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(百万円未満切捨て)
１．平成27年３月期第２四半期の連結業績（平成26年４月１日～平成26年９月30日）

（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 ％

27年３月期第２四半期 149,333 13.2 9,578 8.8 11,367 11.7 4,965 ―

26年３月期第２四半期 131,950 14.6 8,800 74.6 10,179 138.4 △7,510 ―
(注) 包括利益 27年３月期第２四半期 4,182百万円( 595.1％) 26年３月期第２四半期 601百万円( 271.3％)
　

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

27年３月期第２四半期 110.94 ―

26年３月期第２四半期 △167.74 ―
　

　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

27年３月期第２四半期 260,896 71,435 22.8

26年３月期 258,186 68,011 21.9
(参考) 自己資本 27年３月期第２四半期 59,565百万円 26年３月期 56,657百万円
　　

　

２．配当の状況

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

26年３月期 ― ― ― 8.00 8.00

27年３月期 ― ―

27年３月期(予想) ― 10.00 10.00

(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27年３月期の連結業績予想（平成26年４月１日～平成27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 280,000 2.7 18,000 5.5 18,000 △11.9 9,000 28.1 201.07
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 社（社名） 、除外 社（社名）
　　

（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Ｐ．３「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（２）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

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有

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
　

（注）詳細は、添付資料Ｐ．３「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。

　

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 27年３月期２Ｑ 45,581,809株 26年３月期 45,581,809株

② 期末自己株式数 27年３月期２Ｑ 821,801株 26年３月期 821,307株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年３月期２Ｑ 44,760,287株 26年３月期２Ｑ 44,775,734株
　

　

※ 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連結財務諸表に対するレビュー手続きを実施しています。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

（決算補足説明資料の入手方法）
　当社は、平成26年12月２日にアナリスト向け説明会を開催する予定であります。この説明会で配布する決算補足説
明資料については、開催後当社ホームページに掲載する予定です。

決算短信 （宝印刷）  2014年11月05日 09時08分 2ページ （Tess 1.40 20131220_01）



株式会社ミツバ(7280) 平成27年３月期 第２四半期決算短信

－ 1 －

○添付資料の目次

　

　

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………2

（１）経営成績に関する説明 ………………………………………………………………………………2

（２）財政状態に関する説明 ………………………………………………………………………………2

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 …………………………………………………2

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項 ………………………………………………………………3

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ……………………………………………3

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ……………………………………………3

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 …………………………………………3

３．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………………………4

（１）四半期連結貸借対照表 ………………………………………………………………………………4

（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 …………………………………………6

四半期連結損益計算書

第２四半期連結累計期間 …………………………………………………………………………6

四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間 …………………………………………………………………………7

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 ……………………………………………………………8

（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項 ……………………………………………………………9

（継続企業の前提に関する注記） ……………………………………………………………………9

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） ……………………………………………9

（セグメント情報等） …………………………………………………………………………………9

　

決算短信 （宝印刷）  2014年11月05日 09時08分 3ページ （Tess 1.40 20131220_01）



株式会社ミツバ(7280) 平成27年３月期 第２四半期決算短信

－ 2 －

１．当四半期決算に関する定性的情報

（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我が国経済は、政府による金融政策や経済政策等により景気は緩やかな回

復基調で推移いたしました。しかしながら、消費税率引き上げに伴う駆け込み需要の反動に加え、円安による原

材料等の価格上昇もあり、当社を取巻く環境は厳しい状況にありました。

世界経済は、米国の雇用環境や個人消費の改善、住宅価格の上昇等により景気の回復基調が継続しました。し

かし、欧州経済は政府債務問題や政情不安もあり低水準の成長に留まりました。また、新興国におきましても中

国は経済成長率が低下、東南アジアや南米等では経済停滞などにより成長が鈍化し、先行きは依然として不透明

な状況が続いております。

このような環境のなか、当社グループの連結売上高は1,493億33百万円（前年同期比13.2％増）となりました。

北米での自動車販売が好調に推移したことと、中国での日本車販売の回復が主な要因です。連結営業利益は増収

効果により95億78百万円（前年同期比8.8％増）、連結経常利益は為替差益の発生で113億67百万円（前年同期比

11.7％増）、法人税等と少数株主利益を控除し、四半期純利益は49億65百万円（前年同期は75億10百万円の四半期

純損失）となりました。

セグメント情報は次のとおりです。

輸送用機器関連事業の売上高は1,437億17百万円（前年同期比13.1％増）となり、セグメント利益は92億24百万

円（前年同期比10.6％増）となりました。

情報サービス事業の売上高は52億89百万円（前年同期比16.0％増）となり、セグメント利益は１億38百万円

（前年同期比59.3％減）となりました。

その他事業は、売上高は14億19百万円（前年同期比8.0％増）、セグメント利益は２億９百万円（前年同期比

86.5％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における資産の残高は、2,608億96百万円（前連結会計年度末2,581億86百万円）

