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（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 ％ 

26年３月期第１四半期  35,326  4.3  2,342  270.5  3,910  298.9  1,984  85.1

25年３月期第１四半期  33,862  14.0  632  △74.7  980  △57.8  1,071  △14.1

（注）包括利益 26年３月期第１四半期 6,654百万円（ ％） 143.2   25年３月期第１四半期 2,736百万円 （ ％） △15.7

  
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 

26年３月期第１四半期  63.61  －

25年３月期第１四半期  34.36  －

  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 

26年３月期第１四半期  139,955  65,395  40.3  1,809.98

25年３月期  133,441  59,392  39.1  1,672.14

（参考）自己資本 26年３月期第１四半期 56,461百万円   25年３月期 52,162百万円 

  
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 
25年３月期  － 20.00 － 20.00  40.00

26年３月期  －       
26年３月期（予想）   22.00 － 22.00  44.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

３．平成26年３月期の連結業績予想（平成25年４月１日～平成26年３月31日）

  （％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

  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）  69,800  5.5  3,800  423.4  5,300  －  3,100  220.9  99.38

通期  143,800  14.1  9,100  870.1  10,200  292.8  6,100  141.2  195.54

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 有

連結業績予想の修正につきましては、本日（平成25年７月31日）公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」

をご参照ください。



※  注記事項 

  

 

  

（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 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（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。

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                      ： 有

③  会計上の見積りの変更                        ： 有

④  修正再表示                                  ： 無

（注）「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。詳

細は、添付資料３ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 （３）会計方針の変更・会計上の見積り

の変更・修正再表示」をご覧ください。

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年３月期１Ｑ 31,200,000株 25年３月期 31,200,000株

②  期末自己株式数 26年３月期１Ｑ 5,237株 25年３月期 5,157株

③  期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期１Ｑ 31,194,832株 25年３月期１Ｑ 31,194,896株

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。

 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)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。
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（１）経営成績に関する説明 

当第１四半期連結累計期間における当社グループ（当社及び連結子会社、以下同じ）を取り巻く経済情勢は、米

国で個人消費の拡大が続くなど景気が回復基調にあるものの、欧州では債務危機の長期化による景気低迷から脱却

できず、新興国でも成長ペースが鈍化し、不安定な状態が続きました。 

一方、国内経済につきましては、新政権による金融緩和政策により円安・株価上昇が進み、輸出が改善するなど、

回復の兆しが見えてきました。 

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 百万円（前年同期比 ％増）、

営業損益は 百万円の営業利益（前年同期比 ％増）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い販売が減少したことや軽自動車向け部品

の構成が高まったこと等により、売上高は 百万円（前年同期比 ％減）となり、セグメント損益は 百万

円の利益（前年同期比 ％減）となりました。 

北米地域は、四輪車の機構変化による既存部品との切り替えのため主要取引先への販売が減少したこと等によ

り、売上高は 百万円（前年同期比 ％減）となり、セグメント損益は 百万円の利益（前年同期比 ％

減）となりました。 

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

り、セグメント損益は 百万円の利益（前年同期比 ％減）となりました。 

アジア地域は、四輪車用製品の販売が増加したこと等により、売上高は 百万円（前年同期比 ％増）と

なりましたが、セグメント損益はタイ洪水影響の回復や円安効果により 百万円の利益（前年同期は 百万

円の損失）となりました。 

南米地域は、二輪車用製品の販売が減少したこと等により、売上高は 百万円（前年同期比 ％減）とな

り、セグメント損益は 百万円の損失（前年同期は 百万円の利益）となりました。 

連結経常利益は 百万円（前年同期比 ％増）となり、四半期純利益は 百万円（前年同期比 ％

増）となりました。 

  

（２）財政状態に関する説明 

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 百万円増加し、 百万円となりました。 

流動資産は、前期末に比べて 百万円減少し、 百万円となりました。主な要因は、現金及び預金の減少

百万円等によるものです。 

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

加 百万円等によるものです。 

負債は、前期末に比べて 百万円増加し、 百万円となりました。主な要因は、短期借入金の増加 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 百万円増加し、 百万円となりました。主な要因

は、為替換算調整勘定の増加 百万円等によるものです。 

    

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

当第１四半期連結累計期間におきましては、生産効率の向上や費用削減などの取組みの効果に加え、為替レート

が円約に推移したことにより、各利益が期初の計画を上回る見通しです。 

このような状況を考慮し、平成25年４月26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 百万円（前期比 %増）、連結営業利益 百万円（前期比 %増）、連結経常利益 百万円（前

期 %増）、連結当期純利益 百万円（前期比 %増）といたします。 

詳細につきましては、本日（平成25年７月31日）公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参

照ください。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

35,326 4.3

2,342 270.5

8,425 12.0 983

4.2
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2,818

143,800 14 9,100 870 10,200
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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 

