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1.  平成22年3月期第2四半期の業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第2四半期 1,168 △39.9 △170 ― △182 ― △186 ―

21年3月期第2四半期 1,945 ― 34 ― 22 ― △7 ―

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2四半期 △12.75 ―

21年3月期第2四半期 △0.54 ―

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2四半期 3,467 815 23.5 55.74
21年3月期 3,363 989 29.4 67.64

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  815百万円 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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
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 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― 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  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

通期 2,627 △22.4 △216 ― △241 ― △249 ― △17.07
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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  
（注）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2四半期 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2四半期  38,002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2四半期 14,634,910株 21年3月期第2四半期 14,643,707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、資料の作成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２四半期（６ヶ月）におけるわが国経済は、昨年秋以降急激に悪化した景気についてはほぼ下げ止まったも

のの、設備投資の凍結や雇用情勢の悪化など厳しい状況が続き、不況の長期化が懸念されます。 

 海外におきましても、国や地域により状況は異なりますが、金融政策、景気対策等により、景気回復の兆しがみ

られるものの、先行き不透明で、景気の回復を望むのは難しい状況にあります。  

 このような状況下にあって、当社は営業活動を強化し受注拡大に努める一方、生産減少によるコストアップを生

産工程の見直し・コストの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。しかしながら、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。 

 この結果、当第２四半期累計期間の受注高につきましては全部門で減少し、1,162百万円（前年同期比△37.0％

減）となりました。売上高につきましては農業機械や食品機械向けは前年同期比増加しましたが、その他の用途の

減少が大きく、また輸出も環境厳しく大きく減少した結果1,168百万円（前年同四半期比△39.9％減）となり、営

業損失170百万円（前年同四半期は営業利益34百万円）、経常損失182百万円（前年同四半期は経常利益22百万

円）、四半期純損失186百万円（前年同四半期は四半期純損失7百万円）となりました。 

  

  

（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103百万円増加し、3,467百万円となりました。 

資産につきましては、流動資産では、前事業年度末と比べ46百万円増加し、1,937百万円となりました。これは主

に、受取手形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、57百万円増加し、1,530百万円と

なりました。これは主に、機械装置の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278百万円増加し、2,652百万円となりました。これは主に、長期借入金

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、174百万円減少し、815百万円となりました。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によるものであります。 

この結果、自己資本比率は23.5％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393百万円となり、前事業年度末と比べ20百万円減少しまし

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164百万円となりました。主な要因は、税引前四半期純損失182百万円の計上等によ

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191百万円となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出191百万円に

よるものです。 

（財務活動によるキャシュ・フロー） 

財務活動の結果得た資金は336百万円となりました。主な要因は、長期借入れによる収入462百万円と長期借入金の

返済による支出169百万円によるものです。 

  

  

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、平成21年11月６日発表の「通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。  

  

  

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
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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、事業年度の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２四半期会計期間末 
(平成21年９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 473,706 463,780

受取手形 389,257 299,636

売掛金 365,192 362,473

有価証券 5,447 5,442

商品及び製品 189,969 215,116

仕掛品 323,073 339,343

原材料及び貯蔵品 159,397 179,068

その他 31,222 26,134

貸倒引当金 △197 △236

流動資産合計 1,937,069 1,890,760

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 274,797 276,162

機械及び装置（純額） 599,879 527,002

土地 242,887 242,887

その他（純額） 58,583 67,582

有形固定資産合計 1,176,149 1,113,634

無形固定資産 14,376 16,954

投資その他の資産   

投資有価証券 146,003 121,323

その他 197,837 224,124

貸倒引当金 △3,576 △2,898

投資その他の資産合計 340,265 342,549

固定資産合計 1,530,790 1,473,138

資産合計 3,467,860 3,363,898
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年９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 386,916 458,595

買掛金 114,512 91,587

短期借入金 802,582 724,942

未払法人税等 5,735 9,518

賞与引当金 22,770 22,096

その他 249,477 176,635

流動負債合計 1,581,993 1,483,374

固定負債   

社債 87,000 203,000

長期借入金 704,001 428,668

退職給付引当金 162,924 145,420

役員退職慰労引当金 64,992 63,140

その他 51,187 50,303

固定負債合計 1,070,105 890,531

負債合計 2,652,098 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 △373,611 △186,926