となり、27億10百万円増加しました。流動資産は1,493億95百万円となり７億92百万円増加し、固定資産は、

1,115億円となり19億17百万円増加しました。

流動資産は、受取手形及び売掛金が10億98百万円増加したことが主な要因です。固定資産は、無形固定資産が

８億81百万円増加したことが主な要因です。

当第２四半期連結会計期間末における負債の残高は、1,894億60百万円（前連結会計年度末1,901億74百万円）

となり、７億13百万円減少しました。流動負債は、1,215億２百万円となり88億54百万円増加し、固定負債は679

億58百万円となり95億68百万円減少しました。

流動負債は、短期借入金が92億84百万円増加したことが主な要因です。固定負債は、長期借入金が100億93百万

円減少したことが主な要因です。

当第２四半期連結会計期間末における純資産の残高は、714億35百万円（前連結会計年度末680億11百万円）と

なり、34億24百万円増加しました。これは利益剰余金の増加が主な要因です。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成27年３月期（平成26年４月１日～平成27年３月31日）連結業績予想につきましては、平成26年５月８日に

発表しました予想から修正は行っておりません。
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２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

特定子会社の異動はありませんが、第１四半期連結会計期間より、㈱両毛ビジネスサポート、㈱両毛インター

ネットデータセンター及び広州三葉電機（武漢）有限公司を連結の範囲に含めております。

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む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しております。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」という。）

及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年５月17日。以下「退職給

付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めにつ

いて第１四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期

間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更、割引率の決定方法を、退職給付の支払見込期間及び支払

見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更いたしました。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第２四

半期連結累計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加

減しております。

これによる損益及び財政状態に与える影響は軽微であります。
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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：百万円)

前連結会計年度
(平成26年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成26年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 43,523 41,100

受取手形及び売掛金 45,679 46,777

有価証券 505 527

商品及び製品 15,285 14,684

仕掛品 3,423 4,184

原材料及び貯蔵品 21,090 20,189

繰延税金資産 3,439 3,490

その他 15,803 18,583

貸倒引当金 △148 △141

流動資産合計 148,602 149,395

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 58,897 58,451

減価償却累計額 △38,895 △39,296

建物及び構築物（純額） 20,001 19,155

機械装置及び運搬具 118,721 119,799

減価償却累計額 △88,386 △89,502

機械装置及び運搬具（純額） 30,335 30,296

工具、器具及び備品 46,167 46,406

減価償却累計額 △42,108 △42,531

工具、器具及び備品（純額） 4,058 3,874

土地 6,739 6,609

リース資産 3,790 4,364

減価償却累計額 △1,686 △2,029

リース資産（純額） 2,104 2,335

建設仮勘定 5,020 5,999

有形固定資産合計 68,260 68,271

無形固定資産

ソフトウエア 1,665 2,181

ソフトウエア仮勘定 1,881 2,109

その他 1,385 1,523

無形固定資産合計 4,932 5,814

投資その他の資産

投資有価証券 23,227 23,579

長期貸付金 1,758 2,678

繰延税金資産 1,572 1,465

長期前払費用 415 426

退職給付に係る資産 7,894 7,935

その他 1,575 1,383

貸倒引当金 △53 △53

投資その他の資産合計 36,390 37,415

固定資産合計 109,583 111,500

資産合計 258,186 260,896
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成26年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成26年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 28,231 25,418

短期借入金 47,140 56,425

1年内償還予定の社債 128 104

未払金及び未払費用 24,542 25,903

未払法人税等 1,668 1,446

賞与引当金 4,535 4,647

製品保証引当金 1,457 1,911

その他の引当金 144 143

その他 4,799 5,502

流動負債合計 112,648 121,502

固定負債

社債 84 48

長期借入金 60,834 50,741

長期未払金 10,680 10,651

繰延税金負債 3,014 3,267

退職給付に係る負債 1,009 1,071

その他 1,903 2,177

固定負債合計 77,526 67,958

負債合計 190,174 189,460

純資産の部

株主資本

資本金 9,885 9,885

資本剰余金 15,719 15,719

利益剰余金 28,888 33,374

自己株式 △596 △597

株主資本合計 53,896 58,382

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 2,869 3,593

為替換算調整勘定 △602 △2,826

退職給付に係る調整累計額 493 415

その他の包括利益累計額合計 2,760 1,182

少数株主持分 11,354 11,870

純資産合計 68,011 71,435

負債純資産合計 258,186 260,896
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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25年４月１日
　至 平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

