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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 3,078 △14.9 147 △60.2 129 △58.4 77 △58.1

23年3月期第1四半期 3,617 55.0 369 ― 311 ― 186 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 126百万円 （△27.3％） 23年3月期第1四半期 173百万円 （―％）

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 12.59 ―

23年3月期第1四半期 30.07 ―

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

24年3月期第1四半期 14,198 7,912 55.7 1,279.11
23年3月期 14,554 7,879 54.1 1,273.68

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  7,912百万円 23年3月期  7,879百万円

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 ― 0.00 ― 15.00 15.00

24年3月期 ―

24年3月期（予想） 0.00 ― 15.00 15.00

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) 6,791 △6.0 405 △34.2 386 △25.9 239 △26.0 38.79
通期 15,038 5.2 1,302 17.7 1,378 39.3 845 67.3 136.65



(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

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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 6,546,200 株 23年3月期 6,546,200 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 359,884 株 23年3月期 359,884 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 6,186,316 株 23年3月期1Q 6,186,391 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世界経済は、中国をはじめとする新興国の高成長に支えられ、総じて緩やか

な回復基調にあるものの、米国の雇用問題の改善の遅れからの景気回復ペースの鈍化、欧州諸国のギリシャをはじめ

としたソブリンリスクの懸念など、不透明感が拡大しており、世界経済全体としては厳しい状況にあります。国内経

済は、東日本大震災の影響により、厳しいスタートから、サプライチェーンの復旧が急速に進んでおりますが、電力

問題や原油の高騰、円高の加速、政治の混迷などにより経済全体は依然足踏み状態が続いております。 

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１四半期連結累計期間の状況は、国内販売台数は東日本

大震災の影響により、774千台（前年同期比33.1%減）と前年を割込みました。輸出台数は730千台（前年同期比38.0%

減）となり、国内生産台数は1,524千台（前年同期比33.8%減）と厳しい状況となりました。 

このような状況の中、当社グループの連結売上高は3,078百万円（前年同期比14.9%減）となりました。東日本大

震災の影響により完成車メーカーの生産台数の大幅な減少により受注が減少する中、建設機械、産業機器関係の売上

と、輸出向けを中心にした自動車の部品メーカー向けの売上が、ほぼ通常通りに推移し、 小限の売上高減少にとど

まりました。損益につきましては、営業利益は147百万円（前年同期比60.2%減）、円高による利益押下げ要因もあり

経常利益は129百万円（前年同期比58.4%減）、四半期純利益は77百万円（前年同期比58.1%減）となりました。 

  

当第１四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１四半期連結累計期間におきましては、東日本大震災の影響があったものの、建設機械、産業機器の売上と

輸出向けを中心に環境対応車関連部品等の売上もあり、当事業の売上高は、2,925百万円（前年同期比15.3%減）と

小限の減少となりました。 

② その他 

当第１四半期連結累計期間におきましては、日本及び北米市場の消費の低迷により住宅市場が落ち込む中、主要

販売製品の連続ねじ締め機等の売上が減少し、その他の売上高は、153百万円（前年同期比6.9%減）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報  

（資産の部） 

 総資産は、14,198百万円となり、前連結会計年度末に比べ356百万円減少しました。主な増加は、受取手形及び売

掛金32百万円、機械装置及び運搬具98百万円であり、主な減少は、現金及び預金400百万円、たな卸資産135百万円で

あります。 

（負債の部） 

負債は、前連結会計年度末に比べ389百万円減少し6,285百万円となりました。主な増加は未払金133百万円、流動

負債のその他350百万円であり、主な減少は支払手形及び買掛金218百万円、未払法人税等264百万円、賞与引当金231

百万円であります。 

（純資産の部） 

純資産は、前連結会計年度末に比べ33百万円増加し、7,912百万円となりました。主な増加は四半期純利益77百万

円及び為替換算調整勘定37百万円であり、主な減少は、剰余金の配当金の92百万円によるものであります。 

以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末の54.1％から55.7％となりました。  

  

１．当四半期決算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 

平成24年３月期の第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想につきましては、平成23年７月27日に発表いた

しました業績予想を変更しておりません。なお、予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した予想であ

り、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績は今後様々な要因の変化によって大きく異なる結果となる可

能性があります。今後修正の必要性が生じた場合は、適時かつ適切に開示してまいります。 

  

（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．サマリー情報（その他）に関する事項
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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：千円）

