
平成21年3月期 第1四半期決算短信（非連結） 
平成20年7月30日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 オリエンタルチエン工業株式会社 上場取引所 大 
コード番号 6380 URL http://www.ocm.co.jp
代表者 （役職名） 取締役社長 （氏名） 西村 武   
問合せ先責任者 （役職名） 取締役管理部長 （氏名） 松波 拓見 TEL 076-276-1155

四半期報告書提出予定日 平成20年8月13日

1.  平成21年3月期第1四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 ％

21年3月期第1四半期 945 ― 11 ― 10 ― 4 ―
20年3月期第1四半期 901 10.9 50 ― 41 ― 39 ―

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

21年3月期第1四半期 0.30 ―
20年3月期第1四半期 2.71 ―

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

21年3月期第1四半期 3,556 1,271 35.8 86.82
20年3月期 3,535 1,298 36.7 88.64

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  1,271百万円 20年3月期  1,298百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  有   

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― ― ― 3.00 3.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 3.00 3.00

3.  平成21年3月期の業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  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

第2四半期累計期間 1,969 △3.8 65 △39.8 61 △39.6 53 △45.4 3.62
通期 4,077 △1.9 143 △23.1 132 △23.3 105 △29.5 7.17

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(2) 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

 
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 
１．平成20年５月13日に発表した予想数値は、本資料において修正しております。 
２．当資料に記載の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後さまざまな要因によって予想数値
と異なる可能性があります。 
３．当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14
号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  14,672,333株 20年3月期  14,672,333株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  26,443株 20年3月期  25,943株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第1四半期  14,646,015株 20年3月期第1四半期  14,649,188株
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【定性的情報・財務諸表等】 

１．経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期におけるわが国経済は、企業の設備投資は依然として底固い動きを示しているもののかげりが見え始

めています。原油価格は高騰更新の値上がりが続き、また鉄鉱石価格は長年ほとんど変化がなかったのが大きく急騰

し始め、原材料価格の上昇によるコスト高が加わって企業業績は下振れが懸念され、景気の減速感が強まりつつあり

ます。 

 当チェーン業界におきましては、鋼材価格の高騰等により厳しい経営環境に激変しました。 

 このような状況下、当第１四半期の売上高は945百万円（前年同期比4.8％増）、営業利益11百万円（前年同期比

77.2％減）、経常利益10百万円（前年同期比74.7％減）、四半期純利益4百万円（前年同期比88.8％減）となりまし

た。 

  

２．財政状態に関する定性的情報 

(1) 財政状態の変動状況 

 当第１四半期末の財政状態は、総資産は、前事業年度と比べ21百万円増加し、3,556百万円となりました。 

資産につきましては、流動資産では、前事業年度末と比べ21百万円減少し、1,996百万円となりました。これは主

に、売掛債権が減少したものであります。固定資産では、前事業年度末と比べ42百万円増加し、1,559百万円となり

ました。これは主に、有形固定資産が増加したものであります。 

 負債につきましては、前事業年度末と比べ47百万円増加し、2,284百万円となりました。これは主に,仕入債務の増

加によるものであります。 

 純資産につきましては、前事業年度と比べ26百万円減少し、1,271百万円となりました。これは主に、配当金の支

払いによるものであります。この結果、自己資本比率は35.8％になりました。  

  

(2) キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期末における現金及び現金同等物の残高は179百万円となり、前事業年度末と比べ46百万円増加いたし

ました。 

 各キャッシュ・フローの状況は次のとおりです。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得た資金は156百万円となりました。主な要因は、減価償却費37百万円、売上債権の減少77百万

円、仕入債務の増加30百万円等によるものです。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果支出した資金は32百万円となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出32百万円によ

るものであります。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果支出した資金は77百万円となりました。主な要因は長期借入金の返済による支出47百万円、配当金

の支払による支出19百万円によるものです。 

３．業績予想に関する定性的情報 

 平成21年３月期の業績予想につきましては、平成20年５月13日に発表した予想数値を変更しております。詳細につ

きましては、本日付発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 
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４．その他 

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

① 棚卸資産の評価方法 

 当第１四半期会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前事業年度末の実地棚卸高を基礎と

して合理的な方法により算出する方法によっております。 

  

② 固定資産の減価償却費の算定方法 

 定率法を採用している資産については、事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算出する方法によって

おります。 

  

（２）四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

① 当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関す 

 る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規 

 則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

  

