
平成23年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（非連結） 

平成22年11月10日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 オリエンタルチエン工業株式会社 上場取引所 大 

コード番号 6380 URL http://www.ocm.co.jp
代表者 （役職名） 取締役社長 （氏名） 西村 武   

問合せ先責任者 （役職名） 取締役営業部長 （氏名） 指間 信廣 TEL 076-276-1155
四半期報告書提出予定日 平成22年11月12日

配当支払開始予定日 ―

四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無

四半期決算説明会開催の有無 ： 無

1.  平成23年3月期第2四半期の業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第2四半期 1,531 31.0 39 ― 63 ― 64 ―

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

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

23年3月期第2四半期 4.40 ―

22年3月期第2四半期 △12.75 ―

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

23年3月期第2四半期 3,244 738 22.8 50.45
22年3月期 3,293 711 21.6 48.59

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  738百万円 22年3月期  711百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  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

22年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

23年3月期 ― 0.00

23年3月期 
（予想）

― 0.00 0.00

3.  平成23年3月期の業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 2,948 20.3 52 ― 78 ― 75 ― 5.14



(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
の変更の有無となります。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3「その他」をご覧ください。）

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） 23年3月期2Q  14,672,333株 22年3月期  14,672,333株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  41,651株 22年3月期  39,872株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q  14,631,841株 22年3月期2Q  14,634,910株

※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報告書の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報告書のレビュー手続は終了していません。 

※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、
実際の業績等は今後様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、国内の経済対策やアジア諸国を中心とする新興国の景気回復にけ

ん引され、緩やかな回復傾向が見られましたが、欧米を中心とした海外景気の下振れや為替変動・株安・デフレの

影響など先行き不透明感の懸念も高まり厳しい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、顧客の多様なニーズへの対応力を高め、受注拡大に向けて積極的に営業活動

の展開に取り組んでまいりました。 

 その結果、当第２四半期累計期間の業績は、売上高は、1,531百万円（前年同期比31.0％増）となり、営業利益

39百万円（前年同期は営業損失170百万円）、経常利益63百万円（前年同期は経常損失182百万円）、四半期純利益

64百万円（前年同期は四半期純損失186百万円）となりました。 

 セグメントごとの業績は次のとおりであります。 

①チェーン事業 

 工作機械、土木機械が回復基調であったことや、搬送機械も順調に推移したことによって、動力伝動用ローラチ

ェーン、コンベヤチェーンなどの売上が増加いたしました。また、台湾、ベトナムなどのアジア市場や北米向けの

輸出が増加したことによって、標準ローラチェーンの売上が増加しました。これらの結果、売上高は1,394百万円

（前年同期比29.6％増）営業利益は92百万円となりました。 

②金属射出成形事業 

 自動車用部品、医療機器部品とも堅調に推移しました。その結果、売上高は115百万円（前年同期比68.7％

増）、営業利益は25百万円となりました。 

③その他事業 

 その他事業は、不動産賃貸契約の改定により、売上高は21百万円（前年同期比9.7％減）、営業利益は16百万円

となりました。   

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

① 資産・負債及び純資産の状況 

（資産）  

 当第２四半期末における総資産は3,244百万円で前期末と比べ49百万円減少しました。流動資産は、1,992百万円

で、前期末と比べ56百万円増加し、固定資産は1,251百万円で、前期末と比べ、106百万円減少しました。流動資産

の主な変動要因は、売上債権の増加140百万円、現預金の減少75百万円、たな卸資産の減少7百万円によるもので

す。また、固定資産の主な変動要因は、有形固定資産の減少77百万円、投資有価証券の減少24百万円によるもので

あります。 

（負債）  

当第２四半期末における負債合計は、2,506百万円で、前期末と比べ76百万円減少しました。流動負債は1,592百

万円で前期末に比べ18百万円増加し、固定負債は913百万円で、前期末比べ94百万円減少しました。流動負債の主

な変動要因は、仕入債務の増加173百万円、短期借入金の減少20百万円、一年内返済長期借入金の減少16百万円、

一年内償還社債の減少100百万円、設備支払債務の減少14百万円によるものです。また、固定負債の主な変動要因

は、社債の減少16百万円、長期借入金の減少74百万円であります。 

（純資産）  

 第２四半期末における純資産は、738百万円で、前期末と比べ27百万円増加しました。主な要因は、四半期純利

益64百万円増加とその他有価証券評価差額金（差損）の増加36百万円によるものです。 

この結果、自己資本比率は22.8％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（以下「資金」という。）は前期末に比べ75百万円減少し、257百

万円となりました。 

 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） 

 営業活動の結果得た資金は173百万円（前年同期は164百万円の支出）となりました。これは主に、税引前四半期

純利益68百万円、減価償却費92百万円、仕入債務の増加173百万円、売上債権の増加144百万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18百万円（前年同期は191百万円の支出）となりました。これは主に、投資有価

