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1.  21年3月期の業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 3,386 △13.2 △133 ― △163 ― △228 ―

20年3月期 3,903 13.7 122 23.3 94 21.7 85 337.8

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当た

り当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 △15.60 ― △20.0 △4.7 △3.9

20年3月期 5.84 ― 6.6 2.7 3.1

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20年3月期  ―百万円

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 3,363 989 29.4 67.64
20年3月期 3,535 1,298 36.7 88.64

（参考） 自己資本   21年3月期  989百万円 20年3月期  1,298百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

21年3月期 42 △194 430 413
20年3月期 358 △118 △209 133

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
純資産配当

率（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 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00 43 51.4 3.4
21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

22年3月期 
（予想）

― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

3.  22年3月期の業績予想（平成21年4月1日～平成22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）

 

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

1,300 △33.2 △95 ― △106 ― △110 ― △7.55

通期 2,840 △16.1 △55 ― △82 ― △90 ― △6.17
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4.  その他 

(1) 重要な会計方針の変更 

(2) 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 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  35,972株 20年3月期  25,943株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記予想は、本資料の発生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。 
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(1）経営成績に関する分析 

 当期におけるわが国経済は、米国に端を発した金融危機が実体経済に深刻な影響を与え、未曾有の世界同時不況

の様相を呈し、設備投資の凍結、雇用情勢・個人消費の悪化など急速に冷え込む結果となりました。 

 チェーン業界におきましては、上半期は鋼材などの原材料価格・原油相場の高騰によるコスト上昇に遭遇しなが

ら概ね順調に推移しましたが、下半期は海外景況が一気に下降に転じた結果、産業界の生産調整が急速に進展し、

受注は大きく減少し厳しい局面を迎えました。 

 このような状況下にあって当社は、今年度スタートした「第2次3カ年経営計画」に基づき売上の拡大と企業体質

強化を基本方針として取り組んでまいりました。しかし、鋼材価格等の高騰による製造原価の上昇と景気悪化によ

る受注減少を克服すべく、製品価格の見直し、生産性の向上と経費の抑制、生産調整の実施等の施策に全社を挙げ

て取り組みましたが、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、期初の成果を挙げることが

できませんでした。 

 この結果、国内売上高は、コンベヤチェーンが前期を上回る実績を挙げましたが、売上の過半を占める伝動用ロ

ーラチェーンが前期比11.9％減少し、金属射出成形法(ＭＩＭ)による精密関連部品も前期比半減し、前期比494百万

円減少(△14.4％)となりました。輸出売上高は、上期は前倒し受注があり前年同期を 3割上回るも、下期は海外不

況と円高で失速し前期比 22百万円減少(△4.7％)となりました。売上高総体で、前期比 517百万円減少(△13.2％)

となりました。 

 損益につきましては、減収要因が大きく影響したほか、新たな会計基準(棚卸資産の評価に関する会計基準)の適

用により、営業損失 133百万円(前期は 122百万円の営業利益)、経常損失 163百万円(前期は 94百万円の経常利益)

となり、純損益につきましては、特別損失に投資有価証券評価損等を計上したことに伴い、当期純損失は 228百万

円(前期は 85百万円の純利益)となりました。 

 次期につきましては、世界経済の悪化による需要の急激な落ち込みにより日本経済の先行きは不透明な状態が続

いており、予断を許さない状況が続くと思われます。このような状況の下で、「第2次3カ年経営計画」で取り組む

課題を着実・確実に達成し、需要減少にも耐えうるスリムで強靭な体質を構築すべく総力を挙げて取り組みます。 

 次期の業績予想につきましては、売上高 2,840百万円、経常損失 82百万円、当期純損失 90百万円を見込んでお

ります。   

  

(2）財政状態に関する分析 

①資産・負債及び純資産の状況 

  

イ 資産 

 当期末における総資産は3,363百万円で、前期末に比べ171百万円減少(△4.8％)しました。流動資産は1,890百万

円で、前期末に比べ127百万円減少(△6.3％)、固定資産は1,473百万円で、前期末に比べ44百万円減少(△2.9％)し

ました。流動資産の主な減少要因は、売上債権の減少382百万円であります。また、固定資産の主な減少要因は、

投資有価証券の減少82百万円であります。 

  

ロ 負債 

 当期末における負債合計は、2,373百万円で、前期末に比べ136百万円増加(6.1％)しました。流動負債は1,483百

万円で、前期末に比べ191百万円減少(△11.4％)、固定負債は890百万円で、前期末に比べ328百万円増加(58.3％)

しました。流動負債の主な変動要因は仕入債務の減少336百万円、短期借入金の増加155百万円によるものです。ま

た、固定負債の主な増加要因は、長期借入金の増加145百万円及び社債の増加178百万円によるものです。 

  

ハ 純資産 

 当期末における純資産は、989百万円で、前期末に比べ308百万円減少(△23.7％)しました。主な要因は、当期純

損失228百万円とその他有価証券評価差額金(差損)の増加34百万円によるものです。 

 この結果、自己資本比率は、前期末の36.7％から、当期末は29.4％になりました。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

