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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6月30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 ％

24年3月期第1四半期 9,123 △0.1 255 △34.2 286 △23.5 164 20.0
23年3月期第1四半期 9,136 26.3 389 ― 374 ― 136 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 332百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △745百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 3.49 ―

23年3月期第1四半期 2.91 ―

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

24年3月期第1四半期 48,787 17,960 28.3 293.28
23年3月期 48,443 17,768 28.4 292.43

（参考） 自己資本  24年3月期第1四半期  13,805百万円 23年3月期  13,765百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

年間配当金

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

23年3月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00

24年3月期 ―

24年3月期（予想） 0.00 ― 3.00 3.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率） 

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

第2四半期(累計) 18,700 △1.8 550 △17.3 500 △12.7 200 △20.9 4.25
通期 39,800 4.9 1,900 32.5 1,600 15.1 700 △17.4 14.85



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく
四半期連結財務諸表のレビュー手続が実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際
の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、［添付資
料］２ページ１．（３）連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 

4.  その他

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 47,171,006 株 23年3月期 47,171,006 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 97,735 株 23年3月期 97,629 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 47,073,313 株 23年3月期1Q 47,074,948 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間における当社グループを取り巻く環境は、海外においては、欧州を中心とする金融不

安が依然として存在するものの、アジア諸国を中心に高水準の経済成長が続き、全体として緩やかな回復基調にあ

りました。国内におきましては、今年３月の東日本大震災の影響による経済活動の停滞や原発事故に伴う電力供給

懸念に加え、為替の円高基調など、先行き不透明な状況で推移しました。 

 このような状況のもと、当社グループにおきましては、国内は、産業機械用チェーンにおいて、製鉄関連設備の

海外向け等の受注が好調であったものの、二輪車用チェーン、四輪車用チェーンは、震災の影響による完成車メー

カーの減産により受注が減少し、厳しい状況で推移しました。一方、海外においては、アジア・南米等の新興国向

けは二輪車用チェーン、四輪車用チェーンを中心に好調に推移しました。北米においては、メーカー等の在庫調整

が進み、二輪車用チェーン及びリムを中心に順調に推移しました。欧州においては、為替の円高基調の影響もあり

低調に推移しました。この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は 百万円（前年同期比0.1％減）、営業

利益は 百万円（前年同期比34.2％減）、経常利益は 百万円（前年同期比23.5％減）、四半期純利益は 百

万円（前年同期比20.0％増）となりました。  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間末の総資産は前連結会計年度末と比べ、現金及び預金が167百万円減少したものの、

棚卸資産が338百万円増加、繰延税金資産が78百万円増加したことなどにより343百万円増加し、 百万円とな

りました。負債につきましては、前連結会計年度末と比べ、借入金（短期借入金・長期借入金）が308百万円減少

したものの、支払手形及び買掛金が254百万円増加、賞与引当金が286百万円増加したことなどにより151百万円増

加し、 百万円となりました。純資産につきましては、前連結会計年度末と比べ、少数株主持分が151百万円

増加したことなどにより192百万円増加し、 百万円となりました。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成24年３月期の業績見込みにつきましては、第２四半期累計期間の業績予想については、東日本大震災の業績

に及ぼす影響の算定が困難なことから未定としておりましたが、現時点においての入手可能な情報や予測等に基づ

き、公表することといたしました。詳細につきましては、本日（平成23年７月29日）公表いたしました「業績予想

に関するお知らせ」をご参照ください。なお、通期の業績予想については、平成23年６月20日に発表いたしました

数値から変更はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

9,123

255 286 164

48,787

30,827

17,960

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,822 4,654 

受取手形及び売掛金 8,403 8,466 

商品及び製品 2,745 2,908 

仕掛品 2,212 2,286 

原材料及び貯蔵品 2,235 2,336 

繰延税金資産 322 406 

その他 493 463 

貸倒引当金 △93 △95 

流動資産合計 21,142 21,427 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,322 5,327 

機械装置及び運搬具（純額） 4,926 4,750 

土地 2,773 2,786 

建設仮勘定 384 417 

その他（純額） 2,115 2,227 

有形固定資産合計 15,522 15,510 

無形固定資産   

のれん 33 121 

ソフトウエア 83 82 

その他 16 15 

無形固定資産合計 134 219 

投資その他の資産   

投資有価証券 10,937 10,819 

繰延税金資産 142 137 

その他 566 673 

貸倒引当金 △0 △0 

投資その他の資産合計 11,645 11,629 

固定資産合計 27,301 27,359 

資産合計 48,443 48,787 
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,187 4,441 

短期借入金 6,843 6,621 

未払法人税等 60 51 

賞与引当金 325 612 

役員賞与引当金 13 － 

製品保証引当金 162 130 

その他 2,205 2,275 

流動負債合計 13,798 14,134 

固定負債   

社債 4,500 4,500 

長期借入金 6,753 6,665 

繰延税金負債 437 449 

退職給付引当金 4,098 3,917 

その他 1,087 1,160 

固定負債合計 16,876 16,693 

負債合計 30,675 30,827 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,726 2,726 

資本剰余金 2,060 2,060 

利益剰余金 6,248 6,271 

自己株式 △17 △17 

株主資本合計 11,017 11,039 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 3,528 3,465 

為替換算調整勘定 △779 △699 

その他の包括利益累計額合計 2,748 2,765 

少数株主持分 4,002 4,154 

純資産合計 17,768 17,960 

負債純資産合計 48,443 48,787 
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 9,136 9,123 

売上原価 7,424 7,430 

売上総利益 1,712 1,692 

販売費及び一般管理費 1,323 1,436 

営業利益 389 255 

営業外収益   

受取利息 0 0 

受取配当金 51 63 

為替差益 12 46 

持分法による投資利益 40 － 

その他 3 54 

営業外収益合計 109 165 

営業外費用   

支払利息 104 115 

持分法による投資損失 － 0 

その他 18 18 

営業外費用合計 123 134 

経常利益 374 286 

特別利益   

固定資産売却益 0 0 

貸倒引当金戻入額 0 － 

特別利益合計 1 0 

特別損失   

固定資産売却損 6 4 

固定資産除却損 0 0 

投資有価証券評価損 16 － 

特別損失合計 23 4 

税金等調整前四半期純利益 352 282 

法人税、住民税及び事業税 32 49 

法人税等調整額 91 △29 

法人税等合計 123 20 

少数株主損益調整前四半期純利益 228 261 

少数株主利益 91 97 

四半期純利益 136 164 
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 228 261 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △1,064 △62 

為替換算調整勘定 94 133 

持分法適用会社に対する持分相当額 △4 0 

その他の包括利益合計 △974 71 

四半期包括利益 △745 332 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △879 181 

少数株主に係る四半期包括利益 133 151 
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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