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1.  平成22年3月期第3四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 1,818 △35.6 △225 ― △235 ― △241 ―

21年3月期第3四半期 2,825 ― △9 ― △34 ― △82 ―

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 △16.50 ―

21年3月期第3四半期 △5.62 ―

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 3,404 748 22.0 51.17
21年3月期 3,363 989 29.4 67.64

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  748百万円 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3四半期 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3四半期  39,002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3四半期 14,634,487株 21年3月期第3四半期 14,642,334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３四半期（９ヶ月）におけるわが国経済は、政府の景気政策の実施等により、一部持ち直しの動きが見られる

ものの、設備投資や雇用情勢については依然として悪化した状況が続き、先行きの景気動向にも懸念が残る不透明な

状況で推移しました。 

 海外におきましては、一部地域では回復の兆しがあるものの、米国や欧州では失業率が高水準で推移するなど、引

き続き深刻な経済状況が続いております。 

 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・改善活動の推進等生産性向上、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。 

 この結果、当第３四半期（９ヶ月）の売上高につきましては、ユーザー業界の生産状況が厳しく、水準としては低

調な状況が続いておりますが、３四半期連続で増加した結果1,818百万円（前年同期比△35.7％減）となりました。

収益面につきましては、営業損失225百万円（前年同四半期は営業損失9百万円）、経常損失235百万円（前年同四半

期は経常損失34百万円）、四半期純損失241百万円（前年同四半期は四半期純損失82百万円）となりました。 

  

  

(１) 財政状態 

 当第３四半期末の財政状態は、総資産は前事業年度末と比べ40百万円増加し、3,404百万円となりました。 

 資産につきましては、流動資産では、前事業年度末と比べて34百万円増加し、1,925百万円となりました。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、5百万増加し、1,478百万円

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、前事業年度に比べ281百万円増加し、2,655百万円となりました。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、241百万円減少し、748百万円となりました。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22.0％になりました。 

  

(２) キャッシュ・フローの状況 

 当第３四半期末における現金及び現金同等物の残高は266百万円となり、前事業年度末比べ146百万円減少しまし

た。 

 各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 

  

（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266百万円となりました。主な要因は、税引前四半期純損失235百万円の計上等に

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215百万円となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出215百万円

によるものです。  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果支出した資金は335百万円となりました。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190百万円、短期借入による収入80百万円によるものです。 

  

平成22年3月期の業績予想につきましては、平成21年11月6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
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①棚卸資産の評価方法 

 当第３四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、第２四半期会計期間末の実施棚卸高

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３四半期会計期間末 
(平成21年12月31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 346,989 463,780

受取手形 503,358 299,636

売掛金 411,307 362,473

有価証券 5,448 5,442

商品及び製品 182,297 215,116

仕掛品 296,574 339,343

原材料及び貯蔵品 156,011 179,068

その他 23,750 26,134

貸倒引当金 △209 △236

流動資産合計 1,925,527 1,890,760

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 269,727 276,162

機械及び装置（純額） 559,109 527,002

土地 242,887 242,887

その他（純額） 60,802 67,582

有形固定資産合計 1,132,527 1,113,634

無形固定資産 13,086 16,954

投資その他の資産   

投資有価証券 136,692 121,323

その他 199,857 224,124

貸倒引当金 △3,354 △2,898

投資その他の資産合計 333,195 342,549

固定資産合計 1,478,809 1,473,138

資産合計 3,404,336 3,363,898
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年12月31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 391,218 458,595

買掛金 101,867 91,587

短期借入金 820,852 724,942

未払法人税等 6,751 9,518

賞与引当金 5,698 22,096

その他 263,885 176,635

流動負債合計 1,590,273 1,483,374

固定負債   

社債 87,000 203,000

長期借入金 684,875 428,668

退職給付引当金 176,088 145,420

役員退職慰労引当金 65,916 63,140

その他 51,371 50,303

固定負債合計 1,065,251 890,531

負債合計 2,655,525 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 △428,406 △186,926

自己株式 △4,258 △4,075

株主資本合計 802,514 1,044,178

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △26,477 △39,357

繰延ヘッジ損益 △27,225 △14,827

評価・換算差額等合計 △53,703 △54,185

純資産合計 748,811 989,993

負債純資産合計 3,404,336 3,363,898
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(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 2,825,376 1,818,088