自己株式 △4,197 △4,075

株主資本合計 857,371 1,044,178

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △16,503 △39,357

繰延ヘッジ損益 △25,106 △14,827

評価・換算差額等合計 △41,609 △54,185

純資産合計 815,762 989,993

負債純資産合計 3,467,860 3,363,898
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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）

前第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) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 1,945,224 1,168,991

売上原価 1,618,210 1,085,629

売上総利益 327,013 83,362

販売費及び一般管理費 292,074 253,502

営業利益又は営業損失（△） 34,939 △170,139

営業外収益   

受取利息 778 743

受取配当金 1,458 1,621

助成金収入 － 8,955

保険解約返戻金 2,031 1,237

その他 5,620 2,779

営業外収益合計 9,888 15,336

営業外費用   

支払利息 9,819 13,903

支払手数料 － 6,500

手形売却損 4,938 697

その他 7,137 6,554

営業外費用合計 21,895 27,655

経常利益又は経常損失（△） 22,932 △182,458

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 40

投資有価証券評価損 22,500 －

特別損失合計 26,746 40

税引前四半期純損失（△） △3,808 △182,499

法人税、住民税及び事業税 4,117 4,185

法人税等合計 4,117 4,185

四半期純損失（△） △7,925 △186,684
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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) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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 △182,499

減価償却費 78,961 93,454

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） 1,010 674

退職給付引当金の増減額（△は減少） 13,133 17,503

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △2,635 1,852

貸倒引当金の増減額（△は減少） △32 638

受取利息及び受取配当金 △2,236 △2,364

支払利息 9,894 13,903

為替差損益（△は益） 29 864

固定資産廃棄損 4,246 40

売上債権の増減額（△は増加） 155,485 △92,340

たな卸資産の増減額（△は増加） △18,781 61,088

仕入債務の増減額（△は減少） 58,551 △48,753

未払消費税等の増減額（△は減少） △11,359 3,565

長期前払費用の増減額（△は増加） △1,362 796

その他 9,973 △13,219

小計 313,564 △144,796

利息及び配当金の受取額 2,236 2,364

利息の支払額 △9,843 △14,055

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 297,750 △164,653

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 △191,861

投資有価証券の取得による支出 △870 △941

貸付けによる支出 － △800

貸付金の回収による収入 1,364 972

その他 2,362 1,255

投資活動によるキャッシュ・フロー △61,262 △191,373

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 60,000

長期借入れによる収入 － 462,300

長期借入金の返済による支出 △90,906 △169,327

社債の発行による収入 99,390 －

社債の償還による支出 △5,000 △16,000

自己株式の取得による支出 △862 △121

配当金の支払額 △42,864 △33

財務活動によるキャッシュ・フロー △35,242 336,818

現金及び現金同等物に係る換算差額 △29 △864

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 201,215 △20,073

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 334,913 393,706
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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２四半期累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1四半期累計期間 

   （自 平成21年４月１日 
    至 平成21年９月30日）  

前年同四半期比（％）  

 伝動用ローラチェーン （千円）         603,134       △42.5

 コンベアチェーン   （千円）         219,156       △27.3

 スプロケット類    （千円）           54,892       △49.4

 その他        （千円）         96,034       △48.4

       合 計  （千円）         973,218         △40.9

製品別 
    当第1四半期累計期間 

   （自 平成21年４月１日 
    至 平成21年９月30日）  

前年同四半期比（％）  

 伝動用ローラチェーン （千円）         670,799       △36.7

 コンベアチェーン   （千円）         223,715       △39.6

 スプロケット類    （千円）           78,029       △39.5

 その他        （千円）         190,067       △33.9

       合 計  （千円）         1,162,612         △37.0

製品別 
    当第1四半期累計期間 

   （自 平成21年４月１日 
    至 平成21年９月30日）  

前年同四半期比（％）  

 伝動用ローラチェーン （千円）         673,479       △40.7

 コンベアチェーン   （千円）         231,736       △33.1

 スプロケット類    （千円）           71,530       △44.1

 その他        （千円）         192,245       △42.6

       合 計  （千円）         1,168,991         △39.9
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