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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（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3四半期 79,134 △31.3 1,986 △81.1 2,416 △77.0 1,644 △70.9
21年3月期第3四半期 115,210 ― 10,524 ― 10,512 ― 5,648 ―

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3四半期 8.84 ―
21年3月期第3四半期 30.36 ―

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3四半期 183,019 84,520 43.0 423.11
21年3月期 178,455 84,458 43.9 421.53

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  78,714百万円 21年3月期  78,422百万円

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 ― 4.00 ― 4.00 8.00
22年3月期 ― 3.00 ―
22年3月期 

（予想） 3.00 6.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（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）連結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 110,000 △22.3 3,500 △61.5 3,800 △59.3 2,600 △58.0 13.98

－1－ －1－



4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
［（注）詳細は、６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) 四半期連結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（四半期連結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、６ページ【定性的情報・財務諸表等】 4．その他をご覧ください。］ 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・連結業績予想は、当社が現時点で入手可能な情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づくものであり、リスクや不確実性を含んでおります。 
 実際の業績は、今後の当社グループを取り巻く経営環境の変化、市場の動向、為替の変動などにより、予想数値と異なる場合があります。また、業績に 
 影響を与え得る要素はこれらに限定されるものではございません。 

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） 22年3月期第3四半期 191,406,969株 21年3月期  191,406,969株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  5,368,896株 21年3月期  5,363,483株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 186,040,832株 21年3月期第3四半期 186,061,772株

－2－ －2－



 当第３四半期連結累計期間（平成21年４月～12月）のわが国経済は、各種経済対策の効果やアジアの新

興国向けを中心とした輸出が増加に転じるなど、回復への兆しが見られましたが、一方で厳しい雇用情勢

や個人所得の低迷などにより、依然として厳しい状況で推移しました。 

 当社グループを取り巻く事業環境は、環境対応車減税などの自動車販売促進政策により自動車販売が回

復に向かうなど、自動車関連では改善の兆しが見えたものの、設備投資の抑制などにより、依然として不

透明な状況が続きました。 

 これらの結果、当第３四半期連結累計期間の受注高は791億89百万円（前年同期比28.3%減）、売上高は

791億34百万円（同31.3%減）となりました。損益につきましては、グループを挙げて徹底した固定費・経

費の削減に取り組みましたが、売上高が大幅に減少したことにより、営業利益19億86百万円（同81.1%

減）、経常利益24億16百万円（同77.0%減）、四半期純利益16億44百万円（同70.9%減）となりました。 

 セグメント別の概況は次のとおりです。 

  

［パワトラ事業部門］ 

 チェーン事業・精機事業につきましては、液晶・ＩＴ関連業界や自動車業界向けなどが回復基調となっ

たものの、設備投資の抑制が依然として続いており、前年同期比で減収となりました。 

 自動車部品事業につきましては、環境対応車など一部車種の自動車生産が国内外において増加したもの

の、世界経済の不振による自動車生産の減少により、減収となりました。 

 以上により、パワトラ事業部門の受注高は662億45百万円（前年同期比27.2%減）、売上高653億52百万

円（同29.8%減）、営業利益42億24百万円（同64.4%減）となりました。 

  

［マテハン事業部門］ 

 マテハン事業につきましては、流通業界向け仕分け設備や鉄鋼業界向け搬送設備、粉粒体搬送設備の販

売は比較的堅調に推移しましたが、設備投資抑制が続く自動車業界や工作機械業界向け搬送設備の需要低

迷などにより、前年同期比で減収となりました。 

 以上により、マテハン事業部門の受注高は129億43百万円（前年同期比33.6%減）、売上高134億31百万

円（同38.0%減）、営業損失１億55百万円（前年同期は14億79百万円の利益）となりました。 

  

定性的情報・財務諸表等

1. 連結経営成績に関する定性的情報

(株) 椿本チエイン（6371）平成22年３月期 第３四半期決算短信
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【財政状態に関する分析】 

資産 

 当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末と比較して45億64百万円増加し、

1,830億19百万円となりました。 

 流動資産は、需要の低迷による生産調整の結果、たな卸資産が17億79百万円減少した一方、主に金融機

関からの借入を実行したことに伴い、現金及び預金が22億63百万円増加したことや、譲渡性預金の増加に

よる有価証券の増加が65億66百万円あったことなどから、前連結会計年度末と比較して69億93百万円増加

し、820億31百万円となりました。 

 固定資産は、韓国の子会社設立や保有株式の時価上昇などにより投資有価証券が５億62百万円増加した

一方、減価償却などにより有形固定資産が26億98百万円減少したことなどから、前連結会計年度末と比較

して24億29百万円減少し、1,009億87百万円となりました。 

  