売上原価 2,404,966 1,661,607

売上総利益 420,410 156,481

販売費及び一般管理費 430,285 381,759

営業損失（△） △9,875 △225,278

営業外収益   

受取利息 806 761

受取配当金 1,507 1,647

助成金収入 － 20,628

その他 9,920 5,495

営業外収益合計 12,233 28,531

営業外費用   

支払利息 14,589 22,375

支払手数料 － 6,500

手形売却損 8,602 829

その他 13,381 8,736

営業外費用合計 36,573 38,442

経常損失（△） △34,215 △235,188

特別利益   

固定資産売却益 5 －

特別利益合計 5 －

特別損失   

ゴルフ会員権評価損 1,590 －

固定資産廃棄損 4,545 47

投資有価証券評価損 35,727 －

特別損失合計 41,862 47

税引前四半期純損失（△） △76,072 △235,235

法人税、住民税及び事業税 6,189 6,244

法人税等合計 6,189 6,244

四半期純損失（△） △82,262 △241,480
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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３四半期累計期間 
(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   

税引前四半期純損失（△） △76,072 △235,235

減価償却費 121,772 148,984

ゴルフ会員権評価損 1,590 －

投資有価証券評価損益（△は益） 35,727 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △31 429

賞与引当金の増減額（△は減少） △27,647 △16,397

退職給付引当金の増減額（△は減少） 11,733 30,668

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △1,250 2,776

受取利息及び受取配当金 △2,313 △2,408

支払利息 14,589 22,375

為替差損益（△は益） 30 399

固定資産廃棄損 4,545 47

売上債権の増減額（△は増加） 272,919 △252,555

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,244 98,646

仕入債務の増減額（△は減少） △75,605 △57,096

未払消費税等の増減額（△は減少） △12,999 7,971

長期前払費用の増減額（△は増加） △809 1,024

その他 17,735 8,472

小計 279,670 △241,898

利息及び配当金の受取額 2,313 2,408

利息の支払額 △13,622 △19,096

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 260,153 △266,754

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 △133,873 △215,883

投資有価証券の取得による支出 △2,940 △1,421

貸付けによる支出 △2,000 △800

貸付金の回収による収入 2,301 1,357

その他 2,843 1,261

投資活動によるキャッシュ・フロー △133,669 △215,486

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） △15,000 80,000

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 △135,089 △190,183

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 △1,008 △183

配当金の支払額 △42,941 △84

財務活動によるキャッシュ・フロー △99,648 335,849

現金及び現金同等物に係る換算差額 △30 △399

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 26,805 △146,790

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 160,503 266,989
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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３四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３四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３四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３四半期累計期間 

   （自 平成21年４月１日 
    至 平成21年12月31日）  

前年同四半期比（％）  

 伝動用ローラチェーン （千円）         936       △38.4

 コンベアチェーン   （千円）         330       △23.8

 スプロケット類    （千円）           92       △42.7

 その他        （千円）         149       △38.8

       合 計  （千円）         1,509         △36.1

製品別 
    当第３四半期累計期間 

   （自 平成21年４月１日 
    至 平成21年12月31日）  

前年同四半期比（％）  

 伝動用ローラチェーン （千円）         1,043       △28.5

 コンベアチェーン   （千円）         325       △34.6

 スプロケット類    （千円）           127       △32.0

 その他        （千円）         302       △17.9

       合 計  （千円）         1,799         △28.4

製品別 
    当第３四半期累計期間 

   （自 平成21年４月１日 
    至 平成21年12月31日）  

前年同四半期比（％）  

 伝動用ローラチェーン （千円）         1,051       △36.8

 コンベアチェーン   （千円）         341       △33.8

 スプロケット類    （千円）           117       △39.6

 その他        （千円）         307       △31.7

       合 計  （千円）         1,818         △35.7

オリエンタルチエン工業㈱(6380) 平成22年3月期 第３四半期決算短信

10


	uji2.pdf
	OCMtanshin
	tanshin_Part1.pdf
	tanshinbspl
	tanshin_Part2




