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1.  平成21年3月期第2四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 1,945 ― 34 ― 22 ― △7 ―
20年3月期第2四半期 1,868 13.0 78 147.7 64 223.1 60 121.9

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2四半期 △0.54 ―
20年3月期第2四半期 4.15 ―

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2四半期 3,570 1,236 34.6 84.45
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2四半期  1,236百万円 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） ――― ――― ― 1.00 1.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 3,820 △2.1 79 △34.9 54 △42.5 19 △77.1 1.34

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） 

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2四半期  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2四半期  32,401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2四半期  14,643,707株 20年3月期第2四半期  14,648,967株

※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７月30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。詳細につきましては、本日付発表の「通期業績予想および配当予想の修正に関するお
知らせ」をご覧ください。 
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、実際の業績は今後様々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－



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２四半期累計期間におけるわが国経済は、米国の金融不安に端を発した海外経済の同時減速懸念が国内へも 

波及したことに加え、昨年来続く原油・原材料価格の高騰や輸出の増勢鈍化が続いていることなどから、企業収益の

減少基調とともに個人消費が後退するなど景気の停滞が始まりました。 

 こうした中、当社は本年４月に開始された「第２次中期３ヵ年経営計画」に基づき、売上高の拡大と企業体質強化

を基本方針として取り組んでまいりました。しかし、鋼材価格の高騰等による製造原価の上昇を吸収すべく、全社挙

げて生産性の向上と経費の増加抑制および製品価格の見直しを図りましたが、所期の成果を挙げるに至りませんでし

た。 

  この結果、当第２四半期累計期間の売上高は1,945百万円(前年同期比4.1％増)、営業利益34百万円(前年同期比

55.5％減)、経常利益22百万円(前年同期比64.7％減)となりました。四半期純損益につきましては、特別損失に投資

有価証券評価損を計上したため、四半期純損失７百万円となりました。 

  

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２四半期末の財政状態は、総資産は、前事業年度末と比べ35百万円増加し、3,570百万円となりました。 

 資産につきましては、流動資産では、前事業年度末と比べ61百万円増加し、2,079百万円となりました。これは  

主に、現金及び預金とたな卸資産の増加によるものであります。固定資産では、前事業年度末と比べ26百万円減少

し、1,491百万円となりました。これは主に、投資有価証券の時価評価に伴う減少によるものであります。 

 負債につきましては、前事業年度末と比べ97百万円増加し、2,334百万円となりました。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、前事業年度末と比べ61百万円減少し、1,236百万円となりました。これは主に、配当金の

支払による利益剰余金の減少とその他有価証券評価差額金の減少によるものであります。この結果、自己資本比率は

34.6％になりました。 

   

  (2) キャッシュ・フローの状況 

   当第２四半期末における現金及び現金同等物の残高は334百万円となり、前事業年度末と比べ201百万円増加いたし

  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297百万円となりました。主な要因は、減価償却費78百万円、売上債権の減少155百万 

  円、仕入債務の増加58百万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61百万円となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出64百万円等に

  よるものです。 

  

  （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35百万円となりました。主な要因は、社債発行による収入99百万円がありました 

  が、長期借入金の返済による支出90百万円、配当金の支払による支出42百万円等によるものです。 

  

  

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７月30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「通期業績予想および配当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 

  固定資産の減価償却の算定方法 

  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、原価法によっておりましたが、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、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）により算出しておりま 

         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２四半期会計期間末 
(平成20年９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 384,913 183,698

受取手形 306,426 422,018

売掛金 582,555 622,449

有価証券 5,433 5,422

商品及び製品 266,772 257,600

原材料及び貯蔵品 168,792 156,356

仕掛品 350,225 353,051

その他 14,459 17,730

貸倒引当金 △316 △348

流動資産合計 2,079,262 2,017,977

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 287,080 293,585

機械及び装置（純額） 435,698 417,701

土地 242,887 242,887

その他（純額） 126,682 120,546

有形固定資産合計 1,092,349 1,074,721

無形固定資産 19,532 22,110

投資その他の資産   

投資有価証券 160,596 204,198

その他 221,930 219,412

貸倒引当金 △3,193 △3,193

投資その他の資産合計 379,333 420,417

固定資産合計 1,491,215 1,517,249

資産合計 3,570,478 3,535,227
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９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 754,948 697,797

買掛金 190,517 189,116

短期借入金 590,412 593,842

未払法人税等 7,237 11,459

賞与引当金 34,227 33,217

その他 178,520 149,064

流動負債合計 1,755,863 1,674,497

固定負債   

社債 120,000 25,000

長期借入金 201,134 283,610

退職給付引当金 144,659 131,525

役員退職慰労引当金 60,370 63,005

その他 52,137 59,366

固定負債合計 578,300 562,507

負債合計 2,334,163 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 33,616 85,480

自己株式 △3,846 △2,983

株主資本合計 1,264,949 1,317,677

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △20,096 △5,353

繰延ヘッジ損益 △8,538 △14,101

評価・換算差額等合計 △28,635 △19,454

純資産合計 1,236,314 1,298,222

負債純資産合計 3,570,478 3,535,227
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 1,945,224