  

 当期末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は413百万円となり、前期末と比べ280百万円増

加しました。 

 各キャッシュ・フローの状況は次のとおりです。 

  

１．経営成績
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（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42百万円(前期は358百万円の収入)となりました。これは主に、売上債権の減少382百

万円、仕入債務の減少336百万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194百万円(前期は118百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の

取得による支出195百万円によるものです。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果得た資金は430百万円(前期は209百万円の支出)となりました。これは主に、長期借入金による収

入300百万円、長期借入金の返済による支出178百万円、社債発行による収入208百万円によるものです。 

  

 なお、当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

 (注） 自己資本比率 ： 自己資本/総資本 

時価ベースの自己資本比率 ： 株式時価総額/総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 ： 有利子負債/営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ ： 営業キャッシュ・フロー/利払い 

※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数(自己株式を控除)により計算しております。 

※営業キャッシュ・フローはキャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用して

おります。 

※有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としてお

ります。また、利払いについては、キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。  

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社の利益配分に関する基本方針としては、株主の皆様に対する利益配分を 重要課題と認識し、会社発展のた

めの企業強化に備える内部留保を勘案しつつ、経営状況に応じた利益配分を行ってまいります。 

 しかしながら、世界経済の激変により、当社を取り巻く経営環境はかつてない厳しさとなりました。平成20年度

は復配できましたが、平成21年度は遺憾ながら配当をできる見通しが立っておりません。早期に配当できる業績を

あげるように、全社を挙げて一層取り組みを強化します。   

  

(4）事業等のリスク 

 当社の経営成績及び財政状態の変動要因について、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、

以下のものがあります。なお、以下における将来に関する事項は、当期末において当社が判断したものでありま

す。 

  

①売上高の変動について 

 当社の売上高は、伝動用ローラチェーンを主体とした既存製品と新規分野への事業展開として取り組んでまいり

ました金属射出成形法による情報機器関連や医療機器関連の製品売上等から構成されております。これらは以下に

より変動し、当社の経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

・既存製品は、成熟製品の域にあり、安価なアジア製品の影響を受け受注価格の変動や輸入品の増加により、工場

の生産高減少に伴う付加価値が減少する場合があります。 

・既存製品の主体である伝動用ローラチェーンについて、海外の経済の減退による影響を受け輸出売上高が減少す

る場合があります。 

・新規事業分野の金属射出成形法は軌道に乗りましたが、情報機器自体のライフサイクルの短さやモデルチェンジ

の激しさから、これに係る製品の受注は大きく変動する場合があります。  

  

  
第88期 

平成19年3月期  

第89期 

平成20年3月期  

第90期 

平成21年3月期  

 自己資本比率（％） 36.3  36.7  29.4  

 時価ベースの自己資本比率（％） 49.0  48.9   22.2 

 キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年）  13.0 2.5  32.4 

 インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）  3.7  15.6  2.2 
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②仕入価格の高騰について 

 当社が製造する製品の主原材料は、国内の鉄鋼メーカーが生産する特殊鋼を使用しておりますが、鉄鉱石や鉄ス

クラップの原料価格の上昇、中国の需要増加等により大幅に上昇する場合には、当社の経営に影響を及ぼす可能性

があります。 

  

③為替変動リスクについて 

 当社の事業は、海外市場に13％弱ですが依存しており、為替の変動に影響を受けます。取引の多くはドル建てで

あるため、外国為替リスクを回避、軽減するために種々手段を講じていますが、為替相場の変動によって、財務状

況に影響を受ける可能性があります。 

  

④金利変動リスクについて 

 当社は有利子負債比率を減少させるべく資産の効率化を進めていますが、市場金利の上昇は支払利息を増加さ

せ、利益を減少させるリスクがあります。  

  

  

  

２．企業集団の状況  

当社は、関係会社を有していないため、該当事項はありません。  
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(1）会社の経営の基本方針 

 当社は伝動用ローラチェーンを主体とした、各種チェーン、スプロケット類等の製造・販売を通して、国内外の産

業に貢献する「伝動と搬送の総合メーカー」を目指してまいりました。 

 このために、多様化する顧客の品質、用途に対するニーズを掌握し、十分な研究・開発した製品を供給して、顧客

から安心、安全な会社だと評価を受ける努力を続けてまいります。 

 今後とも当社製品は「世界一」、を目指して弛まぬ研究を行いグローバルな市場の要望に応えてまいります。 

 当然のことながら、企業としての責務であります企業倫理、法令遵守、環境保護活動への取り組みを強化し、社

会の信頼に応えてまいります。   

  

