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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年9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2四半期 59,818 △7.8 4,640 △35.7 4,353 △39.4 2,304 △38.8

23年3月期第2四半期 64,850 37.3 7,215 ― 7,179 475.0 3,766 370.3

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 2,415百万円 （32.7％） 23年3月期第2四半期 1,820百万円 （―％）

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2四半期 73.87 ―

23年3月期第2四半期 120.75 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 99,858 56,490 48.1
23年3月期 96,299 55,686 48.6

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  48,060百万円 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 ― 17.00

24年3月期（予想） ― 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、対前期増減率）

（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

通期 124,600 △1.9 10,900 △14.6 11,100 △12.6 6,400 △30.3 205.13



(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３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2Q 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2Q 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2Q 31,194,918 株 23年3月期2Q 31,195,066 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四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

が続く一方、アジア及びその他の新興国需要は、着実に上昇しました。国内経済は、東日本大震災の影響で低下した

企業の生産活動がサプライチェーンの早期復旧などにより持ち直したものの、電力供給の制約や急激な円高の進行等

により、先行き不透明な状況が続きました。 

 このような環境の中、当第２四半期連結累計期間における連結売上高は59,818百万円（前年同期比7.8％減）、営

業損益は4,640百万円の営業利益（前年同期比35.7%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14,528百万円（前

年同期比20.6％減）となり、セグメント損益は81百万円の利益（前年同期比94.4%減）となりました。 

 北米地域は、主要販売先の減産に伴う販売減により、売上高は9,201百万円（前年同期比23.6％減）となり、セグ

メント損益は281百万円の損失（前年同期は192百万円の利益）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により、売上高は3,598百万円（前年同期比6.2％増）となり、セ

グメント損益は488百万円の利益（前年同期比27.9%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一方、四輪車用製品の主要販売先の減産に伴う販売減により、売上

高は21,503百万円（前年同期比0.1％減）となり、セグメント損益は2,946百万円の利益（前年同期比17.5％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により、売上高は10,987百万円（前年同期比14.2％増）となり、

セグメント損益は1,410百万円の利益（前年同期比10.2%増）となりました。 

 連結経常利益は4,353百万円（前年同期比39.4%減）となり、四半期純利益は2,304百万円（前年同期比38.8%減）と

なりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

①当第２四半期連結会計期間末の連結財政状態  

 当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前期末に比べて3,558百万円増加し、99,858百万円となりました。  

 流動資産は、前期末に比べて451百万円増加し、40,408百万円となりました。主な要因は、受取手形及び売掛金の

増加1,974百万円等によるものです。 

 固定資産は、前期末に比べて3,107百万円増加し、59,450百万円となりました。主な要因は、有形固定資産の増加

3,607百万円等によるものです。 

 負債は、前期末に比べて2,754百万円増加し、43,368百万円となりました。主な要因は、未払金の増加2,944百万円

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804百万円増加し、56,490百万円となりました。主な要因は、利

益剰余金の増加1,836百万円、少数株主持分の減少471百万円等によるものです。 

  

②当第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は4,689百万円となりました。主なプラス要因

は、税金等調整前四半期純利益3,960百万円、減価償却費4,731百万円等です。主なマイナス要因は、売上債権の増加

1,954百万円等です。 

 投資活動の結果使用した資金は4,197百万円となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出5,807百万

円等によるものです。 

 財務活動の結果使用した資金は651百万円となりました。主な要因は、社債の償還による支出1,112百万円等による

ものです。 

 この結果、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は9,589百万円となりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 通期の見通しにつきましては、円高の進展及びタイの洪水による売上減少影響等、先行き不透明な状況が予想され

ますが、他地域での生産・販売は順調に推移しております。 

このような状況を考慮し、平成23年８月１日に公表いたしました業績予想を変更し、連結売上高124,600百万円

（前期比1.9%減）、連結営業利益10,900百万円（前期比14.6%減）、連結経常利益11,100百万円（前期比12.6%減）、

連結当期純利益6,400百万円（前期比30.3%減）といたします。 

なお、タイの当社連結子会社ムサシオートパーツカンパニー・リミテッドの第一工場は洪水により敷地及び建物が

浸水しておりますが、現時点では物的被害の詳細について把握できておらず、被害額を合理的に算定できる状況にな

いため、通期業績予想には反映しておりません。今後業績に重要な影響を与えることが判明した場合には、速やかに

お知らせいたします。 

主要通貨の下期の想定為替レートは、75.50円/US$、2.50円/バーツ、44.50円/レアルです。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報



（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、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する方法によっております。 

 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。 

  

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２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 9,370 6,828