売上原価 1,618,210

売上総利益 327,013

販売費及び一般管理費 292,074

営業利益 34,939

営業外収益  

受取利息 778

保険解約返戻金 2,031

その他 7,078

営業外収益合計 9,888

営業外費用  

支払利息 9,819

手形売却損 4,938

その他 7,137

営業外費用合計 21,895

経常利益 22,932

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 4,246

投資有価証券評価損 22,500

特別損失合計 26,746

税引前四半期純損失（△） △3,808

法人税、住民税及び事業税 4,117

四半期純損失（△） △7,925
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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２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純損失（△） △3,808

減価償却費 78,961

投資有価証券評価損益（△は益） 22,500

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,010

退職給付引当金の増減額（△は減少） 13,133

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △2,635

受取利息及び受取配当金 △2,236

支払利息 9,894

固定資産廃棄損 4,246

売上債権の増減額（△は増加） 155,485

たな卸資産の増減額（△は増加） △18,781

仕入債務の増減額（△は減少） 58,551

未払消費税等の増減額（△は減少） △11,359

その他 8,602

小計 313,564

利息及び配当金の受取額 2,236

利息の支払額 △9,843

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 297,750

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 △64,118

投資有価証券の取得による支出 △870

貸付金の回収による収入 1,364

その他 2,362

投資活動によるキャッシュ・フロー △61,262

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） 5,000

長期借入金の返済による支出 △90,906

社債の発行による収入 99,390

社債の償還による支出 △5,000

自己株式の取得による支出 △862

配当金の支払額 △42,864

財務活動によるキャッシュ・フロー △35,242

現金及び現金同等物に係る換算差額 △29

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 201,215

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 334,913
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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」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間損益計算書 

 
前中間会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 金額（千円） 
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高 1,868,460 100.0 

Ⅱ 売上原価 1,500,668 80.3 

売上総利益 367,791 19.7 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 289,286 15.5 

営業利益 78,505 4.2 

Ⅳ 営業外収益 13,960 0.7 

Ⅴ 営業外費用 27,497 1.4 

経常利益 64,968 3.5 

Ⅵ 特別利益 － － 

Ⅶ 特別損失 119 0.0 

税引前中間純利益 64,849 3.5 

法人税、住民税及び事業税 4,104 0.2 

中間純利益 60,745 3.3 
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（２）中間キャッシュ・フロー計算書 

 
前中間会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前中間純利益 64,849 

 減価償却費 78,221 

 退職給付引当金の増加額 20,281 

役員退職慰労引当金の減少額 △7,899 

受取利息及び受取配当金 △2,282 

支払利息 11,818 

売上債権の増加額 △188,281 

たな卸資産の増加額 △15,216 

仕入債務の増加額 89,506 

未払消費税等の増加額 5,289 

その他 9,028 

小計 65,316 

利息及び配当金の受取額 2,282 

利息の支払額 △11,399 

法人税等の支払額 △11,184 

営業活動によるキャッシュ・フロー 45,015 

Ⅱ 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 △24,170 

投資有価証券の取得による支出 △781 

貸付による支出 △750 

貸付金の回収による支出 2,129 

その他 △2,638 

投資活動によるキャッシュ・フロー △26,211 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純減少額 △10,000 

長期借入による収入 100,000 

長期借入金の返済による支出 △89,326 

社債償還による支出 △5,000 

自己株式の取得による支出 △116 

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,442 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △1 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 14,359 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 103,712 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 118,072 
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６．その他の情報 

生産、受注及び販売の状況 

  (1) 生産実績 

   当第２四半期累計期間の生産実績を製品別に示すと、次のとおりであります。 

 (注) １．金額は販売価格で表示しております。 

    ２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

  (2) 受注実績 

   当第２四半期累計期間における受注実績を製品別に示すと、次のとおりであります。 

 (注) １．金額は販売価格で表示しております。 

    ２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

  (3) 販売実績 

   当第２四半期累計期間における販売実績を製品別に示すと、次のとおりであります。 

 (注) １．金額は販売価格で表示しております。 

    ２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

製品別 
当第２四半期累計期間 
（自 平成20年４月１日 

  至 平成20年９月30日） 
前年同期比（％） 

 伝動用ローラチェーン （千円） 1,049,592 2.2 

 コンベヤチェーン   （千円） 301,481 17.3 

 スプロケット類    （千円） 108,421 △8.3 

 その他        （千円） 186,027 16.6 

      合 計  （千円） 1,645,522 5.4 

製品別 
当第２四半期累計期間 
（自 平成20年４月１日 

  至 平成20年９月30日） 
前年同期比（％） 

 伝動用ローラチェーン （千円） 1,058,962 △7.7 

 コンベヤチェーン   （千円） 370,661 24.0 

 スプロケット類    （千円） 128,939 △11.8 

 その他        （千円） 287,693 △21.7 

      合 計  （千円） 1,846,256 △5.8 

製品別 
当第２四半期累計期間 
（自 平成20年４月１日 

  至 平成20年９月30日） 
前年同期比（％） 

 伝動用ローラチェーン （千円） 1,136,009 1.0 

 コンベヤチェーン   （千円） 346,179 19.7 

 スプロケット類    （千円） 127,855 △7.3 

 その他        （千円） 335,180 6.0 

      合 計  （千円） 1,945,224 4.1 
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