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  （百万円未満切捨て）

（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２四半期  72,893  10.2  4,079  461.1  5,125  －  2,927  202.8

25年３月期第２四半期  66,143  10.6  726  △84.3  191  △95.6  966  △58.0

（注）包括利益 26年３月期第２四半期 8,082百万円（ ％） －   25年３月期第２四半期 △1,826百万円 （ ％） －

  
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 

26年３月期第２四半期  93.86  －

25年３月期第２四半期  30.99  －

  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２四半期  144,273  66,822  39.7  1,834.66

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２四半期 57,231百万円   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  － 22.00     

26年３月期（予想）     － 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、対前期増減率）

  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 

通期  145,000  15.1  8,500  805.4  9,300  258.0  5,700  125.3  182.72

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 有



※  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２Ｑ 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２Ｑ 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２Ｑ 31,194,797株 25年３月期２Ｑ 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２四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

国では個人消費及び住宅関連が引続き好調で雇用の回復傾向も見られ、景気回復は緩やかに拡大が続きましたが、

欧州経済は依然として低迷から脱却できず、中国その他の新興国でも経済成長が鈍化し、先行き不透明な状況が続

きました。 

一方、国内経済につきましては、経済対策や金融緩和政策に対する期待感から円安と株価上昇が進み、輸出が改

善するなど、回復の傾向が見られました。 

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 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、売上高は為替変動の影響もあり 百万円（前年同期比 ％増）となりましたが、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、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 百万円の利益（前年同期比 ％減）となりました。 

連結経常利益は 百万円（前年同期は 百万円の利益）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２四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 百万円増加し、 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 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２四半期連結累計期間においては、主としてアジア地域の売上増加により営業利益は期初の計画を上回りま

したが、第１四半期連結累計期間において発生した為替差益がアジア通貨に対する円高によって大幅に減少したこ

と等により、経常利益及び当期純利益は期初の計画を下回りました。下期においては、主として南米地域及びタイ

国子会社の売上減少により各利益が期初の計画を下回る見通しです。 

このような状況を考慮し、平成25年７月31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 （前期

比 ％増）、連結当期純利益 （前期比 ％増）といたします。 

なお、下期の主要通貨の想定為替レートは、93円/US$、3円/バーツ、42円/レアルです。   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

72,893 10.2

4,079 461.1
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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） 

（有形固定資産の減価償却方法の変更） 

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、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。 

平成27年３月期より開始する第12次中期計画（次期３ヵ年計画）に関連し、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・考え方を決定いたしました。当該決定は、 近の顧客における部品の共通化に

よる汎用部品の需要増大に対応するため、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、汎用部

品の生産を中心とした多額の設備投資を行い、当連結会計年度においてタイ国及びインド所在の連結子会社、翌連

結会計年度において当社及びその他の連結子会社でこれらの設備が稼働していくことにより、主に汎用部品に対応

した生産体制としていくことを決定したものです。 

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、顧客における部品の共通化が進みつつあり、当連結会計年度及び翌連結会計年度において、新規設備の稼

働に伴い、生産が概ね安定的となっていきます。 

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等を検討した結果、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、第１四半期会計期間において汎用部品に対応した生産設備が稼働したタイ国及びインド所在の連結

子会社について、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２四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27年３月期より開始する第12次中期計画（次期３カ年計画）に関連し、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・考え方を決定いたしました。これにより、汎用部品の生産を中心とした設備投

資を行い、主に汎用部品に対応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、このような汎用部品に対応した生産体制へ

の移行による四輪製品にかかる多数の新規設備が稼動開始したことに加え、洪水により被災した機械装置に対して

大規模修繕を行ったことを契機に、使用実績の調査等を行った結果、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、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２四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

1,100
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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２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,969 6,918