(2）中長期的な会社の経営戦略 

 今期から平成23年3月期までの「第2次3カ年経営計画」を実施しております。 

 この計画の大きな目標は当社がグローバルな国際競争下にあっても生き残れる企業にするための施策と、企業発

展の基盤をより確かなものに築きあげるためのものです。 

 しかしながら、米国のサブプライムローン問題に端を発した世界的な金融危機が実態経済に深刻な打撃を与え、

企業業績が急速に悪化してきています。 

 「第2次3カ年経営計画」の数値目標は世界の経済の変動に対処して、変更せざるを得ません。 

 この経済危機を好機と変えて、前向きな課題を遂行するよう努力してまいります。 

 既存製品をより高品質化し顧客に供給して行くことと、生産性の向上、より効率的な生産システムを構築してコ

ストの低減、納期の短縮を図ってまいります。 

 顧客と共同で開発する新製品、市場のニーズを汲み上げた新製品、オンリーワン製品の開発を積極的に行ってま

いります。  

  

(3）会社の対処すべき課題 

 日本経済は急減していた生産に下げ止まりの兆しが出てまいりました。在庫調整の進展と輸出の持ち直しがあり

ますが、急激な落ち込みから回復への足取りは重くなお相当の時間がかかりそうです。 

 今期は期初から大幅な鋼材価格の高騰、石油関連製品の度重なる値上げでコストの大幅な上昇になりました。 

 コストアップを製造技術、生産システムの見直しによる生産性向上で吸収する努力をしてまいります。 

 金属射出成形部門は携帯電話の部品の製造を中心に、受注・生産をしてまいりましたが今後は自動車、医療機

器、精密機器分野の市場開拓のため、より積極的な営業活動を進めてまいります。 

 有利子負債の削減のため棚卸資産の圧縮を行いコストの低減、捻出した資金を新製品の開発、高品質製品への改

良等の設備投資資金に運用いたします。  

  

  

３．経営方針
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４．財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 183,698 463,780

受取手形 ※2  422,018 ※2  299,636

売掛金 622,449 362,473

有価証券 5,422 5,442

商品 85,535 －

製品 172,065 －

商品及び製品 － 215,116

仕掛品 353,051 339,343

原材料 117,125 －

貯蔵品 39,231 －

原材料及び貯蔵品 － 179,068

前払費用 11,470 11,881

未収入金 5,587 12,207

その他の流動資産 672 2,045

貸倒引当金 △348 △236

流動資産合計 2,017,977 1,890,760

固定資産   

有形固定資産   

建物 1,229,992 1,218,519

減価償却累計額 △936,407 △942,357

建物（純額） 293,585 276,162

構築物 123,124 126,981

減価償却累計額 △113,155 △115,720

構築物（純額） 9,969 11,261

機械及び装置 3,398,589 3,556,758

減価償却累計額 △2,980,887 △3,029,756

機械及び装置（純額） 417,701 527,002

車両運搬具 51,178 48,194

減価償却累計額 △43,213 △41,386

車両運搬具（純額） 7,965 6,807

工具、器具及び備品 727,207 740,305

減価償却累計額 △676,420 △705,805

工具、器具及び備品（純額） 50,786 34,500

土地 242,887 242,887

建設仮勘定 51,825 15,013

有形固定資産合計 ※1  1,074,721 ※1  1,113,634

無形固定資産   

のれん 20,196 15,040
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

電話加入権 1,914 1,914

無形固定資産合計 22,110 16,954

投資その他の資産   

投資有価証券 204,198 121,323

従業員長期貸付金 3,975 1,965

破産更生債権等 3,235 2,940

長期前払費用 2,121 3,288

長期預金 120,000 120,000

その他の資産 90,079 95,929

貸倒引当金 △3,193 △2,898

投資その他の資産合計 420,417 342,549

固定資産合計 1,517,249 1,473,138

資産合計 3,535,227 3,363,898

負債の部   

流動負債   

支払手形 697,797 458,595

買掛金 189,116 91,587

短期借入金 415,000 570,000

1年内償還予定の社債 10,000 32,000

1年内返済予定の長期借入金 178,842 154,942

未払金 60,813 33,674

未払費用 19,192 24,655

未払法人税等 11,459 9,518

前受金 － 4,150

預り金 5,270 4,544

賞与引当金 33,217 22,096

設備関係支払手形 41,473 63,027

その他の流動負債 12,314 14,582

流動負債合計 1,674,497 1,483,374

固定負債   

社債 25,000 203,000

長期借入金 283,610 428,668

繰延税金負債 9,366 303

退職給付引当金 131,525 145,420

役員退職慰労引当金 63,005 63,140

長期預り保証金 50,000 50,000

固定負債合計 562,507 890,531

負債合計 2,237,004 2,373,905
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,066,950 1,066,950

資本剰余金   

資本準備金 168,230 168,230

利益剰余金   

利益準備金 － 4,393

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 85,480 △191,320

利益剰余金合計 85,480 △186,926

自己株式 △2,983 △4,075

株主資本合計 1,317,677 1,044,178

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △5,353 △39,357

繰延ヘッジ損益 △14,101 △14,827

評価・換算差額等合計 △19,454 △54,185

純資産合計 1,298,222 989,993

負債純資産合計 3,535,227 3,363,898
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高   

