
平成24年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成23年8月9日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 ムサシ 上場取引所 大 

コード番号 7521 URL http://www.musashinet.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 小林 厚一

問合せ先責任者 （役職名） 常務取締役財務部長 （氏名） 青坂 修司 TEL 03-3546-7710
四半期報告書提出予定日 平成23年8月10日

配当支払開始予定日 ―

四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無

四半期決算説明会開催の有無 ： 無

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 9,262 △9.2 382 △17.2 428 △16.5 206 △8.1

23年3月期第1四半期 10,202 16.5 462 453.6 513 205.9 224 388.5

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 211百万円 （42.8％） 23年3月期第1四半期 147百万円 （―％）

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 25.97 ―

23年3月期第1四半期 28.25 ―

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 38,807 23,487 60.5
23年3月期 40,129 23,379 58.3

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  23,487百万円 23年3月期  23,379百万円

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 ― 13.00 28.00

24年3月期 ―

24年3月期（予想） 10.00 ― 10.00 20.00

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  ：  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

第2四半期(累計) 20,935 △1.5 524 △55.4 576 △53.9 309 △41.3 38.94
通期 42,688 △2.1 1,058 △43.4 1,143 △43.3 634 △6.1 79.83



(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  ：  無  

(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、四半期財務諸表に対する四
半期レビュー手続が実施中です。 

※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予想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Ｐ.２
「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」をご覧下さい。 

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 7,950,000 株 23年3月期 7,950,000 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 5,804 株 23年3月期 5,804 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 7,944,196 株 23年3月期1Q 7,945,019 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わが国経済は、東日本大震災による甚大な被害が企業の生産活動にも大き

な影響を与え、設備投資や個人消費は低調に推移しました。また、米国の景気回復の遅れや欧州の財政危機等に

より円高基調が続いており、先行きの不透明感を払拭できない状況になっております。 

 このような状況のもと、当社グループの各セグメントの概況は以下の通りであります。 

 （情報・印刷・産業システム機材） 

 情報システム機材は、文書のデジタル化業務の受注は概ね順調に推移しましたが、スキャナーなどドキュメン

トの電子化機器の販売が若干落ち込みました。  

 印刷システム機材は、印刷需要の低迷が長期化する中、印刷材料の販売は概ね順調に推移したものの、顧客の

設備投資の冷え込みが大きく印刷機器の販売が落ち込みました。  

 （金融汎用・選挙システム機材） 

 金融汎用システム機材は、鍵やＩＤカードの管理機などセキュリティ機器の販売は好調に推移しましたが、金

融市場における機器の更新需要が低迷したため貨幣処理機器の販売が若干落ち込みました。  

 選挙システム機材は、統一地方選挙をはじめとする各地方選挙向け機材の販売が順調に推移いたしました。  

 （紙・紙加工品） 

 紙・紙加工品は、企業の広告宣伝活動縮小の影響により、チラシ・カタログ向け印刷用紙の販売が若干落ち込

みました。 

 （その他）  

 不動産賃貸業等は、堅調に推移いたしました。  

 この結果、当第１四半期連結累計期間の業績は売上高92億62百万円（前年同四半期比9.2％減）、営業利益３億

82百万円（前年同四半期比17.2％減）、経常利益４億28百万円（前年同四半期比16.5％減）、四半期純利益２億

６百万円（前年同四半期比8.1％減）となりました。 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

 当第１四半期連結会計期間末における流動資産は281億63百万円となり、前連結会計年度末に比べ12億49百万円

減少いたしました。減少の主な要因は、受取手形及び売掛金の減少（25億41百万円）、商品及び製品の減少（２

億28百万円）及び流動資産の「その他」の減少（３億70百万円）、増加の主な要因は、現金及び預金の増加（19

億19百万円）であります。固定資産は、106億44百万円となり、前連結会計年度末に比べ73百万円減少いたしまし

た。 

 この結果、総資産は、388億７百万円となり、前連結会計年度末に比べ13億22百万円減少いたしました。  

（負債） 

 当第１四半期連結会計期間末における流動負債は128億34百万円となり、前連結会計年度末に比べ13億87百万円

減少いたしました。減少の主な要因は、支払手形及び買掛金の減少（14億65百万円）であります。固定負債は24

億85百万円となり、前連結会計年度末に比べ43百万円減少いたしました。減少の主な要因は、役員退職慰労引当

金の減少（45百万円）であります。 

 この結果、負債合計は、153億19百万円となり、前連結会計年度末に比べ14億30百万円減少いたしました。  

（純資産） 

 当第１四半期連結会計期間末における純資産合計は234億87百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億７百万

