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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20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 ％

21年3月期第1四半期 38,830 ― 4,113 ― 4,326 ― 2,832 ―
20年3月期第1四半期 36,938 △0.5 3,494 48.2 3,491 49.5 1,747 112.1

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

21年3月期第1四半期 15.22 ―
20年3月期第1四半期 9.37 ―

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

21年3月期第1四半期 202,570 91,108 42.1 458.46
20年3月期 202,316 87,502 40.3 438.56

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  85,304百万円 20年3月期  81,605百万円

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

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 3.00 ― 5.00 8.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 4.00 ― 4.00 8.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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

第2四半期連結累計期間 83,100 ― 8,700 ― 8,000 ― 4,100 ― 22.03
通期 169,000 1.1 18,600 △6.1 17,000 △5.8 9,000 △13.2 48.37

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、３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、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。]  

(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。 
  ・当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針 
   第14号）を適用しております。 
   また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

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） 21年3月期第1四半期  191,406,969株 20年3月期  191,406,969株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  5,339,527株 20年3月期  5,329,914株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  186,070,906株 20年3月期第1四半期  186,575,152株

－1－
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【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

当第１四半期（平成20年４月～６月）における米国経済は、原油・原材料価格高騰やサブプライムローン
問題に端を発した金融市場の混乱による企業業績の悪化などにより、景気の減速感が一段と強まってまいり
ました。欧州経済も、成長は鈍化傾向となりましたが、アジア経済は、中国、インド、ベトナムなどを中心
に、拡大基調を維持しました。
　わが国経済は、米国景気の減速、依然として続く原油・原材料価格高騰や物価上昇の影響などから、先行
きの不透明感が増してまいりました。
　当社グループにおきましては、国内では工作機械業界向け、自動車業界向けなどの商品が好調を持続し、
海外でも原油価格の高騰や米国景気の後退懸念などの不安材料はあったものの、総じて堅調に推移しました。
　これらの結果、当第１四半期の受注高は398億41百万円（前年同期比7.8%増）、売上高は388億30百万円（同
5.1%増）となりました。利益につきましては、パワトラ事業部門の原価率改善が寄与したことなどにより、
営業利益は41億13百万円（同17.7%増）、経常利益は43億26百万円（同23.9%増）、四半期純利益は28億32百万
円（同62.1%増）となりました。

　事業の種類別セグメントの概況は次のとおりです。
　［パワトラ事業部門］
チェーン事業につきましては、自動車、鉄鋼、工作機械などの業界向けを中心に、ＲＳローラチェーン

「Ｇ７」をはじめとするドライブチェーンや小形コンベヤチェーン、大形コンベヤチェーンなどの売上が堅調
に推移しました。
　自動車部品事業につきましては、引き続きタイミングチェーンドライブシステムが好調で、国内向けの納
入が好調に推移したことに加え、世界五極生産体制のもと、中国、タイなどの海外拠点において好調を維持
し、売上を拡大することができました。
　精機事業につきましては、液晶関連業界向け電動シリンダが回復し、一般産業向けカムクラッチが好調を
維持しました。さらに減速機が堅調に推移したこともあり、売上は増加しました。
　以上により、パワトラ事業部門の受注高は336億80百万円（前年同期比4.5%増）、売上高は328億67百万円
（同2.7%増）、営業利益は47億３百万円（同17.6%増）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、自動車業界向けや新聞業界向け搬送設備、セメント業界向け粉粒体搬送コ
ンベヤや工作機械業界向けのチップコンベヤなどが好調に推移しました。
　以上により、マテハン事業部門の受注高は61億61百万円（前年同期比30.9%増）、売上高は58億31百万円
（同21.2%増）となりました。また営業利益は、売上が増加したことやコスト削減に努めたことなどにより、
４億円（同4.4%増）となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

【財政状態に関する分析】
資産
　当第１四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２億54百万円増加し、2,025
億70百万円となりました。
　流動資産は、たな卸資産が31億６百万円増加した一方、法人税等や配当金の支払により現金及び預金が33
億63百万円減少したことや売上債権が13億99百万円減少したことなどから、前連結会計年度末と比較して28
億19百万円減少し、877億13百万円となりました。
　固定資産は、保有株式の時価の上昇などにより投資有価証券が27億２百万円増加したことなどから、前連
結会計年度末と比較して30億73百万円増加し、1,148億57百万円となりました。