製品売上高 3,090,055 2,780,308

商品売上高 813,933 606,461

売上高合計 3,903,988 3,386,769

売上原価   

製品期首たな卸高 182,477 172,065

商品期首たな卸高 98,053 85,535

当期製品製造原価 ※2  2,508,898 ※2  2,428,488

当期商品仕入高 642,205 490,344

合計 3,431,635 3,176,433

他勘定振替高 61 120

製品期末たな卸高 172,065 146,642

商品期末たな卸高 85,535 68,474

売上原価合計 3,173,973 2,961,196

売上総利益 730,015 425,572

販売費及び一般管理費   

販売費 383,655 350,241

一般管理費 224,096 208,558

販売費及び一般管理費合計 ※1  607,752 ※1  558,799

営業利益又は営業損失（△） 122,262 △133,226

営業外収益   

受取利息 1,555 1,548

受取配当金 2,012 1,584

保険解約返戻金 4,184 2,124

受取保険金 2,350 －

受取補償金 － 3,314

その他 10,920 5,674

営業外収益合計 21,023 14,246

営業外費用   

支払利息 22,590 18,285

社債利息 698 1,810

為替差損 － 6,741

手形売却損 8,022 9,449

支払補償費 8,199 －

その他 8,865 8,101

営業外費用合計 48,376 44,388

経常利益又は経常損失（△） 94,910 △163,369

特別利益   

固定資産売却益 － ※3  5
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

特別損失   

固定資産売却及び廃棄損 ※4  1,221 ※4  13,709

ゴルフ会員権評価損 － 1,590

投資有価証券評価損 － 41,638

特別損失合計 1,221 56,937

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 93,688 △220,301

法人税、住民税及び事業税 8,208 8,167

当期純利益又は当期純損失（△） 85,480 △228,468
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 （注） ※ 経費のうち主な内訳は、次のとおりであります。 

（原価計算の方法） 

 伝動用ローラチェーン及びスプロケット類については総合原価計算により、コンベヤプラントについては個別原価計

算を行っております。 

製造原価明細書

    
前事業年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円）
構成比
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％） 

Ⅰ 材料費    1,280,492  49.4  1,263,355  51.3

Ⅱ 労務費    610,440  23.6  570,947  23.1

Ⅲ 経費 ※  700,656  27.0  630,277  25.6

当期総製造費用    2,591,589  100.0  2,464,580  100.0

期首仕掛品棚卸高    332,601        353,051      

合計    2,924,190        2,817,632      

当期廃材発生高    62,240        49,800      

期末仕掛品棚卸高    353,051        339,343      

当期製品製造原価    2,508,898        2,428,488      

                           

前事業年度 当事業年度 

外注加工費 324,907千円 

減価償却費 146,154千円 

電力料 74,255千円 

外注加工費 172,750千円 

減価償却費 152,018千円 

電力料 75,406千円 
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,066,950 1,066,950

当期末残高 1,066,950 1,066,950

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 270,000 168,230

当期変動額   

欠損填補による資本剰余金の取崩 △101,769 －

当期変動額合計 △101,769 －

当期末残高 168,230 168,230

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 － －

当期変動額   

利益準備金の積立 － 4,393

当期変動額合計 － 4,393

当期末残高 － 4,393

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 △101,769 85,480

当期変動額   

欠損填補による資本剰余金の取崩 101,769 －

利益準備金の積立 － △4,393

剰余金の配当 － △43,939

当期純利益又は当期純損失（△） 85,480 △228,468

当期変動額合計 187,250 △276,801

当期末残高 85,480 △191,320

自己株式   

前期末残高 △2,612 △2,983

当期変動額   

自己株式の取得 △371 △1,091

当期変動額合計 △371 △1,091

当期末残高 △2,983 △4,075

株主資本合計   

前期末残高 1,232,567 1,317,677

当期変動額   

自己株式の取得 △371 △1,091

剰余金の配当 － △43,939

当期純利益又は当期純損失（△） 85,480 △228,468
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当期変動額合計 85,109 △273,499

当期末残高 1,317,677 1,044,178

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 52,278 △5,353

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △57,631 △34,004

当期変動額合計 △57,631 △34,004

当期末残高 △5,353 △39,357

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △5,146 △14,101

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △8,955 △725

当期変動額合計 △8,955 △725

当期末残高 △14,101 △14,827

評価・換算差額等合計   

前期末残高 47,131 △19,454

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △66,586 △34,730

当期変動額合計 △66,586 △34,730

当期末残高 △19,454 △54,185

純資産合計   

前期末残高 1,279,699 1,298,222

当期変動額   

自己株式の取得 △371 △1,091

剰余金の配当 － △43,939

当期純利益又は当期純損失（△） 85,480 △228,468

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △66,586 △34,730

当期変動額合計 18,522 △308,229

当期末残高 1,298,222 989,993
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（４）キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 93,688 △220,301