円増加いたしました。これは主に四半期純利益２億６百万円及び剰余金の配当１億３百万円によるものでありま

す。 

 この結果、自己資本比率は60.5%（前連結会計年度末は58.3%）となりました。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 連結業績予想につきましては、当第１四半期連結累計期間の業績は、各事業とも厳しい環境にあるものの概ね計

画通りに進捗しており、前回公表(平成23年５月17日)いたしました第２四半期累計期間及び通期の連結業績予想数

値に変更はありません。  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（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 

 該当事項はありません。  

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。   

  

該当事項はありません。  

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期連結財務諸表 
（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 13,961 15,880

受取手形及び売掛金 12,240 9,699

商品及び製品 1,719 1,490

仕掛品 113 49

原材料及び貯蔵品 288 375

その他 1,131 761

貸倒引当金 △42 △93

流動資産合計 29,412 28,163

固定資産   

有形固定資産 3,822 3,779

無形固定資産 168 176

投資その他の資産 6,725 6,688

固定資産合計 10,717 10,644

資産合計 40,129 38,807

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 8,903 7,438

短期借入金 3,537 3,537

未払法人税等 150 21

賞与引当金 437 217

製品保証引当金 150 150

その他 1,042 1,470

流動負債合計 14,221 12,834

固定負債   

退職給付引当金 199 204

役員退職慰労引当金 887 841

資産除去債務 30 30

その他 1,412 1,409

固定負債合計 2,529 2,485

負債合計 16,750 15,319

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,208 1,208

資本剰余金 2,005 2,005

利益剰余金 20,212 20,315

自己株式 △7 △7

株主資本合計 23,418 23,521

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △39 △34

その他の包括利益累計額合計 △39 △34

純資産合計 23,379 23,487

負債純資産合計 40,129 38,807
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（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 10,202 9,262

売上原価 7,999 7,226

売上総利益 2,202 2,036

販売費及び一般管理費 1,740 1,653

営業利益 462 382

営業外収益   

受取利息 16 14

受取配当金 26 24

持分法による投資利益 5 0

その他 17 16

営業外収益合計 65 56

営業外費用   

支払利息 10 9

その他 3 0

営業外費用合計 14 10

経常利益 513 428

特別利益   

償却債権取立益 1 －

貸倒引当金戻入額 30 －

特別利益合計 32 －

特別損失   

固定資産除却損 0 －

投資有価証券評価損 3 4

会員権売却損 0 0

会員権評価損 － 5

役員退職慰労引当金繰入額 9 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 27 －

特別損失合計 40 10

税金等調整前四半期純利益 505 418

法人税、住民税及び事業税 123 77

法人税等調整額 157 135

法人税等合計 281 212

少数株主損益調整前四半期純利益 224 206

四半期純利益 224 206
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（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 224 206

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △76 4

持分法適用会社に対する持分相当額 0 0

その他の包括利益合計 △76 4

四半期包括利益 147 211

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 147 211
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 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  

(単位：百万円）

（注）１． 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一致しております。  

  

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  

(単位：百万円）

（注）１． 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一致しております。  

  

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

  

  

報告セグメント  

調整額 

 (注)１ 

四半期連結

損益計算書

計上額 

(注)２  

情報・印刷・
産業システム
機材 

金融汎用・選
挙システム機
材 

紙・紙加工品 その他 合計

売上高               

(1）外部顧客への売上高  6,938 1,507 1,702 54  10,202  － 10,202

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 0 － 0 69  69  △69 －

計  6,938 1,507 1,702 124  10,271  △69 10,202

セグメント利益又は損

失（△） 
 449 △18 △8 38  461  0 462

  

  

報告セグメント  

調整額 

 (注)１ 

四半期連結

損益計算書

計上額 

(注)２  

情報・印刷・
産業システム
機材 

金融汎用・選
挙システム機
材 

紙・紙加工品 その他 合計

売上高               

(1）外部顧客への売上高  5,911 1,686 1,607 57  9,262  － 9,262

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 0 － 0 66  67  △67 －

計  5,912 1,686 1,607 123  9,330  △67 9,262

セグメント利益又は損

失（△） 
 △11 360 △6 39  381  0 382

（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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