負債
　負債は、法人税等の支払により未払法人税等が23億19百万円減少したことや従業員への賞与の支給により
賞与引当金が９億93百万円減少したことなどから、前連結会計年度末と比較して33億51百万円減少し、1,114
億61百万円となりました。

純資産
　純資産は、利益剰余金が配当金の支払により９億30百万円減少した一方、当第１四半期純利益を28億32百
万円計上したことなどにより18億24百万円増加したことや、保有株式に生じた時価評価差額の増加によりそ
の他有価証券評価差額金が16億90百万円増加したことなどから、前連結会計年度末と比較して36億５百万円
増加の911億８百万円となり、自己資本比率は42.1%となりました。
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【キャッシュ・フローに関する分析】
　当第１四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、税金等調整前四半
期純利益を44億７百万円計上した一方、法人税等の支払31億６百万円、たな卸資産の増加26億32百万円、自
動車部品生産設備等への設備投資18億97百万円などの支出により、前連結会計年度末と比較して33億54百万
円減少し、143億90百万円となりました。

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３億21百万円にとどまりました。これは、税金等調整前四半期純利益を44億
７百万円計上したことに加えて減価償却費を17億34百万円計上したものの、法人税等の支払やたな卸資産の
増加などがあったこと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18億39百万円となりました。これは、自動車部品生産設備等への設備投資に
18億97百万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減少は20億33百万円となりました。これは、配当金の支払や長期借入金の返済によ
るものであります。

３．連結業績予想に関する定性的情報

平成21年３月期の第２四半期連結累計期間および通期の業績につきましては、現時点では、平成20年５月

12日に公表いたしました業績予想は変更しておりません。

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)

　該当事項はありません。

（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

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。
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（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

① 当連結会計年度より、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号 平成19年３月14

日）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号 平成19年３

月14日）を適用しております。

　また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

② 通常の販売目的で保有する棚卸資産については、従来、主として個別法および移動平均法に基づく

原価法により評価しておりましたが、当第１四半期連結会計期間より、「棚卸資産の評価に関する会計

基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）が適用されたことに伴い、個別法および移動平均法

に基づく原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。

　この変更により、営業利益、経常利益および税金等調整前四半期純利益はそれぞれ353百万円減少し

ております。

③ 当第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の

取扱い」（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っておりま

す。

　この変更による損益への影響は軽微であります。

④ 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処

理によっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号 （平成５年６月17日

（企業会計審議会第一部会）平成19年３月30日改正））および「リース取引に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）平成

19年３月30日改正））が、平成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から

適用できることになったことに伴い、当第１四半期連結会計期間より、これらの会計基準等を適用し、

通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

　また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却方法については、リー

ス期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

　なお、リース取引開始日が会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引に

ついては、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

　この変更による損益への影響は軽微であります。

（４）追加情報

① 当社は、役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を役員退職慰労引当金

として計上しておりましたが、平成20年６月27日開催の定時株主総会において、役員退職慰労金制度

を廃止し、本総会終結時までの在任期間に応じた役員退職慰労金を打ち切り支給することが決議され

ました。

　これに伴い、役員退職慰労金の未払額322百万円については、長期未払金として計上し、固定負債の

「その他」に含めております。

② 当社および国内連結子会社は、平成20年度の法人税法の改正に伴い、資産の利用状況等を勘案した

結果、当第１四半期連結会計期間より、機械装置の耐用年数を変更しております。

　この変更による損益への影響は軽微であります。
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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１四半期連結会計期間末