減価償却費 163,445 170,339

その他非資金損失項目 1,697 △1,167

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,695 △407

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,370 △11,121

退職給付引当金の増減額（△は減少） 32,646 13,895

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 24,831 135

受取利息及び受取配当金 △3,568 △3,133

支払利息 23,288 20,096

為替差損益（△は益） 34 △665

固定資産売却及び廃棄損 1,221 13,709

固定資産売却損益（△は益） － △5

売上債権の増減額（△は増加） △64,706 382,357

たな卸資産の増減額（△は増加） △24,028 33,479

仕入債務の増減額（△は減少） 134,918 △336,731

未払消費税等の増減額（△は減少） 7,203 △12,999

投資有価証券評価損益（△は益） － 41,638

ゴルフ会員権評価損 － 1,590

その他 △3,381 △23,657

小計 385,966 67,049

利息及び配当金の受取額 3,568 3,133

利息の支払額 △22,977 △19,102

法人税等の支払額 △8,154 △8,208

営業活動によるキャッシュ・フロー 358,403 42,872

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 △100,943 △195,939

投資有価証券の取得による支出 △1,638 △3,420

貸付けによる支出 △900 △2,100

貸付金の回収による収入 3,568 2,722

その他 △18,790 4,615

投資活動によるキャッシュ・フロー △118,703 △194,122
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31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） △100,000 155,000

長期借入れによる収入 100,000 300,000

長期借入金の返済による支出 △199,309 △178,842

社債の発行による収入 － 208,555

社債の償還による支出 △10,000 △10,000

自己株式の取得による支出 △371 △1,091

配当金の支払額 － △42,955

財務活動によるキャッシュ・フロー △209,680 430,666

現金及び現金同等物に係る換算差額 △34 665

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 29,985 280,082

現金及び現金同等物の期首残高 103,712 ※1  133,698

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  133,698 ※1  413,780
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 該当事項はありません。 

   

(5)継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

オリエンタルチエン工業㈱(6380)平成21年3月期決算短信

17



(6)重要な会計方針

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１ 有価証券の評価基準及び評価方法 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算末日の市場価格等に基づく時価法 

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により算定） 

１ 有価証券の評価基準及び評価方法 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

２ 棚卸資産の評価基準及び評価方法 

(1）商品、製品、仕掛品 

総平均法による原価法 

２ 棚卸資産の評価基準及び評価方法 

(1）商品、製品、仕掛品 

総平均法による原価法 

（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価

切下げの方法）  

(2）原材料、貯蔵品 

移動平均法による原価法 

(2）原材料、貯蔵品 

移動平均法による原価法 

（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価

切下げの方法）  

  

  

(会計方針の変更) 

当事業年度より「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日公表分)を適用

しております。 

これにより営業損失、経常損失及び税引前純損失は、

それぞれ61,521千円増加しております。   

３ 固定資産の減価償却の方法 

(1）有形固定資産 

 定率法によっております。 

 なお、耐用年数及び残存価額については、法人税

法に規定する方法と同一の基準によっております。

 ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物

（建物附属設備は除く）については、定額法によっ

ております。 

３ 固定資産の減価償却の方法 

(1）有形固定資産（リース資産を除く） 

 定率法によっております。 

 なお、耐用年数及び残存価額については、法人税

法に規定する方法と同一の基準によっております。

 ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物

（建物附属設備は除く）については、定額法によっ

ております。 

（会計方針の変更） 

 法人税法の改正に伴い、当事業年度より、平成19

年４月１日以降に取得した有形固定資産について、

改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更し

ております。 

 これにより営業利益、経常利益及び税引前当期純

利益は、それぞれ6,726千円減少しております。 

 (追加情報) 

有形固定資産の耐用年数の変更 

機械及び装置については平成20年度の税制改正を契

機に耐用年数を見直しております。 

なお、これによる損益への影響は軽微であります。

  

（追加情報） 

 法人税法の改正に伴い、平成19年３月31日以前に

取得した有形固定資産については、改正前の法人税

法に基づく減価償却の方法の適用により、取得価額

の５％に到達した事業年度の翌事業年度より、取得

価額の５％相当額と備忘価額との差額を５年間にわ

たり均等償却し、減価償却費に含めて計上しており

ます。これにより営業利益、経常利益及び税引前当

期純利益は、それぞれ23,433千円減少しておりま

す。 
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前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

(2）無形固定資産 

 定額法によっております。 

 なお、のれんについては５年間で償却しておりま

す。 

(2）無形固定資産（リース資産を除く） 

 定額法によっております。 

 なお、のれんについては５年間で償却しておりま

す。 

  

  

(3）リース資産  

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリー

ス資産   

 リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとす

る定額法によっております。 

 なお、平成20年３月31日以前に開始した、所有権

移転外ファイナンス・リース取引については、通常

の賃貸取引に係る方法に準じた会計処理によってお

ります。   

(4）長期前払費用 

 均等償却によっております。 

 なお、償却期間については、法人税法に規定する

方法と同一の基準によっております。 

 (4）長期前払費用 

同左 

４ 引当金の計上基準 

(1）貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるため、回収不能

見込額を計上しております。 

一般債権 

貸倒実績率法によっております。 

貸倒懸念債権及び破産更生債権等 

財務内容評価法によっております。 

４ 引当金の計上基準 

(1）貸倒引当金 

同左 

(2）賞与引当金 

 従業員に対する賞与の支給に備え、その見込額の

うち当期の費用とすべき額を計上しております。 

(2）賞与引当金 

同左 

(3）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当期末における

退職給付債務の見込額に基づき、当期末において発

生していると認められる額を計上しております。 

 なお、会計基準変更時差異（171,153千円）につ

いては12年による按分額を費用処理しております。

(3）退職給付引当金 

同左 

(4）役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基

づく期末要支給額を計上しております。 

(4）役員退職慰労引当金 

同左 

５ リース取引の処理方法 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められ

るもの以外のファイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理

によっております。 

  

