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1.  平成21年3月期第3四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 2,825 ― △9 ― △34 ― △82 ―

20年3月期第3四半期 2,940 15.2 129 ― 107 ― 101 ―

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3四半期 △5.62 ―

20年3月期第3四半期 6.94 ―

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3四半期 3,275 1,147 35.0 78.38
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3四半期  1,147百万円 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） ――― ――― ――― 0.00 0.00

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 3,356 ― △135 ― △164 ― △214 ― △14.64

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3四半期  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3四半期  34,308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3四半期  14,642,334株 20年3月期第3四半期  14,649,188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11月11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。  



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３四半期累計期間におけるわが国経済は、原油や原材料価格の高騰に引き続き米国の金融危機に端を発した

海外経済の同時減速が国内に波及し、急激な円の独歩高の進行、株価下落などの影響を受けて、企業収益の悪化、

設備投資の後退、また雇用や個人消費にも深刻な影響が現れ、景気の停滞が顕著となりました。 

 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、製

品価格への転嫁、生産性の向上と経費の増加抑制に全社挙げて努めましたが、未曾有の世界同時不況による産業界

の生産調整が急速に進展し、売上・受注の減少の影響は当初の見込みを大きく超えるもので、所期の成果を挙げる

に至りませんでした。 

 この結果、当第３四半期累計期間の売上高は2,825百万円と前年同期比3.9％減に止まりましたが、原材料コスト

の上昇を吸収しえず営業損失9百万円、経常損失34百万円となりました。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35百万円計上したこともあり純損失82百万円となりました。 

  

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３四半期末の財政状態は、総資産は、前事業年度末と比べ259百万円減少し、3,275百万円となりました。 

 資産につきましては、流動資産では、前事業年度末と比べ240百万円減少し、1,777百万円となりました。これは 

主に、売上減少による売上債権の減少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19百万円減少し、

1,498百万円となりました。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108百万円減少し、2,128百万円となりました。これは主に、仕入債務の

減少と賞与引当の減少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150百万円減少し、1,147百万円となりました。これは主に、配当金の

支払い及び四半期純損失の計上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35.0％になりました。 

   

  (2) キャッシュ・フローの状況 

   当第３四半期末における現金及び現金同等物の残高は160百万円となり、前事業年度末と比べ26百万円増加いたし 

  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260百万円となりました。主な要因は、減価償却費121百万円、売上債権の減少272百万 

  円、仕入債務の減少75百万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133百万円となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出133百万円等

  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99百万円となりました。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135百万円、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11月11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。 

  



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３四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、第２四半期会計期間末の実地棚卸高を

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、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。 



５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成20年12月31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 210,503 183,698

受取手形 197,695 422,018

売掛金 573,852 622,449

有価証券 5,438 5,422

商品及び製品 243,755 257,600

原材料及び貯蔵品 172,978 156,356

仕掛品 354,518 353,051

その他 19,057 17,730

貸倒引当金 △317 △348

流動資産合計 1,777,483 2,017,977

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 281,621 293,585

機械及び装置（純額） 469,499 417,701

土地 242,887 242,887

その他（純額） 128,231 120,546

有形固定資産合計 1,122,239 1,074,721

無形固定資産 18,243 22,110

投資その他の資産   

投資有価証券 137,817 204,198

その他 223,115 219,412

貸倒引当金 △3,193 △3,193

投資その他の資産合計 357,739 420,417

固定資産合計 1,498,222 1,517,249

資産合計 3,275,705 3,535,227



（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成20年12月31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 665,303 697,797

買掛金 146,004 189,116

短期借入金 562,562 593,842

未払法人税等 7,743 11,459

賞与引当金 5,570 33,217

その他 200,971 149,064

流動負債合計 1,588,155 1,674,497

固定負債   

社債 120,000 25,000

長期借入金 164,801 283,610

退職給付引当金 143,259 131,525

役員退職慰労引当金 61,755 63,005

その他 50,383 59,366

固定負債合計 540,199 562,507

負債合計 2,128,354 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 △40,720 85,480