受取手形及び売掛金 12,959 16,495

商品及び製品 3,352 3,447

仕掛品 3,831 3,916

原材料及び貯蔵品 10,145 10,630

繰延税金資産 1,158 1,212

その他 7,189 7,496

貸倒引当金 △0 △133

流動資産合計 47,605 49,983

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 24,397 30,482

減価償却累計額 △12,773 △13,752

建物及び構築物（純額） 11,624 16,729

機械装置及び運搬具 140,048 156,830

減価償却累計額 △104,809 △113,396

減損損失累計額 △114 △123

機械装置及び運搬具（純額） 35,124 43,310

工具、器具及び備品 6,643 7,305

減価償却累計額 △5,581 △6,034

工具、器具及び備品（純額） 1,062 1,271

土地 3,940 3,948

建設仮勘定 17,893 11,561

有形固定資産合計 69,644 76,822

無形固定資産   

ソフトウエア 251 253

ソフトウエア仮勘定 303 484

その他 24 26

無形固定資産合計 579 764

投資その他の資産   

投資有価証券 6,965 7,250

出資金 3,563 3,569

長期貸付金 32 35

繰延税金資産 2,497 2,973

その他 2,604 2,927

貸倒引当金 △52 △52

投資その他の資産合計 15,610 16,703

固定資産合計 85,835 94,290

資産合計 133,441 144,273



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 10,544 11,830

短期借入金 13,930 20,534

1年内返済予定の長期借入金 4,972 4,356

1年内償還予定の社債 1,225 925

未払金 9,085 7,099

未払費用 6,575 6,530

未払法人税等 567 982

繰延税金負債 6 －

賞与引当金 1,298 1,849

役員賞与引当金 57 25

製品補償引当金 28 37

その他 1,643 854

流動負債合計 49,936 55,026

固定負債   

社債 625 312

長期借入金 20,463 19,175

繰延税金負債 1,371 1,662

退職給付引当金 1,082 1,015

その他 571 258

固定負債合計 24,113 22,424

負債合計 74,049 77,451

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 55,288

自己株式 △6 △6

株主資本合計 58,666 60,970

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 2,636

為替換算調整勘定 △8,970 △6,374

その他の包括利益累計額合計 △6,504 △3,738

少数株主持分 7,229 9,590

純資産合計 59,392 66,822

負債純資産合計 133,441 144,273



（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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 66,143 72,893

売上原価 59,663 62,439

売上総利益 6,479 10,454

販売費及び一般管理費 5,752 6,375

営業利益 726 4,079

営業外収益   

受取利息 167 65

受取配当金 56 230

為替差益 － 1,167

その他 247 370

営業外収益合計 471 1,834

営業外費用   

支払利息 275 435

固定資産除却損 56 42

為替差損 547 －

その他 127 310

営業外費用合計 1,007 788

経常利益 191 5,125

特別利益   

固定資産売却益 42 40

受取保険金 2,828 1,461

特別利益合計 2,870 1,501

特別損失   

固定資産売却損 4 12

固定資産除却損 4 45

災害による損失 1,846 －

訴訟関連損失 55 －

特別損失合計 1,911 58

税金等調整前四半期純利益 1,150 6,568

法人税等 1,267 1,959

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△116 4,608

少数株主利益又は少数株主損失（△） △1,083 1,680

四半期純利益 966 2,927



（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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△116 4,608

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △672 170

為替換算調整勘定 △1,037 3,303

その他の包括利益合計 △1,709 3,473

四半期包括利益 △1,826 8,082

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △724 5,693

少数株主に係る四半期包括利益 △1,102 2,388



（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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25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 1,150 6,568

減価償却費 5,139 5,766

災害による損失 1,846 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 0 139

賞与引当金の増減額（△は減少） 319 542

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △38 △33

製品補償引当金の増減額（△は減少） △251 8

退職給付引当金の増減額（△は減少） △108 △88

受取利息及び受取配当金 △224 △296

支払利息 275 435

為替差損益（△は益） 101 316

受取保険金 △2,828 △1,461

有形固定資産除売却損益（△は益） 23 61

売上債権の増減額（△は増加） 54 △2,559

たな卸資産の増減額（△は増加） △750 258

仕入債務の増減額（△は減少） 198 525

その他 △2,367 △1,430

小計 2,539 8,754

利息及び配当金の受取額 213 297

利息の支払額 △231 △450

保険金の受取額 2,828 1,461

法人税等の支払額 △979 △1,713

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,371 8,349

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 1,384 －

有形固定資産の取得による支出 △13,940 △13,937

有形固定資産の売却による収入 44 58

無形固定資産の取得による支出 △62 △235

投資有価証券の取得による支出 △23 △37

貸付けによる支出 △31 △43

貸付金の回収による収入 17 40

その他 6 △22

投資活動によるキャッシュ・フロー △12,604 △14,176



（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25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） 852 6,439

長期借入れによる収入 11,876 163

長期借入金の返済による支出 △3,159 △1,900

社債の償還による支出 △612 △612

自己株式の取得による支出 － △0

配当金の支払額 △530 △623

少数株主への配当金の支払額 △41 △23

その他 △31 △17

財務活動によるキャッシュ・フロー 8,353 3,424

現金及び現金同等物に係る換算差額 △107 1,069

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 12 △1,333

現金及び現金同等物の期首残高 9,892 9,496

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,905 8,163



該当事項はありません。   

   

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24年４月１日 至 平成24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．セグメント利益又は損失（△）の調整額47百万円は、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。 

  

Ⅱ  当第２四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日  至 平成25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 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。 

  

（４）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  18,820 13,941 2,968 22,154 8,258  66,143 － 66,143

セグメント間の内部売
上高又は振替高 

 13,032 33 0 735 14  13,817  △13,817 －

計  31,853 13,974 2,969 22,890 8,273  79,960  △13,817 66,143

セグメント利益又は損失
（△） 

 1,480 381 343 △2,149 623  679  47 726

  
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  16,907  14,527  2,775  30,823  7,860  72,893  －  72,893

セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 11,465  33  0  831  0  12,330  △12,330  －

計  28,372  14,561  2,775  31,655  7,860  85,224  △12,330  72,893

 セグメント利益  1,337  358  233  1,677  245  3,853  225  4,079

225



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、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２四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２四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。  

   

1,100

362
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