―――――――  
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前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

６ ヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理によっております。 

 また、為替予約等が付されている外貨建金銭債

権債務等については、振当処理を行っておりま

す。 

６ ヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

同左 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段：為替予約取引、金利キャップ取引、

金利スワップ取引 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 

  同左 

ヘッジ対象：外貨建債権及び外貨建予定取引、借

入金の利息及び予定取引 

ヘッジ対象 

  同左 

③ ヘッジ方針 

 外貨建取引の一部について、為替変動リスクを

回避する目的で実需原則に基づき成約時に為替予

約取引を行うものとしております。金利キャップ

及び金利スワップについては、借入金の金利上昇

のリスクを回避する目的で金利キャップ及び金利

スワップ取引を行っております。 

③ ヘッジ方針 

同左 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フロー

変動の累計とヘッジ手段の相場変動又はキャッシ

ュ・フロー変動の累計を比較し、その変動額の比

率によって有効性を評価しております。 

 ただし、特例処理によっているデリバティブ取

引については、有効性の評価を省略しておりま

す。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

７ キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な要求払預金（３か

月以内満期の定期預金を含む）であります。 

７ キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

同左 

８ その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

８ その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

同左 
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 会計処理の変更 

  

(7)重要な会計方針の変更

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

────── （リース取引に関する会計基準等） 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、当事業年度より、「リース取引に関

する会計基準」（企業会計基準第13号（平成5年6月17

日（企業会計審議会第一部会）、平成19年3月30日改

正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第16号（平成6年1月18日

（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年3

月30日改正））を適用しております。 

 なお、これによる損益への影響はありません。  

表示方法の変更

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

（損益計算書） 

 前事業年度まで営業外費用の「その他」に含めて表示

しておりました「支払補償費」については、営業外費用

の総額の100分の10を超えたため、区分掲記しておりま

す。 

 なお、前事業年度の「支払補償費」は、308千円であ

ります。 

  

前事業年度まで営業外費用に区分掲記しておりました

「支払補償費」については、営業外費用の総額の100分

の10以下となったため、区分掲記を取り止め「その他」

に含めております。 

  

  

前事業年度まで営業外費用の「その他」に含めて表示し

ておりました「為替差損」については、営業外費用の総

額の100分の10を超えたため、区分掲記しております。 

 なお、前事業年度の「為替差損」は、621千円であり

ます。  
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(8)注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度 
（平成20年３月31日） 

当事業年度 
（平成21年３月31日） 

※１ このうち以下の資産は短期借入金415,000千円、長

期借入金462,452千円（このうち１年内返済予定の長

期借入金178,842千円）の担保に供しております。 

※１ このうち以下の資産は短期借入金500,000千円、長

期借入金583,610千円（このうち１年内返済予定の長

期借入金154,942千円）の担保に供しております。 

(1）工場財団組成物件 

 短期借入金415,000千円、長期借入金386,242千円

（このうち１年内返済予定の長期借入金150,312千

円）の担保として財団抵当に供しているものは、次

のとおりであります。 

(1）工場財団組成物件 

 短期借入金500,000千円、長期借入金535,930千円

（このうち１年内返済予定の長期借入金129,382千

円）の担保として財団抵当に供しているものは、次

のとおりであります。 

建物 194,189千円 (帳簿価額)

構築物 9,547 〃 (  〃  )

機械及び装置 414,313 〃 (  〃  )

土地 68,307 〃 (  〃  )

計 686,358千円 (帳簿価額)

建物 182,466千円 (帳簿価額)

構築物  10,917〃 (  〃  )

機械及び装置  524,320〃 (  〃  )

土地  68,307〃 (  〃  )

計 786,012千円 (帳簿価額)

(2）その他の物件 

 短期借入金415,000千円、長期借入金462,452千円

（このうち１年内返済予定の長期借入金178,842千

円）の担保に供しているものは、次のとおりであり

ます。 

(2）その他の物件 

 短期借入金500,000千円、長期借入金583,610千円

（このうち１年内返済予定の長期借入金154,942千

円）の担保に供しているものは、次のとおりであり

ます。 

建物 87,372千円 (帳簿価額)

土地 169,218 〃 (  〃  )

計 256,590千円 (帳簿価額)

建物 82,352千円 (帳簿価額)

土地  169,218〃 (  〃  )

計 251,570千円 (帳簿価額)