(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る

要約連結貸借対照表

(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 13,104 16,467

受取手形及び売掛金 41,501 42,901

有価証券 1,542 1,532

商品及び製品  12,485 11,582

原材料 3,687 3,524

仕掛品 11,422 9,355

貯蔵品 729 756

その他 3,640 4,799

貸倒引当金 △399 △385

流動資産合計 87,713 90,533

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 21,783 21,766

機械装置及び運搬具（純額） 20,014 19,833

工具、器具及び備品（純額） 2,157 2,208

土地 36,669 36,653

建設仮勘定 3,513 2,951

有形固定資産合計 84,137 83,412

無形固定資産 1,829 1,949

投資その他の資産

投資有価証券 23,172 20,470

その他 5,889 6,126

貸倒引当金 △171 △175

投資その他の資産合計 28,890 26,421

固定資産合計 114,857 111,783

資産合計 202,570 202,316
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末

(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る

要約連結貸借対照表

(平成20年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 26,736 26,757

短期借入金 8,084 8,221

1年内返済予定の長期借入金 6,239 2,410

未払法人税等 862 3,182

賞与引当金 1,710 2,704

その他 11,203 10,682

流動負債合計 54,838 53,958

固定負債

社債 7,030 7,040

長期借入金 17,204 21,593

退職給付引当金 10,009 10,167

役員退職慰労引当金 239 534

その他 22,140 21,520

固定負債合計 56,623 60,855

負債合計 111,461 114,813

純資産の部

株主資本

資本金 17,076 17,076

資本剰余金 12,657 12,657

利益剰余金 62,142 60,317

自己株式 △2,534 △2,528

株主資本合計 89,342 87,523

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 9,030 7,339

繰延ヘッジ損益 1 268

土地再評価差額金 △12,038 △12,047

為替換算調整勘定 △1,031 △1,479

評価・換算差額等合計 △4,037 △5,918

少数株主持分 5,804 5,897

純資産合計 91,108 87,502

負債純資産合計 202,570 202,316
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㈱ 椿本チエイン (6371) 平成21年３月期 第１四半期決算短信

（２）【四半期連結損益計算書】

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間

（自 平成20年４月１日

　   至 平成20年６月30日） 

売上高 38,830

売上原価 27,203

売上総利益 11,627

販売費及び一般管理費 7,513

営業利益 4,113

営業外収益

受取利息 34

受取配当金 304

その他 169

営業外収益合計 508

営業外費用

支払利息 199

その他 96

営業外費用合計 296

経常利益 4,326

特別利益

固定資産売却益 80

特別利益合計 80

税金等調整前四半期純利益 4,407

法人税、住民税及び事業税 826

法人税等調整額 508

法人税等合計 1,335

少数株主利益 239

四半期純利益 2,832
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㈱ 椿本チエイン (6371) 平成21年３月期 第１四半期決算短信

（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間

（自 平成20年４月１日

　  至 平成20年６月30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 4,407

減価償却費 1,734

固定資産除売却損益（△は益） △53

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1

退職給付引当金の増減額（△は減少） △473

売上債権の増減額（△は増加） 1,692

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,632

仕入債務の増減額（△は減少） △297

その他 △1,108

小計 3,266

利息及び配当金の受取額 338

利息の支払額 △176

法人税等の支払額 △3,106

営業活動によるキャッシュ・フロー 321

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出 △2

投資有価証券の売却による収入 1

長期貸付けによる支出 △11

長期貸付金の回収による収入 20

固定資産の取得による支出 △1,897

固定資産の売却による収入 50

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,839

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） △163

長期借入金の返済による支出 △721

社債の償還による支出 △20

リース債務の返済による支出 △2

割賦債務の返済による支出 △86

配当金の支払額 △930

少数株主への配当金の支払額 △102

自己株式の取得による支出 △6

自己株式の売却による収入 0

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,033

現金及び現金同等物に係る換算差額 196

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,354

現金及び現金同等物の期首残高 17,744

現金及び現金同等物の四半期末残高 14,390
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㈱ 椿本チエイン (6371) 平成21年３月期 第１四半期決算短信

当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。

　また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

（４） 継続企業の前提に関する注記

当第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日)

該当事項はありません。

（５） セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30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

32,867 5,831 131 38,830 ― 38,830

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

518 4 433 955 (955) ―

計 33,385 5,835 564 39,785 (955) 38,830

営業利益 4,703 400 60 5,164 (1,050) 4,113

(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

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

３ 会計処理基準の変更

（棚卸資産の評価に関する会計基準）

　４．（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」②に記載のと

おり、当第１四半期連結会計期間より、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号平成

18年７月５日）を適用しております。

　この変更により、従来の方法によった場合と比較して、営業利益はパワトラ事業部門において209百万

円、マテハン事業部門において144百万円それぞれ減少しております。
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㈱ 椿本チエイン (6371) 平成21年３月期 第１四半期決算短信

【所在地別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30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