 負債 

 負債は、主に金融機関からの借入金が51億49百万円増加したことなどから、前連結会計年度末と比較し

て45億２百万円増加し、984億98百万円となりました。 

  

 純資産 

 純資産は、為替の変動により為替換算調整勘定が２億20百万円減少した一方、利益剰余金が３億42百万

円増加したことなどから、前連結会計年度末と比較して61百万円増加の845億20百万円となり、自己資本

比率は43.0%となりました。 

  

【キャッシュ・フローに関する分析】 

 当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年

度末と比較して88億42百万円増加し、201億12百万円となりました。 

 当第３四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。

  

 営業活動によるキャッシュ・フロー 

 営業活動による資金の増加は103億２百万円（前年同期比30億36百万円増加）となりました。これは、

減価償却費を54億37百万円計上したことや、仕入債務が30億76百万円増加したことに加え、税金等調整前

四半期純利益を24億18百万円計上したことなどによるものであります。 

  

 投資活動によるキャッシュ・フロー 

 投資活動による資金の減少は49億42百万円（前年同期比20億８百万円減少）となりました。これは、自

動車部品生産設備等への設備投資代金の決済に46億84百万円支出したことなど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 

 財務活動による資金の増加は35億16百万円（前年同期比73億48百万円増加）となりました。これは、長

期借入金の返済に48億51百万円、配当金の支払に13億２百万円それぞれ支出した一方、新規の長期借入に

よる収入が100億円あったことなどによるものであります。 

  

2. 連結財政状態に関する定性的情報

(株) 椿本チエイン（6371）平成22年３月期 第３四半期決算短信
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 平成22年３月期通期の業績につきましては、経費削減や生産性向上による原価低減が計画を上回る効果

で進んでいることなどにより、営業利益、経常利益、当期純利益が前回予想を上回る見通しとなりました

ので、業績予想数値を下記の通り修正いたします。 

  

 
  

3. 連結業績予想に関する定性的情報

平成22年３月期通期の連結業績予想数値の修正（平成21年４月１日～平成22年３月31日）

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

前回発表予想(Ａ) 
（平成21年11月11日 発表）

百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭

110,000 1,800 2,000 1,700 9.14

今  回  修  正  予  想  (Ｂ) 110,000 3,500 3,800 2,600 13.98

増     減     額     (Ｂ－Ａ) ― 1,700 1,800 900 ―

増      減      率   （％） ― 94.4 90.0 52.9 ―

  （ご参考）平成22年３月期通期の個別業績予想数値の修正（平成21年４月１日～平成22年３月31日）

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

前回発表予想(Ａ) 
（平成21年11月11日 発表）

百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭

60,000 △ 400 1,300 1,200 6.45

今  回  修  正  予  想  (Ｂ) 60,000 900 2,700 2,100 11.29

増     減     額     (Ｂ－Ａ) ― 1,300 1,400 900 ―

増      減      率   （％） ― ― 107.7 75.0 ―

(株) 椿本チエイン（6371）平成22年３月期 第３四半期決算短信
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 該当事項はありません。 

  

① 簡便な会計処理 

 固定資産の減価償却費の算定方法 

一部の連結子会社においては、固定資産の減価償却費の算定は、年度中の取得、売却又は除却等

の見積りを考慮した予算に基づいております。 
  
② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

 該当事項はありません。 

  

請負工事に係る収益の計上基準については、従来、一部の海外連結子会社のマテハン事業部門を

除いて、工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第

15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第18号 平成19年12月27日）を第１四半期連結会計期間より適用し、第１四半期連結会計期間に着

手した工事契約から、当第３四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認めら

れる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事につい

ては工事完成基準を適用しております。 

 この変更による損益への影響は軽微であります。 

  

4. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(3) 四半期連結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

(株) 椿本チエイン（6371）平成22年３月期 第３四半期決算短信
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5.【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 12,347 10,083