※２ 受取手形割引高560,316千円および営業外手形割引

高38,847千円があります。 

※２ 受取手形割引高426,803千円および営業外手形割引

高34,228千円があります。 
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（損益計算書関係）

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

※１ 販売費及び一般管理費の主な費目及び金額は次のと

おりであります。 

※１ 販売費及び一般管理費の主な費目及び金額は次のと

おりであります。 

(1）販売費 (1）販売費 

賃金・賞与 114,424千円

賞与引当金繰入額 6,683千円

退職給付費用 8,014千円

荷造発送費 119,513千円

賃借料 39,631千円

減価償却費 2,331千円

賃金・賞与 109,406千円

賞与引当金繰入額 4,434千円

退職給付費用 6,641千円

荷造発送費 109,960千円

賃借料 38,108千円

減価償却費 2,459千円

(2）一般管理費 (2）一般管理費 

賃金・賞与 32,614千円

賞与引当金繰入額 1,509千円

役員報酬 53,603千円

退職給付費用 2,403千円

役員退職慰労引当金繰入額 32,660千円

減価償却費 10,137千円

賃金・賞与 37,322千円

賞与引当金繰入額 979千円

役員報酬 54,544千円

退職給付費用 3,410千円

役員退職慰労引当金繰入額 3,722千円

減価償却費 11,342千円

※２ 当期製造費用に含まれる研究開発費は14,338千円で

あります。 

※２ 当期製造費用に含まれる研究開発費は6,067千円で

あります。 

※３ ※３ 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 

────── 車両及び運搬具           5千円  

※４ 固定資産売却及び廃棄損の内訳は次のとおりであり

ます。 

※４ 固定資産売却及び廃棄損の内訳は次のとおりであり

ます。 

機械及び装置 1,194千円

車両及び運搬具 26千円

計 1,221千円

建物 

機械及び装置 

699千円

12,774千円

車両及び運搬具 

工具、器具及び備品 

136千円

98千円

計 13,709千円
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前事業年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

１．発行済株式及び自己株式に関する事項 

 （注） 自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取による増加であります。 

２．配当に関する事項 

 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

当事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

１．発行済株式及び自己株式に関する事項 

 （注） 自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取による増加であります。 

２．配当に関する事項 

 配当金支払額 

（株主資本等変動計算書関係）

  
前事業年度末株式
数（株） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

発行済株式 
 14,672,333  －  －  14,672,333

普通株式 

自己株式 
 23,145  2,798  －  25,943

普通株式（注） 

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（千円） 

１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日

平成20年５月27日 

取締役会 
普通株式 利益剰余金  43,939  3 平成20年３月31日 平成20年６月30日

  
前事業年度末株式
数（株） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

発行済株式 
 14,672,333  －  －  14,672,333

普通株式 

自己株式 
 25,943  10,029  －  35,972

普通株式（注） 

決議 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり配当額
（円） 

基準日 効力発生日

平成20年５月27日 

取締役会 
普通株式  43,939  3 平成20年３月31日 平成20年６月30日

（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

現金及び預金 183,698千円

預入期間が３か月を超える定期預金 △50,000千円

現金及び現金同等物 133,698千円

現金及び預金 463,780千円

預入期間が３か月を超える定期預金 △50,000千円

現金及び現金同等物 413,780千円
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前事業年度（平成20年３月31日） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

２ 時価評価されていない有価証券 

当事業年度（平成21年３月31日） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

２ 時価評価されていない有価証券 

（有価証券関係）

  種類 取得原価（千円）
貸借対照表計上額

（千円） 
差額（千円）

貸借対照表計上額が 

取得原価を超えるもの 
株式  131,460  156,046  24,586

貸借対照表計上額が 

取得原価を超えないもの 

株式 

その他 

 

 

51,900

10,000

 

 

34,077

7,250

 

 

△17,823

△2,750

合計  193,361  197,374  4,013

区  分 貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券   

①非上場株式  6,824

②マネー・マネージメント・ファンド  5,422

合計  12,246

  種類 取得原価（千円）
貸借対照表計上額

（千円） 
差額（千円）

貸借対照表計上額が 

取得原価を超えるもの 
株式  2,573  3,660  1,086

貸借対照表計上額が 

取得原価を超えないもの 

株式 

その他 

 

 

182,618

10,000

 

 

105,900

4,938

 

 

△76,717

△5,062

合計  195,192  114,498  △80,693

区  分 貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券   

①非上場株式  6,824

②マネー・マネージメント・ファンド  5,442

合計  12,267
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（退職給付関係）

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１ 採用している退職給付制度の概要 

 確定給付型の制度として、退職一時金制度をもうけて

おります。 

 また、複数事業主による企業年金（石川県機械工業厚

生年金基金）に加盟しており、要拠出額を退職給付費用

として処理しております。 

 なお、複数事業主制度に関する事項は次の通りであり

ます。 

１ 採用している退職給付制度の概要 

同左 

(1)制度全体の積立状況に関する事項  

(平成19年3月31日現在) 

(1)制度全体の積立状況に関する事項  

(平成20年3月31日現在) 