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。 

    

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

（有形固資産の減価償却の方法の変更） 

従来、有形固定資産（リース資産を除く）の減価償却方法として、定率法を採用していました一部の連結子会社

のうち、当第１四半期連結会計期間より、ムサシオートパーツカンパニー・リミテッド（タイ国）及びムサシオー

トパーツインディア・プライベートリミテッド（インド）について、定額法に変更しております。 

当連結会計年度である平成26年３月期は、第11次中期計画（現３ヵ年計画）の 終年度にあたり、第12次中期計

画（次期３ヵ年計画・12中）を策定するにあたり、各地域における事業環境、主要顧客の動向及び受注の状況等を

踏まえ、平成25年７月31日に開催の取締役会において設備投資計画の枠組み及び12中に向けた設備投資の考え方

（設備投資計画の枠組み・考え方）を決定いたしました。 

当該設備投資計画の枠組み・考え方は、2008年度の金融危機以降抑制していた設備投資に関して、主として当連

結会計年度及び翌連結会計年度の２年間にわたり、顧客における製品、部品の共有化等に対応し、新たな受注を踏

まえて、多額の設備投資の実施により設備を稼働していくこと及び生産体質の改善を行うことにより、汎用機械を

主体とした生産体制としていくことを決定したものです。 

タイ国所在の連結子会社においては洪水からの復旧、インド所在の連結子会社においてはバンガロール地区への

進出を契機に、前連結会計年度より設備投資を開始していますが、当連結会計年度における設備投資と合わせ、ま

た顧客からの受注に対応し、他地域に先行し、当連結会計年度より設備の稼働が開始されます。 

これにより、従来は、新機種立上り時の受注が多く、年数の経過とともに受注減少となる傾向がありましたが、

現在は、顧客における製品・部品の共有化が進みつつあり、当連結会計年度及び翌連結会計年度において、各地域

ごとに順次受注が概ね安定的になっていきます。 

これに伴い、今後の有形固定資産の設備投資の内容及び使用状況を検討した結果、有形固定資産を長期安定的に

使用していく見通しであることが確認されました。 

従いまして、耐用年数にわたり均等償却により費用配分を行うことが有形固定資産の実態をより適切に反映でき

るものと判断し、従来の償却方法を見直し、定額法を採用することが合理的と判断しました。 

この結果、従来の方法によった場合に比べ、当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前

四半期純利益はそれぞれ 百万円増加しております。 

  

（会計上の見積りの変更） 

（タイ国所在の連結子会社における機械装置にかかる耐用年数の変更） 

平成25年7月31日に開催の取締役会において設備投資計画の枠組み及び12中に向けた設備投資の考え方を決定

し、主として当連結会計年度及び翌連結会計年度の2年間にわたり、顧客における製品、部品の共有化等に対応

し、新たな受注を踏まえて、多額の設備投資の実施により設備を稼動していくこと及び生産体質の改善を行うこと

により、汎用機械を主体とした生産体制としていくこととしております。 

ムサシオートパーツカンパニー・リミテッド（タイ国）においては四輪製品にかかる多数の新規設備が稼動開始

しましたが、これを契機に設備更新のサイクルや使用実績等から耐用年数の見直しを行った結果、従来の耐用年数

よりも長期間使用が可能であることが明らかになりました。このことから、当第1四半期連結会計期間よりタイ国

所在の連結子会社における機械装置にかかる耐用年数を5年から8年に変更いたしました。 

この結果、従来の耐用年数によった場合に比べ、当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調

整前四半期純利益はそれぞれ 百万円増加しております。 

  

該当事項はありません。 

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

504
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３．継続企業の前提に関する重要事象等



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25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,969 4,794

