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1.  平成22年3月期第1四半期の業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第1四半期 565 △40.2 △74 ― △77 ― △79 ―

21年3月期第1四半期 945 ― 11 ― 10 ― 4 ―

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

22年3月期第1四半期 △5.43 ―

21年3月期第1四半期 0.30 ―

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

22年3月期第1四半期 3,333 955 28.7 65.32
21年3月期 3,363 989 29.4 67.64

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  955百万円 21年3月期  989百万円

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  無  
 

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

21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成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）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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) 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  
詳細は、４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） 

(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 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 14,672,333株 21年3月期  14,672,333株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  37,997株 21年3月期  35,972株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第1四半期 14,635,342株 21年3月期第1四半期 14,646,015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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当第１四半期におけるわが国経済は、昨年の秋以降の米国に端を発した金融危機による世界的な景気後退の影響を

受け、企業収益は著しく悪化し、設備投資の減少、雇用環境の悪化・個人消費の低迷等により、依然として景気の停

滞が続いております。 

このような状況下にあって当社は、生産工程の見直し・コスト削減等生産性の向上、経費の抑制、生産調整の実施

等の施策を継続して取り組みましたが、ユーザー業界の生産の縮小がかつてない厳しい水準であり、販売は低調に推

移しました。 

当第１四半期の売上高は565百万円（前年同期比40.2％減）、営業損失74百万円（前年同期は営業利益11百万

円）、経常損失77百万円（前年同期は経常利益10百万）、四半期純損失79百万円（前年同期は四半期純利益4百万

円）となりました。  

  

  

（１）財政状態の変動状況 

当第１四半期の財政状態は、総資産は前事業年度と比べ30百万円減少し、3,333百万円となりました。 

資産につきましては、流動資産では、前事業年度末と比べ79百万円減少し、1,811百万円となりました。これは主

に、支払手形が減ったことによる現預金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、48百万

円増加し、1,521百万円となりました。これは主に、投資有価証券の時価評価に伴う増加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3百万円増加し、2,377百万円となりました。 

純資産につきましては、前事業年度末と比べ34百万減少し、955百万円となりました。これは主に、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増加によるものであります。 

この結果、自己資本比率は28.7％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153百万円となり、前事業年度末と比べ259百万円減少しまし

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） 

営業活動の結果支出した資金は316百万円となりました。主な要因は、売上債権の増加204百万円、仕入債務の減少

109百万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58百万円となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出58百万円によ

るものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果得た資金は115百万円となりました。主な要因は短期借入金による収入160百万円、長期借入金の返

済による支出44百万円によるものです。  

  

  

 平成22年3月期の業績予想につきましては、平成21年5月15日に公表した予想から変更しておりません。 

  

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

２．財政状態に関する定性的情報

３．業績予想に関する定性的情報

オリエンタルチエン工業㈱(6380) 平成22年3月期 第１四半期決算短信

3



  

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、実施棚卸を省略し、前事業年度末の実施棚卸高を基礎と

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。  

  

  

該当事項はありません。  

  

  

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

（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
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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21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 203,942 463,780

受取手形 520,392 299,636

売掛金 346,477 362,473

有価証券 5,445 5,442

商品及び製品 199,739 215,116

仕掛品 338,618 339,343

原材料及び貯蔵品 166,252 179,068

その他 30,892 26,134

貸倒引当金 △190 △236

流動資産合計 1,811,570 1,890,760

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 271,595 276,162

機械及び装置（純額） 495,670 527,002

土地 242,887 242,887

その他（純額） 103,876 67,582

有形固定資産合計 1,114,030 1,113,634

無形固定資産 15,665 16,954

投資その他の資産   

投資有価証券 168,964 121,323

その他 227,106 224,124

貸倒引当金 △4,072 △2,898

投資その他の資産合計 391,999 342,549

固定資産合計 1,521,694 1,473,138

資産合計 3,333,265 3,363,898
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 327,598 458,595

買掛金 113,113 91,587

短期借入金 885,982 724,942

未払法人税等 3,117 9,518

賞与引当金 26,714 22,096

その他 161,202 176,635

流動負債合計 1,517,728 1,483,374

固定負債   

社債 203,000 203,000

長期借入金 382,780 428,668

退職給付引当金 158,585 145,420

役員退職慰労引当金 64,068 63,140

その他 51,249 50,303

固定負債合計 859,683 890,531

負債合計 2,377,411 2,373,905

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 △266,453 △186,926

自己株式 △4,196 △4,075

株主資本合計 964,529 1,044,178

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 6,885 △39,357

繰延ヘッジ損益 △15,561 △14,827

評価・換算差額等合計 △8,675 △54,185

純資産合計 955,853 989,993

負債純資産合計 3,333,265 3,363,898
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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）