25,683 7,654 2,496 2,964 31 38,830 ― 38,830

② セグメント間の内部
売上高又は振替高

5,081 101 0 199 ― 5,382 (5,382) ―

計 30,764 7,755 2,497 3,164 31 44,212 (5,382) 38,830

営業利益又は営業損失(△) 3,685 593 257 520 △3 5,052 (938) 4,113

(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

３ 会計処理基準の変更

（棚卸資産の評価に関する会計基準）

　４．（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」②に記載のと

おり、当第１四半期連結会計期間より、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号平成

18年７月５日）を適用しております。

　この変更により、従来の方法によった場合と比較して、営業利益は日本において353百万円減少してお

ります。

【海外売上高】

当第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30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) 7,690 2,675 3,981 90 14,438

Ⅱ 連結売上高(百万円) 38,830

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

19.8 6.9 10.3 0.2 37.2

(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。

（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１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日)

該当事項はありません。
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㈱ 椿本チエイン (6371) 平成21年３月期 第１四半期決算短信

「参考」

前第１四半期に係る連結財務諸表等

（１）四半期連結損益計算書                             

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

（自 平成19年４月１日

   至 平成19年６月30日）

売上高 36,938

売上原価 25,982

売上総利益 10,956

販売費及び一般管理費 7,461

営業利益 3,494

営業外収益

　受取利息及び配当金 276

　その他の営業外収益 151

　計 427

営業外費用

　支払利息 255

　その他の営業外費用 175

　計 431

経常利益 3,491

税金等調整前四半期純利益 3,491

法人税、住民税及び事業税 450

法人税等調整額 1,173

少数株主利益 119

四半期純利益 1,747
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㈱ 椿本チエイン (6371) 平成21年３月期 第１四半期決算短信

（２）四半期連結キャッシュ・フロー計算書                             

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

（自 平成19年４月１日

　 至 平成19年６月30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益                     3,491

　減価償却費 1,654

　固定資産廃売却損益 19

　貸倒引当金の増加額 153

　退職給付引当金の減少額 △ 75

　確定拠出年金移行に伴う未払金の減少額 △ 762

　売上債権の減少額 4,815

　たな卸資産の増加額 △ 2,959

　仕入債務の減少額 △ 615

　その他 △ 117

　小   計 5,603

　利息及び配当金の受取額 278

　利息の支払額 △ 242

　法人税等の支払額 △ 4,149

　営業活動によるキャッシュ・フロー 1,490

投資活動によるキャッシュ・フロー

　定期預金の払戻による収入 40

　有価証券の取得による支出 △ 66

　連結子会社株式の追加取得による支出  △ 5

　長期貸付による支出 △ 17

　長期貸付金の回収による収入 20

　固定資産の取得による支出 △ 2,333

　固定資産の売却による収入 15

　投資活動によるキャッシュ・フロー △ 2,346

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 1,142

　長期借入金の返済による支出 △ 995

　社債の償還による支出 △ 120

　割賦代金等の支払による支出 △ 89

　配当金の支払額 △ 749

　少数株主への配当金の支払額 △ 159

　自己株式の取得による支出 △ 1,047

　自己株式の売却による収入 0

　財務活動によるキャッシュ・フロー △ 2,018

現金及び現金同等物に係る換算差額 99

現金及び現金同等物の減少額 △ 2,775

現金及び現金同等物の期首残高 14,618

新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 83

現金及び現金同等物の四半期末残高 11,926
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㈱ 椿本チエイン (6371) 平成21年３月期 第１四半期決算短信

（３）セグメント情報                             

１ 事業の種類別セグメント情報

前第１四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日） （単位：百万円）

パワトラ
事業部門

マテハン
事業部門

その他
部 門

計
消去又は

全社
連結

売上高

(1)
外部顧客に
対する売上高

31,991 4,812 134 36,938 － 36,938

(2)
セグメント間の内部
売上高又は振替高

408 2 444 855 (855) －

計 32,399 4,815 579 37,793 (855) 36,938

営業費用 28,400 4,431 522 33,354 89 33,443

営業利益 3,998 383 56 4,439 (944) 3,494

２ 所在地別セグメント情報

前第１四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日） （単位：百万円）

日本 北米 欧州

アジア・

オセア

ニア

計
消去又は

全社
連結

売上高

(1)
外部顧客に

対する売上高
23,739 8,295 2,702 2,200 36,938 － 36,938

(2)
セグメント間の内部

売上高又は振替高
4,091 123 5 176 4,397 (4,397) －

計 27,831 8,419 2,707 2,377 41,336 (4,397) 36,938

営業費用 24,941 7,650 2,419 2,014 37,025 (3,581) 33,443

営業利益 2,889 769 288 363 4,311 (816) 3,494
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