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 4,059,898 3,659,866

受取手形及び売掛金 3,166,499 3,199,051

製品 494,766 421,833

仕掛品 215,357 209,611

原材料及び貯蔵品 328,020 270,751

繰延税金資産 192,043 220,730

その他 143,823 156,660

貸倒引当金 △7,075 △4,827

流動資産合計 8,593,334 8,133,678

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,826,865 4,786,234

減価償却累計額 △3,160,634 △3,134,690

建物及び構築物（純額） 1,666,230 1,651,544

機械装置及び運搬具 8,355,216 8,484,623

減価償却累計額 △7,047,272 △7,077,704

機械装置及び運搬具（純額） 1,307,943 1,406,918

土地 1,406,644 1,413,409

建設仮勘定 161,136 164,885

その他 4,346,910 4,402,077

減価償却累計額 △4,102,701 △4,155,725

その他（純額） 244,209 246,352

有形固定資産合計 4,786,163 4,883,110

無形固定資産 122,535 119,979

投資その他の資産   

投資有価証券 471,465 485,542

繰延税金資産 293,415 294,985

その他 310,725 304,002

貸倒引当金 △23,000 △22,980

投資その他の資産合計 1,052,606 1,061,550

固定資産合計 5,961,304 6,064,639

資産合計 14,554,638 14,198,317

㈱ムロコーポレーション（7264）　平成24年３月期　第１四半期決算短信

-4-



（単位：千円）

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 2,216,484 1,998,125

短期借入金 1,205,557 1,152,293

未払金 650,571 783,936

未払法人税等 328,613 64,049

賞与引当金 306,703 75,499

役員賞与引当金 32,500 9,925

災害損失引当金 68,223 37,380

その他 289,012 639,974

流動負債合計 5,097,666 4,761,183

固定負債   

長期借入金 840,000 806,060

退職給付引当金 389,764 377,997

役員退職慰労引当金 295,834 293,423

その他 51,966 46,700

固定負債合計 1,577,565 1,524,182

負債合計 6,675,231 6,285,365

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 6,234,918 6,220,038

自己株式 △182,442 △182,442

株主資本合計 8,051,862 8,036,982

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 66,486 77,907

為替換算調整勘定 △238,942 △201,937

その他の包括利益累計額合計 △172,455 △124,030

純資産合計 7,879,407 7,912,951

負債純資産合計 14,554,638 14,198,317
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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：千円）

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 3,617,826 3,078,802

売上原価 2,779,746 2,486,617

売上総利益 838,079 592,185

販売費及び一般管理費 468,772 445,174

営業利益 369,307 147,010

営業外収益   

受取利息 490 1,363

受取配当金 3,257 3,875

株式割当益 4,496 －

助成金収入 － 13,737

その他 4,702 9,883

営業外収益合計 12,946 28,860

営業外費用   

支払利息 12,208 8,577

為替差損 57,868 37,321

その他 253 95

営業外費用合計 70,329 45,994

経常利益 311,924 129,876

特別利益   

投資有価証券売却益 16,657 －

特別利益合計 16,657 －

特別損失   

固定資産除却損 345 11,605

その他 1,968 －

特別損失合計 2,313 11,605

税金等調整前四半期純利益 326,268 118,271

法人税、住民税及び事業税 128,427 70,231

法人税等調整額 11,803 △29,875

法人税等合計 140,230 40,356

少数株主損益調整前四半期純利益 186,037 77,914

四半期純利益 186,037 77,914
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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：千円）

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 186,037 77,914

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △40,474 11,420

為替換算調整勘定 28,153 37,004

その他の包括利益合計 △12,320 48,424

四半期包括利益 173,717 126,339

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 173,717 126,339

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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該当事項はありません。  

  

（セグメント情報） 

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．「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△146,430千円には、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。  

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．「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△162,441千円には、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。  

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。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

  （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  3,452,781  165,044  3,617,826  －  3,617,826

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

 －  －  －  －  －

計  3,452,781  165,044  3,617,826  －  3,617,826

セグメント利益  503,058  12,678  515,737  △146,430  369,307

  （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  2,925,076  153,726  3,078,802  －  3,078,802

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

 －  －  －  －  －

計  2,925,076  153,726  3,078,802  －  3,078,802

セグメント利益  300,410  9,041  309,452  △162,441  147,010
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該当事項はありません。  

  

  

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）その他の注記事項

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） 

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

 当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬

の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会

計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 
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