前第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) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 945,411 565,723

売上原価 788,456 514,407

売上総利益 156,954 51,315

販売費及び一般管理費 145,399 125,764

営業利益又は営業損失（△） 11,554 △74,448

営業外収益   

受取利息 31 24

受取配当金 1,292 1,561

助成金収入 － 3,377

その他 6,746 1,368

営業外収益合計 8,071 6,331

営業外費用   

支払利息 4,937 6,671

手形売却損 2,421 6

その他 1,686 2,600

営業外費用合計 9,045 9,278

経常利益又は経常損失（△） 10,581 △77,395

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又は税引前四半期純損失（△） 6,586 △77,395

法人税、住民税及び事業税 2,151 2,131

法人税等合計 2,151 2,131

四半期純利益又は四半期純損失（△） 4,434 △79,527
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第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) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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又は税引前四半期純損失
（△）

6,586 △77,395

減価償却費 37,883 43,004

貸倒引当金の増減額（△は減少） △33 1,127

賞与引当金の増減額（△は減少） △23,102 4,618

退職給付引当金の増減額（△は減少） 8,347 13,164

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △4,020 928

受取利息及び受取配当金 △1,324 △1,585

支払利息 4,965 6,671

為替差損益（△は益） 9 70

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 △204,759

たな卸資産の増減額（△は増加） △10,517 28,919

仕入債務の増減額（△は減少） 30,499 △109,470

未払消費税等の増減額（△は減少） △9,186 5,602

長期前払費用の増減額（△は増加） － 785

その他 46,938 △15,001

小計 168,413 △303,321

利息及び配当金の受取額 1,324 1,585

利息の支払額 △5,111 △6,216

法人税等の支払額 △8,208 △8,167

営業活動によるキャッシュ・フロー 156,418 △316,118

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 △58,244

投資有価証券の取得による支出 △390 △451

貸付けによる支出 － △400

貸付金の回収による収入 703 396

その他 △831 34

投資活動によるキャッシュ・フロー △32,745 △58,664

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） △10,000 160,000

長期借入金の返済による支出 △47,998 △44,848

自己株式の取得による支出 △61 △121

配当金の支払額 △19,308 △14

財務活動によるキャッシュ・フロー △77,367 115,016

現金及び現金同等物に係る換算差額 △9 △70

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 46,296 △259,837

現金及び現金同等物の期首残高 133,698 413,780

現金及び現金同等物の四半期末残高 179,994 153,942
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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生産、受注及び販売の状況 

（１）生産実績 

当第１四半期会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、消費税は含まれておりません。 

  

（２）受注実績 

当第１四半期会計期間の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、消費税は含まれておりません。 

  

（３）販売実績 

当第１四半期会計期間の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、消費税は含まれておりません。 

  

６．その他の情報

製品別 
    当第1四半期会計期間 

   （自 平成21年４月１日 
    至 平成21年６月30日）  

前年同四半期比（％）  

 伝動用ローラチェーン （千円）         293,963       △43.1

 コンベアチェーン   （千円）         106,559       △20.8

 スプロケット類    （千円）           25,202       △54.8

 その他        （千円）         40,660       △64.2

       合 計  （千円）         466,385         △43.2

製品別 
    当第1四半期会計期間 

   （自 平成21年４月１日 
    至 平成21年６月30日）  

前年同四半期比（％）  

 伝動用ローラチェーン （千円）         329,839       △37.7

 コンベアチェーン   （千円）         91,052       △48.7

 スプロケット類    （千円）           36,912       △35.3

 その他        （千円）         75,755       △48.3

       合 計  （千円）         533,559         △41.1

製品別 
    当第1四半期会計期間 

   （自 平成21年４月１日 
    至 平成21年６月30日）  

前年同四半期比（％）  

 伝動用ローラチェーン （千円）         335,227       △38.3

 コンベアチェーン   （千円）         106,884       △29.7

 スプロケット類    （千円）           32,577       △49.1

 その他        （千円）         91,035       △51.1

       合 計  （千円）         565,723         △40.2
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