受取手形及び売掛金 32,099 30,604

有価証券 7,996 1,430

商品及び製品 11,646 12,548

仕掛品 10,599 10,543

原材料及び貯蔵品 3,998 4,932

その他 3,729 5,376

貸倒引当金 △385 △480

流動資産合計 82,031 75,037

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 22,034 21,483

機械装置及び運搬具（純額） 19,241 20,245

工具、器具及び備品（純額） 1,911 2,014

土地 36,408 36,399

建設仮勘定 1,874 4,025

有形固定資産合計 81,470 84,168

無形固定資産 1,535 1,722

投資その他の資産   

投資有価証券 12,290 11,728

その他 5,837 5,992

貸倒引当金 △146 △195

投資その他の資産合計 17,981 17,526

固定資産合計 100,987 103,417

資産合計 183,019 178,455

－1－

(株) 椿本チエイン（6371）平成22年３月期 第３四半期決算短信
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 20,390 17,703

短期借入金 9,035 8,877

1年内返済予定の長期借入金 5,205 8,511

1年内償還予定の社債 7,010 30

未払法人税等 154 695

賞与引当金 1,027 2,371

工事損失引当金 114 －

その他 8,530 9,023

流動負債合計 51,469 47,213

固定負債   

社債 － 7,010

長期借入金 21,468 13,170

退職給付引当金 9,677 10,059

役員退職慰労引当金 247 263

その他 15,636 16,279

固定負債合計 47,029 46,782

負債合計 98,498 93,996

純資産の部   

株主資本   

資本金 17,076 17,076

資本剰余金 12,653 12,654

利益剰余金 65,125 64,782

自己株式 △2,542 △2,541

株主資本合計 92,312 91,972

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,948 2,815

繰延ヘッジ損益 △16 △55

土地再評価差額金 △12,084 △12,084

為替換算調整勘定 △4,446 △4,225

評価・換算差額等合計 △13,598 △13,550

少数株主持分 5,805 6,036

純資産合計 84,520 84,458

負債純資産合計 183,019 178,455

－2－

(株) 椿本チエイン（6371）平成22年３月期 第３四半期決算短信
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年12月31日) 

売上高 115,210 79,134

売上原価 82,604 59,830

売上総利益 32,605 19,304

販売費及び一般管理費 22,081 17,317

営業利益 10,524 1,986

営業外収益   

受取利息 102 20

受取配当金 440 249

受取保険料 156 187

助成金収入 － 475

その他 414 363

営業外収益合計 1,114 1,296

営業外費用   

支払利息 605 515

為替差損 74 67

その他 445 284

営業外費用合計 1,125 866

経常利益 10,512 2,416

特別利益   

固定資産売却益 117 －

投資有価証券売却益 － 1

特別利益合計 117 1

特別損失   

減損損失 52 －

固定資産売却損 4 －

投資有価証券評価損 850 －

特別損失合計 907 －

税金等調整前四半期純利益 9,722 2,418

法人税、住民税及び事業税 2,795 318

法人税等還付税額 － △95

法人税等調整額 699 612

法人税等合計 3,495 835

少数株主利益又は少数株主損失（△） 578 △60

四半期純利益 5,648 1,644

－3－
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 9,722 2,418

減価償却費 5,427 5,437

減損損失 52 －

固定資産除売却損益（△は益） 2 49

投資有価証券評価損益（△は益） 850 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 34 △137

退職給付引当金の増減額（△は減少） △416 △389

売上債権の増減額（△は増加） △111 △1,541

たな卸資産の増減額（△は増加） △5,589 1,668

仕入債務の増減額（△は減少） 5,595 3,076

その他 △2,289 162

小計 13,279 10,744

利息及び配当金の受取額 543 264

利息の支払額 △568 △472

法人税等の支払額 △5,988 △233

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,266 10,302

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △51 △0

定期預金の払戻による収入 63 12

投資有価証券の取得による支出 △10 △114

投資有価証券の売却による収入 1 30

関係会社株式の取得による支出 － △210

関係会社出資金の払込による支出 △96 △12

長期貸付けによる支出 △36 △32

長期貸付金の回収による収入 56 46

固定資産の取得による支出 △7,058 △4,684

固定資産の売却による収入 181 21

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,950 △4,942

－4－
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（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年12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） 569 125

長期借入れによる収入 100 10,000

長期借入金の返済による支出 △2,338 △4,851

社債の償還による支出 △40 △30

リース債務の返済による支出 △12 △26

割賦債務の返済による支出 △257 △241

配当金の支払額 △1,674 △1,302

少数株主への配当金の支払額 △164 △155

自己株式の取得による支出 △21 △2

自己株式の売却による収入 7 0

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,832 3,516

現金及び現金同等物に係る換算差額 △449 △34

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,966 8,842

現金及び現金同等物の期首残高 17,744 11,269

現金及び現金同等物の四半期末残高 13,778 20,112

－5－
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該当事項はありません。 
  

  