② 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によっておりまし 

 たが、当第１四半期会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月 

 ５日）が適用されたことに伴い、主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に 

 基づく簿価切下げの方法）により算定しております。 

  これによる損益に与える影響はありません。 
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 229,994 183,698

受取手形 388,185 422,018

売掛金 578,909 622,449

有価証券 5,427 5,422

商品 88,434 85,535

製品 173,623 172,065

原材料 129,480 117,125

仕掛品 352,242 353,051

その他 50,854 56,961

貸倒引当金 △315 △348

流動資産合計 1,996,836 2,017,977

固定資産   

有形固定資産   

建物 292,015 293,585

機械及び装置 437,303 417,701

土地 242,887 242,887

その他 136,778 120,546

有形固定資産合計 1,108,985 1,074,721

無形固定資産 20,821 22,110

投資その他の資産   

投資有価証券 213,658 204,198

その他 219,191 219,412

貸倒引当金 △3,193 △3,193

投資その他の資産合計 429,655 420,417

固定資産合計 1,559,463 1,517,249

資産合計 3,556,299 3,535,227
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 689,015 697,797

買掛金 228,398 189,116

短期借入金 580,692 593,842

未払法人税等 3,618 11,459

賞与引当金 10,114 33,217

その他 247,403 149,064

流動負債合計 1,759,243 1,674,497

固定負債   

社債 25,000 25,000

長期借入金 238,762 283,610

退職給付引当金 139,872 131,525

役員退職慰労引当金 58,985 63,005

その他 62,888 59,366

固定負債合計 525,508 562,507

負債合計 2,284,751 2,237,004

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,066,950 1,066,950

資本剰余金 168,230 168,230

利益剰余金 45,976 85,480

自己株式 △3,045 △2,983

株主資本合計 1,278,111 1,317,677

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 192 △5,353

繰延ヘッジ損益 △6,756 △14,101

評価・換算差額等合計 △6,563 △19,454

純資産合計 1,271,547 1,298,222

負債純資産合計 3,556,299 3,535,227
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 945,411

売上原価 788,456

売上総利益 156,954

販売費及び一般管理費 145,399

営業利益 11,554

営業外収益  

受取利息 31

その他 8,039

営業外収益合計 8,071

営業外費用  

支払利息 4,937

手形売却損 2,421

その他 1,686

営業外費用合計 9,045

経常利益 10,581

特別利益  

固定資産売却益 5

特別利益合計 5

特別損失  

固定資産廃棄損 4,000

特別損失合計 4,000

税引前四半期純利益 6,586

法人税、住民税及び事業税 2,151

四半期純利益 4,434
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純利益 6,586

減価償却費 37,883

貸倒引当金の増減額（△は減少） △33

賞与引当金の増減額（△は減少） 23,102

退職給付引当金の増減額（△は減少） 8,347

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △4,020

受取利息及び受取配当金 △1,324

支払利息 4,965

為替差損益（△は益） 9

固定資産廃棄損 4,000

固定資産売却損益（△は益） △5

売上債権の増減額（△は増加） 77,372

たな卸資産の増減額（△は増加） △10,517

仕入債務の増減額（△は減少） 30,499

未払消費税等の増減額（△は減少） △9,186

その他 46,938

小計 168,413

利息及び配当金の受取額 1,324

利息の支払額 △5,111

法人税等の支払額 △8,208

営業活動によるキャッシュ・フロー 156,418

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △32,226

投資有価証券の取得による支出 △390

貸付金の回収による収入 703

その他 △831

投資活動によるキャッシュ・フロー △32,745

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） △10,000

長期借入金の返済による支出 △47,998

自己株式の取得による支出 △61

配当金の支払額 △19,308

財務活動によるキャッシュ・フロー △77,367

現金及び現金同等物に係る換算差額 △9

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 46,296

現金及び現金同等物の期首残高 133,698

現金及び現金同等物の四半期末残高 179,994
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（４）継続企業の前提に関する注記 

 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 

 該当事項はありません。 
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「参考資料」 

前四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期損益計算書 

科目 

前年同四半期 
（平成20年３月期 
第１四半期） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高 901,945 

Ⅱ 売上原価 704,559 

売上総利益 197,386 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 146,655 

営業利益 50,730 

Ⅳ 営業外収益 6,157 

Ⅴ 営業外費用 15,101 

経常利益 41,787 

Ⅵ 特別利益 － 

Ⅶ 特別損失 － 

税引前四半期純利益 41,787 

税金費用 2,123 

四半期純利益 39,664 
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