受取手形及び売掛金 12,959 16,633

商品及び製品 3,352 3,304

仕掛品 3,831 4,016

原材料及び貯蔵品 10,145 10,208

繰延税金資産 1,158 1,076

その他 7,189 7,408

貸倒引当金 △0 △139

流動資産合計 47,605 47,304

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 24,397 29,082

減価償却累計額 △12,773 △13,492

建物及び構築物（純額） 11,624 15,590

機械装置及び運搬具 140,048 149,962

減価償却累計額 △104,809 △112,611

減損損失累計額 △114 △123

機械装置及び運搬具（純額） 35,124 37,227

工具、器具及び備品 6,643 7,187

減価償却累計額 △5,581 △5,969

工具、器具及び備品（純額） 1,062 1,218

土地 3,940 3,977

建設仮勘定 17,893 17,629

有形固定資産合計 69,644 75,643

無形固定資産   

ソフトウエア 251 238

ソフトウエア仮勘定 303 367

その他 24 24

無形固定資産合計 579 629

投資その他の資産   

投資有価証券 6,965 7,153

出資金 3,563 3,571

長期貸付金 32 35

繰延税金資産 2,497 2,704

その他 2,604 2,966

貸倒引当金 △52 △52

投資その他の資産合計 15,610 16,378

固定資産合計 85,835 92,651

資産合計 133,441 139,955



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 10,544 9,396

短期借入金 13,930 16,969

1年内返済予定の長期借入金 4,972 4,466

1年内償還予定の社債 1,225 925

未払金 9,085 9,045

未払費用 6,575 7,611

未払法人税等 567 585

繰延税金負債 6 96

賞与引当金 1,298 919

役員賞与引当金 57 12

製品補償引当金 28 28

その他 1,643 1,211

流動負債合計 49,936 51,268

固定負債   

社債 625 625

長期借入金 20,463 19,787

繰延税金負債 1,371 1,581

退職給付引当金 1,082 1,057

その他 571 240

固定負債合計 24,113 23,291

負債合計 74,049 74,560

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 52,984 54,344

自己株式 △6 △6

株主資本合計 58,666 60,026

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 2,466 2,587

為替換算調整勘定 △8,970 △6,152

その他の包括利益累計額合計 △6,504 △3,564

少数株主持分 7,229 8,933

純資産合計 59,392 65,395

負債純資産合計 133,441 139,955



（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24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 33,862 35,326

売上原価 30,337 29,941

売上総利益 3,524 5,385

販売費及び一般管理費 2,892 3,043

営業利益 632 2,342

営業外収益   

受取利息 93 19

受取配当金 22 40

為替差益 316 1,782

その他 100 227

営業外収益合計 533 2,069

営業外費用   

支払利息 122 184

固定資産除却損 20 6

その他 43 310

営業外費用合計 185 500

経常利益 980 3,910

特別利益   

固定資産売却益 36 7

受取保険金 1,690 －

特別利益合計 1,727 7

特別損失   

固定資産売却損 2 0

固定資産除却損 0 40

災害による損失 937 －

訴訟関連損失 58 －

特別損失合計 998 40

税金等調整前四半期純利益 1,709 3,877

法人税等 1,008 1,009

少数株主損益調整前四半期純利益 701 2,868

少数株主利益又は少数株主損失（△） △370 883

四半期純利益 1,071 1,984



（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24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 701 2,868

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △362 121

為替換算調整勘定 2,398 3,665

その他の包括利益合計 2,035 3,786

四半期包括利益 2,736 6,654

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 2,545 4,923

少数株主に係る四半期包括利益 191 1,731



該当事項はありません。 

   

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24年４月１日 至 平成24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．セグメント利益又は損失（△）の調整額△131百万円は、セグメント間取引消去であります。 

２．セグメント利益又は損失（△）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）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）

  
日本 北米 欧州 アジア 南米 合計 

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  9,576  7,201  1,548  10,815  4,721  33,862 －  33,862

セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 7,541  21  0  522  15  8,101  △8,101 － 

計  17,117  7,222  1,548  11,338  4,737  41,964  △8,101  33,862

セグメント利益又は損失

（△） 
 1,026  260  256  △1,308  528  763  △131  632



Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25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．セグメント利益又は損失（△）の調整額 百万円は、セグメント間取引消去であります。 

２．セグメント利益又は損失（△）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．報告セグメントの変更等に関する事項 

（有形固定資産の減価償却方法の変更） 

会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示に記載のとおり、連結子会社であるムサシオートパーツ

カンパニー・リミテッド（タイ国）及びムサシオートパーツインディア・プライベートリミテッド（インド）

は、従来、定率法を採用しておりましたが、当第１四半期連結会計期間より、定額法に変更しております。 

この結果、従来の方法によった場合に比べ、当第１四半期連結累計期間のセグメント利益が、「アジア」で

百万円増加しております。 

（耐用年数の変更） 

会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示に記載のとおり、連結子会社であるムサシオートパーツ

カンパニー・リミテッド（タイ国）における機械装置にかかる耐用年数を５年から８年に変更しております。 

この結果、従来の耐用年数によった場合に比べ、当第１四半期連結累計期間のセグメント利益が、「アジア」

で 百万円増加しております。 

  

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。 

  

  
日本 北米 欧州 アジア 南米 合計 

調整額 

(注1）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  8,425  7,140  1,348  14,733  3,678  35,326 －  35,326

セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 5,554  40  0  341  0  5,935  △5,935 － 

計  13,980  7,180  1,348  15,074  3,678  41,262  △5,935  35,326

セグメント利益又は損失

（△） 
 983  189  138  1,037  △19  2,328  13  2,342

13

504

123
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