受取手形及び売掛金 10,927 12,901

商品及び製品 3,713 2,913

仕掛品 3,358 3,396

原材料及び貯蔵品 7,253 7,748

繰延税金資産 827 1,044

その他 4,514 5,582

貸倒引当金 △8 △6

流動資産合計 39,956 40,408

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 23,345 23,638

減価償却累計額及び減損損失累計額 △11,914 △12,380

建物及び構築物（純額） 11,431 11,258

機械装置及び運搬具 119,502 120,373

減価償却累計額及び減損損失累計額 △96,434 △97,933

機械装置及び運搬具（純額） 23,068 22,440

工具、器具及び備品 6,109 6,240

減価償却累計額及び減損損失累計額 △4,987 △5,233

工具、器具及び備品（純額） 1,122 1,007

土地 3,709 3,686

建設仮勘定 3,777 8,324

有形固定資産合計 43,109 46,717

無形固定資産   

ソフトウエア 293 247

その他 39 25

無形固定資産合計 333 273

投資その他の資産   

投資有価証券 5,210 4,110

出資金 1,030 1,030

長期貸付金 34 37

繰延税金資産 4,025 4,626

その他 2,649 2,704

貸倒引当金 △50 △50

投資その他の資産合計 12,899 12,459

固定資産合計 56,342 59,450

資産合計 96,299 99,858



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 9,247 7,966

短期借入金 8,665 10,643

1年内償還予定の社債 4,725 4,225

未払金 2,590 5,534

未払費用 4,753 5,593

未払法人税等 1,465 1,387

繰延税金負債 5 24

賞与引当金 1,123 1,684

役員賞与引当金 101 37

製品補償引当金 29 28

その他 668 897

流動負債合計 33,376 38,023

固定負債   

社債 3,075 2,462

長期借入金 1,004 529

繰延税金負債 175 67

退職給付引当金 2,560 1,356

その他 421 929

固定負債合計 7,236 5,345

負債合計 40,613 43,368

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 50,011

自己株式 △6 △6

株主資本合計 53,856 55,693

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 1,210

為替換算調整勘定 △8,952 △8,843

その他の包括利益累計額合計 △7,071 △7,632

少数株主持分 8,900 8,429

純資産合計 55,686 56,490

負債純資産合計 96,299 99,858



（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２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 64,850 59,818

売上原価 52,605 49,926

売上総利益 12,244 9,892

販売費及び一般管理費 5,029 5,251

営業利益 7,215 4,640

営業外収益   

受取利息 83 200

受取配当金 47 61

その他 302 256

営業外収益合計 434 518

営業外費用   

支払利息 225 150

固定資産除却損 14 16

為替差損 148 537

その他 82 100

営業外費用合計 470 805

経常利益 7,179 4,353

特別利益   

固定資産売却益 2 32

特別利益合計 2 32

特別損失   

固定資産売却損 74 5

固定資産除却損 4 16

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 － 276

賞与引当金繰入額 － 127

特別損失合計 144 425

税金等調整前四半期純利益 7,037 3,960

法人税等 2,394 975

少数株主損益調整前四半期純利益 4,643 2,984

少数株主利益 876 680

四半期純利益 3,766 2,304



（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 4,643 2,984

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △291 △670

為替換算調整勘定 △2,530 101

その他の包括利益合計 △2,822 △568

四半期包括利益 1,820 2,415

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,171 1,743

少数株主に係る四半期包括利益 648 672



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30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 7,037 3,960

減価償却費 5,398 4,731

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 53 －

のれん償却額 2 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △6 △0

賞与引当金の増減額（△は減少） 229 557

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 21 △63

製品補償引当金の増減額（△は減少） △0 △0

退職給付引当金の増減額（△は減少） 154 △1,205

受取利息及び受取配当金 △131 △262

支払利息 225 150

為替差損益（△は益） △13 279

有形固定資産除売却損益（△は益） 91 5

売上債権の増減額（△は増加） △632 △1,954

たな卸資産の増減額（△は増加） 95 △545

仕入債務の増減額（△は減少） △381 △226

その他 266 576

小計 12,410 6,001

利息及び配当金の受取額 131 260

利息の支払額 △230 △157

法人税等の支払額 △1,359 △1,415

営業活動によるキャッシュ・フロー 10,952 4,689

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 － △1,953

定期預金の払戻による収入 － 3,478

有形固定資産の取得による支出 △4,062 △5,807

有形固定資産の売却による収入 423 138

無形固定資産の取得による支出 △14 △40

投資有価証券の取得による支出 △17 △20

貸付金の回収による収入 10 11

貸付けによる支出 △23 △14

その他 109 9

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,574 △4,197



（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

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） △2,587 2,015

長期借入れによる収入 258 395

長期借入金の返済による支出 △346 △302

社債の償還による支出 △800 △1,112

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △467 △467

少数株主への配当金の支払額 △857 △1,143

その他 △50 △35

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,852 △651

現金及び現金同等物に係る換算差額 △303 5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,222 △153

現金及び現金同等物の期首残高 5,929 9,742

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △167 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,984 9,589



該当事項はありません。  

  

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９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341百万円は、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。 

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、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２四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年９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△4百万円は、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。   

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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 18,290 12,036 3,386 21,517 9,620 64,850 － 64,850

セグメント間の内部売

上高又は振替高 
7,566 41 1 254 3 7,866 △7,866 －

計 25,857 12,077 3,387 21,771 9,623 72,716 △7,866 64,850

 セグメント利益 1,447 192 381 3,572 1,279 6,874 341 7,215

  
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 14,528 9,201 3,598 21,503 10,987 59,818 － 59,818

セグメント間の内部売

上高又は振替高 
9,144 19 40 470 30 9,704 △9,704 －

計 23,672 9,220 3,638 21,973 11,017 69,523 △9,704 59,818

 セグメント利益又は損失

（△） 
81 △281 488 2,946 1,410 4,644 △4 4,640

（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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