年金資産の額 22,675,883千円

年金財政計算上の給付債務の額 20,392,145千円

差引額 2,283,738千円

年金資産の額 21,047,073千円

年金財政計算上の給付債務の額 22,345,533千円

差引額 △1,298,460千円

(2)制度全体に占める当社の拠出金割合 

（自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日） 

1.53%  

(2)制度全体に占める当社の拠出金割合 

（自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日） 

1.55%  

(3)補足説明 

上記(2)の割合は当社の実際の負担割合とは一致しま

せん。  

(3)補足説明 

同左 

２ 退職給付債務に関する事項 ２ 退職給付債務に関する事項 

退職給付債務の額 188,576千円

退職給付引当金の額 131,525千円

会計基準変更時差異の未処理額 57,051千円

退職給付債務の額 188,209千円

退職給付引当金の額 145,420千円

会計基準変更時差異の未処理額 42,788千円

３ 退職給付費用に関する事項 ３ 退職給付費用に関する事項 

勤務費用 12,027千円

会計基準変更時差異費用処理額 14,262千円

厚生年金基金への掛金拠出額 21,921千円

退職給付費用の額 48,211千円

勤務費用 4,002千円

会計基準変更時差異費用処理額 14,262千円

厚生年金基金への掛金拠出額 22,539千円

退職給付費用の額 40,804千円

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

 当社は、簡便法を採用しております。 

 会計基準変更時差異の処理年数    12年 

  

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

同左 

   （追加情報） 

 当事業年度より、「『退職給付に係る会計基準』の

一部改正（その２）」（企業会計基準第14号平成19年

5月15日）を適用しております。  

  

  

――――――― 
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 該当事項はありません。 

  

（開示の省略） 

  

リース取引、デリバティブ取引、関連当事者との取引、税効果会計等に関する注記事項については、決算短信に

おける開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略します。 

   

（１株当たり情報）

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１株当たり純資産額 88.64円

１株当たり当期純利益 5.84円

１株当たり純資産額 67.64円

１株当たり当期純損失 15.60円

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

（１株当たり当期純利益の算定上の基礎） 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純損失について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

（１株当たり当期純損失の算定上の基礎） 

損益計算書上の当期純利益 85,480千円

普通株式に係る当期純利益 85,480千円

損益計算書上の当期純損失 228,468千円

普通株式に係る当期純損失 228,468千円

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 

該当事項はありません。 

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 

該当事項はありません。 

普通株式の期中平均株式数 14,648千株 普通株式の期中平均株式数 14,641千株

（重要な後発事象）
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(1) 役員の異動  

 特記事項はありません。 

  

５．その他
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(2) 生産、受注及び販売の状況 

 ①生産実績                                      （単位：千円） 

  

 ②受注状況                                      （単位：千円） 

  

 ③販売実績                                      （単位：千円） 

  

 期別  前事業年度  当事業年度 

 科目  (H19.4.1～H20.3.31)  構成比 ％  (H20.4.1～H21.3.31)  構成比 ％ 

 伝動用ローラチェーン 2,025,132 61.6 1,823,967 65.5 

 コ ン ベ ヤ チ ェ ー ン 557,035 17.0 486,559  17.5 

 ス プ ロ ケ ッ ト 類  239,689 7.3  199,419  7.2 

 そ の 他 464,940  14.1 273,787 9.8 

 合 計 3,286,797  100.0 2,783,733 100.0 

 期別  前事業年度  当事業年度 

 科目  (H19.4.1～H20.3.31)  構成比 ％  (H20.4.1～H21.3.31)  構成比 ％ 

 受注高         

 伝動用ローラチェーン 2,347,576 57.1 1,777,580 57.9 

 コ ン ベ ヤ チ ェ ー ン 635,818 15.5  621,982  20.3 

 ス プ ロ ケ ッ ト 類  283,004 6.9 222,708 7.2 

 そ の 他 840,489  20.5  446,774 14.6 

 合 計 4,106,889  100.0  3,069,044  100.0 

（うち輸出高）  (610,621)  (14.9) (292,356) (9.5) 

受注残高        

 伝動用ローラチェーン 336,179 61.1 126,803 54.5 

 コ ン ベ ヤ チ ェ ー ン 88,888 16.1  70,996 30.5 

 ス プ ロ ケ ッ ト 類 29,045 5.3  8,700 3.7 

 そ の 他 96,493 17.5 26,379 11.3 

 合 計 550,606  100.0 232,881  100.0 

（うち輸出高）   (192,469)  (35.0) (28,181) (12.1) 

 期別  前事業年度  当事業年度 

 科目  (H19.4.1～H20.3.31)  構成比 ％  (H20.4.1～H21.3.31)  構成比 ％ 

 伝動用ローラチェーン 2,233,027 57.2 1,986,956 58.7 

 コ ン ベ ヤ チ ェ ー ン 624,175 16.0 639,873 18.9 

 ス プ ロ ケ ッ ト 類 279,318 7.1  243,052 7.2 

 そ の 他 767,467  19.7 516,887 15.2 

 合 計 3,903,988  100.0  3,386,769  100.0 

（うち輸出高） (479,363)  (12.3) (456,644) (13.5) 
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