自己株式 △3,991 △2,983

株主資本合計 1,190,468 1,317,677

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △28,375 △5,353

繰延ヘッジ損益 △14,741 △14,101

評価・換算差額等合計 △43,116 △19,454

純資産合計 1,147,351 1,298,222

負債純資産合計 3,275,705 3,535,227



（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 2,825,376

売上原価 2,404,966

売上総利益 420,410

販売費及び一般管理費 430,285

営業損失（△） △9,875

営業外収益  

受取利息 806

その他 11,427

営業外収益合計 12,233

営業外費用  

支払利息 14,589

手形売却損 8,602

その他 13,381

営業外費用合計 36,573

経常損失（△） △34,215

特別利益  

固定資産売却益 5

特別利益合計 5

特別損失  

ゴルフ会員権評価損 1,590

固定資産廃棄損 4,545

投資有価証券評価損 35,727

特別損失合計 41,862

税引前四半期純損失（△） △76,072

法人税、住民税及び事業税 6,189

法人税等合計 6,189

四半期純損失（△） △82,262



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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（△） △76,072

減価償却費 121,772

ゴルフ会員権評価損 1,590

投資有価証券評価損益（△は益） 35,727

貸倒引当金の増減額（△は減少） △31

賞与引当金の増減額（△は減少） △27,647

退職給付引当金の増減額（△は減少） 11,733

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △1,250

受取利息及び受取配当金 △2,313

支払利息 14,589

固定資産廃棄損 4,545

売上債権の増減額（△は増加） 272,919

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,244

仕入債務の増減額（△は減少） △75,605

未払消費税等の増減額（△は減少） △12,999

その他 16,956

小計 279,670

利息及び配当金の受取額 2,313

利息の支払額 △13,622

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 260,153

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 △133,873

投資有価証券の取得による支出 △2,940

貸付けによる支出 △2,000

貸付金の回収による収入 2,301

その他 2,843

投資活動によるキャッシュ・フロー △133,669

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） △15,000

長期借入金の返済による支出 △135,089

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 △1,008

配当金の支払額 △42,941

財務活動によるキャッシュ・フロー △99,648

現金及び現金同等物に係る換算差額 △30

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 26,805

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 160,503



（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。 



「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期損益計算書 

前第３四半期累計期間（平成19年４月１日～12月31日） 

科目 

前年同四半期 
（平成20年３月期 
第３四半期） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高 2,940,917 

Ⅱ 売上原価 2,375,558 

売上総利益 565,358 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 435,763 

営業利益 129,595 

Ⅳ 営業外収益 15,854 

Ⅴ 営業外費用 37,503 

経常利益 107,947 

Ⅵ 特別利益 ― 

Ⅶ 特別損失 145 

税引前四半期純利益 107,801 

税金費用 6,170 

四半期純利益 101,631 



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３四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３四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３四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３四半期累計期間 
（自 平成20年４月１日 

  至 平成20年12月31日） 
前年同期比（％） 

 伝動用ローラチェーン （千円） 1,520,781 △3.2 

 コンベヤチェーン   （千円） 433,344 0.8 

 スプロケット類    （千円） 161,229 △15.2 

 その他        （千円） 244,817 △26.7 

      合 計  （千円） 2,360,173 △6.5 

製品別 
当第３四半期累計期間 
（自 平成20年４月１日 

  至 平成20年12月31日） 
前年同期比（％） 

 伝動用ローラチェーン （千円） 1,460,557 △12.9 

 コンベヤチェーン   （千円） 497,027 7.2 

 スプロケット類    （千円） 188,251 △13.9 

 その他        （千円） 368,690 △41.7 

      合 計  （千円） 2,514,526 △16.0 

製品別 
当第３四半期累計期間 
（自 平成20年４月１日 

  至 平成20年12月31日） 
前年同期比（％） 

 伝動用ローラチェーン （千円） 1,664,184 △1.5 

 コンベヤチェーン   （千円） 516,216 10.5 

 スプロケット類    （千円） 194,654 △10.5 

 その他        （千円） 450,322 △20.6 

      合 計  （千円） 2,825,376 △3.9 