 
  

 
(注) １ 事業区分の方法 

  事業区分の方法は、内部管理上採用している区分によっております。 

  

２ 各事業区分の主要製品 

  

 
  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

前第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日)

パワトラ 
事業部門 
(百万円)

マテハン
事業部門 
(百万円)

その他部門
(百万円)

計
(百万円)

消去又は 
全社 

(百万円)

連結
(百万円)

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

93,135 21,670 404 115,210 ― 115,210

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

1,406 35 1,273 2,714 (2,714) ―

計 94,542 21,705 1,677 117,925 (2,714) 115,210

営業利益 11,858 1,479 181 13,519 (2,995) 10,524

当第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日)

パワトラ 
事業部門 
(百万円)

マテハン
事業部門 
(百万円)

その他部門
(百万円)

計
(百万円)

消去又は 
全社 

(百万円)

連結
(百万円)

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

65,352 13,431 350 79,134 ― 79,134

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

976 29 688 1,693 (1,693) ―

計 66,328 13,460 1,039 80,828 (1,693) 79,134

営業利益又は営業損失(△) 4,224 △ 155 110 4,179 (2,193) 1,986

事業区分 主要製品

パワトラ 
事業部門

・伝動用チェーン
・搬送用チェーン
・ケーブル・ホース支持案内装置
・自動車部品
・一般産業用ベルト商品
・伝動装置

マテハン 
事業部門

・搬送システム、仕分けシステム、保管・ピッキングシステム
・コンベヤ、物流機器装置
・設備監視ソフト
・メンテナンスサービス

その他部門 ・ビルメンテナンス、保険代理業、ヘルスケア機器の販売 他
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(注) １ 国又は地域の区分の方法 

  国又は地域の区分の方法は、地理的近接度による区分によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) 北米………………………アメリカ、カナダ 

(2) 欧州………………………オランダ、イギリス 

(3) アジア・オセアニア……台湾、中華人民共和国、シンガポール、タイ、オーストラリア 

(4) その他……………………ブラジル 

  

【所在地別セグメント情報】

前第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日)

日本 
(百万円)

北米
(百万円)

欧州
(百万円)

アジア・
オセア 
ニア 

(百万円)

その他
(百万円)

計 
(百万円)

消去又は 
全社 

(百万円)

連結
(百万円)

売上高

① 外部顧客に対する
売上高

79,974 19,527 6,174 9,428 104 115,210 ― 115,210

② セグメント間の内部
売上高又は振替高

14,269 438 7 664 ― 15,379 (15,379) ―

計 94,243 19,965 6,182 10,093 104 130,590 (15,379) 115,210

営業利益又は営業損失(△) 10,350 966 492 1,658 △ 10 13,457 (2,933) 10,524

当第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日)

日本 
(百万円)

北米
(百万円)

欧州
(百万円)

アジア・
オセア 
ニア 

(百万円)

その他
(百万円)

計 
(百万円)

消去又は 
全社 

(百万円)

連結
(百万円)

売上高

① 外部顧客に対する
売上高

54,860 13,715 3,984 6,554 18 79,134 ― 79,134

② セグメント間の内部
売上高又は振替高

7,737 181 65 319 ― 8,304 (8,304) ―

計 62,598 13,897 4,049 6,874 18 87,438 (8,304) 79,134

営業利益又は営業損失(△) 2,832 △ 36 133 690 △ 42 3,577 (1,590) 1,986
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(注) １ 国又は地域の区分の方法 

  国又は地域の区分の方法は、地理的近接度による区分によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

 (1) 北米………………………アメリカ、カナダ 

 (2) 欧州………………………オランダ、イギリス 

 (3) アジア・オセアニア……台湾、中華人民共和国、シンガポール、タイ、オーストラリア 

 (4) その他の地域……………アフリカ、中近東、中南米 

３ 海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。 

  

  

該当事項はありません。 

【海外売上高】

前第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日)

北米 欧州
アジア・
オセアニア

その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 19,645 6,732 14,172 384 40,934

Ⅱ 連結売上高(百万円) 115,210

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

17.1 5.8 12.3 0.3 35.5

当第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日)

北米 欧州
アジア・
オセアニア

その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 13,785 4,113 8,796 379 27,074

Ⅱ 連結売上高(百万円) 79,134

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

17.4 5.2 11.1 0.5 34.2

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

当第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日)
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