

繰延税金資産 827 1,244

その他 4,514 5,131

貸倒引当金 △8 △8

流動資産合計 39,956 42,231

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 23,345 23,816

減価償却累計額 △11,914 △12,268

建物及び構築物（純額） 11,431 11,548

機械装置及び運搬具 119,502 122,092

減価償却累計額 △96,434 △99,002

機械装置及び運搬具（純額） 23,068 23,090

工具、器具及び備品 6,109 6,296

減価償却累計額 △4,987 △5,212

工具、器具及び備品（純額） 1,122 1,084

土地 3,709 3,724

建設仮勘定 3,777 4,969

有形固定資産合計 43,109 44,416

無形固定資産   

ソフトウエア 293 262

その他 39 39

無形固定資産合計 333 301

投資その他の資産   

投資有価証券 5,210 5,152

出資金 1,030 1,030

長期貸付金 34 36

繰延税金資産 4,025 4,207

その他 2,649 2,789

貸倒引当金 △50 △51

投資その他の資産合計 12,899 13,164

固定資産合計 56,342 57,882

資産合計 96,299 100,114



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 9,247 7,414

短期借入金 8,665 8,660

1年内償還予定の社債 4,725 4,725

未払金 2,590 6,144

未払費用 4,753 5,190

未払法人税等 1,465 1,553

繰延税金負債 5 6

賞与引当金 1,123 829

役員賞与引当金 101 37

製品補償引当金 29 28

その他 668 676

流動負債合計 33,376 35,268

固定負債   

社債 3,075 2,775

長期借入金 1,004 1,046

繰延税金負債 175 210

退職給付引当金 2,560 1,402

その他 421 946

固定負債合計 7,236 6,380

負債合計 40,613 41,648

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 48,174 48,954

自己株式 △6 △6

株主資本合計 53,856 54,636

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,881 1,844

為替換算調整勘定 △8,952 △7,614

その他の包括利益累計額合計 △7,071 △5,770

少数株主持分 8,900 9,599

純資産合計 55,686 58,465

負債純資産合計 96,299 100,114



（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 32,576 29,700

売上原価 26,026 24,704

売上総利益 6,550 4,996

販売費及び一般管理費 2,531 2,494

営業利益 4,019 2,501

営業外収益   

受取利息 32 71

受取配当金 25 33

その他 141 86

営業外収益合計 199 191

営業外費用   

支払利息 113 118

固定資産除却損 7 4

為替差損 56 199

その他 45 48

営業外費用合計 222 371

経常利益 3,997 2,321

特別利益   

固定資産売却益 1 2

特別利益合計 1 2

特別損失   

固定資産売却損 74 －

固定資産除却損 4 2

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 53 －

環境対策費 11 －

災害による損失 － 252

賞与引当金繰入額 － 127

特別損失合計 144 382

税金等調整前四半期純利益 3,853 1,941

法人税等合計 1,356 254

少数株主損益調整前四半期純利益 2,497 1,687

少数株主利益 473 439

四半期純利益 2,023 1,247



（四半期連結包括利益計算書） 
（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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 2,497 1,687

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △576 △36

為替換算調整勘定 402 1,597

その他の包括利益合計 △174 1,560

四半期包括利益 2,323 3,247

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,588 2,548

少数株主に係る四半期包括利益 734 698



該当事項はありません。 

  

Ⅰ 前第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） 

１．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 
  

（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。 

  

２．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。  

  

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日） 

１．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 
    

（注）１．セグメント利益の調整額24百万円は、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。 

  

２．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。 

  

該当事項はありません。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

  
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

  
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 5,258 5,600 1,780 11,623 5,437 29,700 － 29,700

セグメント間の内部売

上高又は振替高 
4,311 14 4 210 0 4,542 (4,542) －

計 9,569 5,614 1,785 11,834 5,438 34,242 (4,542) 29,700

 セグメント利益又は損失

（△） 
(338) 69 229 1,752 763 2,476 24 2,501

（５）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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