売上高 131,950 149,333

売上原価 111,348 125,908

売上総利益 20,601 23,424

販売費及び一般管理費 11,801 13,845

営業利益 8,800 9,578

営業外収益

受取利息 154 201

受取配当金 204 249

持分法による投資利益 678 491

為替差益 874 1,427

その他 344 377

営業外収益合計 2,257 2,747

営業外費用

支払利息 560 570

その他 317 388

営業外費用合計 878 958

経常利益 10,179 11,367

特別利益

固定資産売却益 36 35

投資有価証券売却益 118 -

受取保険金 0 118

負ののれん発生益 30 0

その他 17 7

特別利益合計 203 162

特別損失

固定資産除却損 64 59

取引調査関連損失 181 212

独禁法違反に係る罰金 13,275 680

損害補償損失等引当金繰入額 - 1,500

その他 343 225

特別損失合計 13,865 2,679

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△3,482 8,850

法人税等 2,816 2,843

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（△）

△6,298 6,006

少数株主利益 1,211 1,040

四半期純利益又は四半期純損失（△） △7,510 4,965
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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25年４月１日
　至 平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26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（△）

△6,298 6,006

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 846 744

為替換算調整勘定 5,729 △2,411

退職給付に係る調整額 - △81

持分法適用会社に対する持分相当額 324 △75

その他の包括利益合計 6,900 △1,824

四半期包括利益 601 4,182

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,283 3,388

少数株主に係る四半期包括利益 1,884 793
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（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25年４月１日
　至 平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26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又は税金等調整前四
半期純損失（△）

△3,482 8,850

減価償却費 6,018 6,459

貸倒引当金の増減額（△は減少） 58 △2

受取利息及び受取配当金 △359 △450

支払利息 560 570

持分法による投資損益（△は益） △678 △491

有形固定資産売却損益（△は益） △9 8

独禁法違反に係る罰金 13,275 680

売上債権の増減額（△は増加） △2,525 △2,620

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,300 △459

仕入債務の増減額（△は減少） △2,450 △1,061

その他 △72 685

小計 12,637 12,167

利息及び配当金の受取額 301 516

利息の支払額 △604 △570

独禁法違反に係る罰金の支払額 - △680

法人税等の支払額 △2,416 △3,253

営業活動によるキャッシュ・フロー 9,918 8,180

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の売却による収入 5 -

有形固定資産の取得による支出 △6,638 △7,089

有形固定資産の売却による収入 244 322

投資有価証券の取得による支出 △542 △160

投資有価証券の売却による収入 266 -

貸付けによる支出 △677 △1,313

貸付金の回収による収入 474 311

その他 △1,278 △1,318

投資活動によるキャッシュ・フロー △8,146 △9,247

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） △6,158 401

長期借入れによる収入 28,621 1,202

長期借入金の返済による支出 △9,644 △1,218

社債の償還による支出 △80 △60

配当金の支払額 △357 △358

少数株主への配当金の支払額 △224 △356

その他 △1,067 △950

財務活動によるキャッシュ・フロー 11,089 △1,338

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,407 △580

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 14,268 △2,986

現金及び現金同等物の期首残高 30,964 42,158

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 301 574

現金及び現金同等物の四半期末残高 45,534 39,746
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（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）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第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

(単位：百万円)

報告セグメント

合計
調整額
(注）１

四半期連結
損益計算書
計上額
(注）２

輸送用機器
関連事業

情報サービス
事業

その他事業

売上高

外部顧客への売上高 126,717 4,035 1,197 131,950 ― 131,950

セグメント間の内部売上高又は振替高 367 523 116 1,007 (1,007) ―

計 127,084 4,559 1,314 132,958 (1,007) 131,950

セグメント利益 8,340 339 112 8,792 8 8,800

(注）１．セグメント利益の調整額８百万円は、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。

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自平成26年４月１日 至平成26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

(単位：百万円)

報告セグメント

合計
調整額
(注）１

四半期連結
損益計算書
計上額
(注）２

輸送用機器
関連事業

情報サービス
事業

その他事業

売上高

外部顧客への売上高 143,406 4,627 1,299 149,333 ― 149,333

セグメント間の内部売上高又は振替高 311 662 119 1,093 (1,093) ―

計 143,717 5,289 1,419 150,426 (1,093) 149,333

セグメント利益 9,224 138 209 9,572 6 9,578

(注）１．セグメント利益の調整額６百万円は、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。
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