証券の売却による収入7百万円、有形固定資産の取得による支出27百万円等によるものです。  

（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226百万円（前年同期は336百万円の獲得）となりました。これは主に、短期借入

金の返済による支出20百万円、長期借入金の返済による支出90百万円、社債の償還による支出116百万円によるも

１．当四半期の業績等に関する定性的情報
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のです。 

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

 平成23年３月期通期の業績予想につきましては、平成22年８月10日に公表いたしました予想を修正しておりま

す。詳細につきましては、本日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。  

  

  

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

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。  

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

１．会計処理の原則・手続の変更  

「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

 第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準18号 平成20年３月31日）及び

「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用してお

ります。 

これによる損益に与える影響は軽微であります。 

  

２．表示方法の変更 

 前第２四半期累計期間において、区分掲記しておりました営業外費用「支払手数料」（当第２四半期累計期間

500千円）については、営業外費用総額の100分の20以下となったため、「その他」に含めております。   

  

（３）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 当社は、世界金融危機による国内産業界の設備投資抑制等の影響を受け、売上高が大幅に減少し、経費削減・生

産調整等の諸施策に取り組みましたが、２期連続して営業損失を計上しております。当該状況により、第２四半期

会計期間末においても継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。 

 当社は、当該状況を改善・解消するために積極的な営業活動を展開し、早急に黒字化を図ることを 優先課題と

し、以下に示す施策を推進しております。 

 販売面では、既存商品の中心である伝動用ローラチェーンの新商品の開発、取扱商品の拡大により各種機械産業

への販売シェアの増加に取り組んでおります。さらに、成長著しい新興国への販売を拡大するため、中国・韓国の

代理店へのフォローの強化を図っております。 

 新規分野である金属射出成形部門では、既存の携帯電話・自動車・医療機器・精密機器分野の市場拡大のため、

積極的な営業活動を行っております。 

 収益面では、生産性向上の取り組み等による製造原価の低減、役員報酬・人件費の削減に加え徹底したコスト管

理で固定費の削減、収益性の改善、財務面では、有利子負債の削減に努めております。 

 以上の施策の実行による売上高の増加・コスト削減により、当第２四半期累計期間において営業利益で39百万円

の黒字化を実現いたしました。今後も継続的に取り組むことにより、当社は継続企業の前提に関する重要な不確実

性は認められないと判断しております。 

  

２．その他の情報
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３．四半期財務諸表 
（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22年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 427,690 502,981

受取手形 466,188 388,019

売掛金 466,080 403,253

有価証券 5,452 5,449

商品及び製品 168,366 163,194

仕掛品 270,344 289,050

原材料及び貯蔵品 164,566 158,134

その他 24,612 26,315

貸倒引当金 △333 △288

流動資産合計 1,992,969 1,936,110

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 255,447 264,657

機械及び装置（純額） 451,399 517,359

土地 242,887 242,887

その他（純額） 57,643 60,098

有形固定資産合計 1,007,377 1,085,002

無形固定資産 9,219 11,797

投資その他の資産   

投資有価証券 127,085 151,787

その他 118,097 116,307

貸倒引当金 △10,362 △7,264

投資その他の資産合計 234,820 260,830

固定資産合計 1,251,418 1,357,630

資産合計 3,244,387 3,293,741
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成22年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 524,886 388,436

買掛金 151,595 114,123

短期借入金 749,031 785,668

未払法人税等 6,488 9,828

その他 160,335 275,956

流動負債合計 1,592,336 1,574,013

固定負債   

社債 55,000 71,000

長期借入金 554,970 629,083

退職給付引当金 187,439 188,082

役員退職慰労引当金 64,376 68,263

その他 52,135 52,285

固定負債合計 913,922 1,008,715

負債合計 2,506,258 2,582,728

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 △427,342 △491,756

自己株式 △4,407 △4,304

株主資本合計 803,430 739,119

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △49,358 △12,775

繰延ヘッジ損益 △15,943 △15,330

評価・換算差額等合計 △65,301 △28,106

純資産合計 738,128 711,013

負債純資産合計 3,244,387 3,293,741
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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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 1,168,991 1,531,874

売上原価 1,085,629 1,251,393

売上総利益 83,362 280,481

販売費及び一般管理費 253,502 240,917

営業利益又は営業損失（△） △170,139 39,564

営業外収益   

受取利息 743 79

受取配当金 1,621 1,978

助成金収入 8,955 24,698

保険解約返戻金 1,237 1,474

株式割当 － 13,971

その他 2,779 8,245

営業外収益合計 15,336 50,448

営業外費用   

支払利息 13,903 17,293

支払手数料 6,500 －

手形売却損 697 947

その他 6,554 8,499

営業外費用合計 27,655 26,741

経常利益又は経常損失（△） △182,458 63,271

特別利益   

投資有価証券売却益 － 5,106

役員退職慰労引当金戻入額 － 1,071

特別利益合計 － 6,177

特別損失   

固定資産廃棄損 40 313

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 563

特別損失合計 40 877

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △182,499 68,571

法人税、住民税及び事業税 4,185 4,158

法人税等合計 4,185 4,158

四半期純利益又は四半期純損失（△） △186,684 64,413
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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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

△182,499 68,571

減価償却費 93,454 92,192

貸倒引当金の増減額（△は減少） 638 3,142

賞与引当金の増減額（△は減少） 674 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 17,503 △642

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,852 △3,887

受取利息及び受取配当金 △2,364 △2,058

株式割当 － △13,971

支払利息 13,903 17,293

為替差損益（△は益） 864 4,255

投資有価証券売却損益（△は益） － △5,106

固定資産廃棄損 40 313

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 563

売上債権の増減額（△は増加） △92,340 △144,356

たな卸資産の増減額（△は増加） 61,088 7,100

仕入債務の増減額（△は減少） △48,753 173,921

未払消費税等の増減額（△は減少） 3,565 △811

長期前払費用の増減額（△は増加） 796 382

その他 △13,219 758

小計 △144,796 197,662

利息及び配当金の受取額 2,364 2,058

利息の支払額 △14,055 △17,528

法人税等の支払額 △8,167 △8,235

営業活動によるキャッシュ・フロー △164,653 173,957

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 △191,861 △27,262

投資有価証券の取得による支出 △941 △810

投資有価証券の売却による収入 － 7,706

貸付けによる支出 △800 △2,650

貸付金の回収による収入 972 1,065

定期預金の預入による支出 － △90,000

定期預金の払戻による収入 － 90,000

その他 1,255 3,850

投資活動によるキャッシュ・フロー △191,373 △18,099

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） 60,000 △20,000

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 △169,327 △90,750

社債の償還による支出 △16,000 △116,000

自己株式の取得による支出 △121 △103

配当金の支払額 △33 △40

財務活動によるキャッシュ・フロー 336,818 △226,893

現金及び現金同等物に係る換算差額 △864 △4,255

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △20,073 △75,290

現金及び現金同等物の期首残高 413,780 332,981

現金及び現金同等物の四半期末残高 393,706 257,690
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該当事項はありません。  

  

  

（セグメント情報等） 

１．報告セグメントの概要 

 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配

分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。当社は、製品別のセグ

メントから構成されており、「チェーン事業」、「金属射出成形事業」の２つを報告セグメントとしております。 

 「チェーン事業」は、伝動用チェーン、コンベヤチェーン、スプロケット類の製造を行っております。「金属射出

成形事業」は金属射出成形加工による製品の製造を行っております。 

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第２四半期累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年９月30日） 

（注）１．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸事業であります。 

２．セグメント利益の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、主に報告セグメント

に帰属しない一般管理費であります。 

３．セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

（追加情報） 

第１四半期会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年３月27

日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20年３月21

日）を適用しております。 

  

  

  

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）セグメント情報

  （単位：千円）

  

報告セグメント
 その他

（注）１ 
 合計 

調整額 
（注）２ 

四半期損益計
算書計上額 
（注）３ 

チェーン事
業 

金属射出
成形事業 

 計 

売上高             

外部顧客への売上高  1,394,006  115,942  1,509,949  21,925  1,531,874  －  1,531,874

セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  －  －  －  －  －  －

計  1,394,006  115,942  1,509,949  21,925  1,531,874  －  1,531,874

セグメント利益  92,283  25,813  118,096  16,257  134,353  △94,789  39,564

（６）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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（１）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セグメント別に示すと、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セグメント別に示すと、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セグメント別に示すと、次のとおりであります。 

注） 上記の金額には、消費税は含まれておりません。  

   

  

４．補足情報

セグメント  
  当第２四半期累計期間 

 （自 平成22年４月１日 
  至 平成22年９月30日）  

前年同四半期比（％）  

 チェーン事業    （千円）         1,173,131       －

 金属射出成形事業  （千円）        115,942       －

  報告セグメント計 （千円）        1,289,073       －

 その他       （千円）        21,925       －

   合  計    （千円）        1,310,998         －

セグメント  
  当第２四半期累計期間 

 （自 平成22年４月１日 
  至 平成22年９月30日）  

前年同四半期比（％）  

 チェーン事業    （千円）        1,423,673       －

 金属射出成形事業  （千円）          110,026       －

  報告セグメント計 （千円）        1,533,699       －

 その他       （千円）        21,925       －

   合  計    （千円）        1,555,625         －

セグメント  
  当第２四半期累計期間 

 （自 平成22年４月１日 
  至 平成22年９月30日）  

前年同四半期比（％）  

 チェーン事業    （千円）        1,394,006       －

 金属射出成形事業  （千円）        115,942       －

  報告セグメント計 （千円）        1,509,949       －

 その他       （千円）        21,925       －

   合  計    （千円）        1,531,874         －

オリエンタルチエン工業㈱(6380) 平成23年3月期第２四半期決算短信

9


	uji.pdf
	2QT



