
【表紙】 

【提出書類】 四半期報告書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の７第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成22年11月11日 

【四半期会計期間】 第101期第２四半期(自  平成22年７月１日  至  平成22年

９月30日) 

【会社名】 株式会社椿本チエイン 

【英訳名】 ＴＳＵＢＡＫＩＭＯＴＯ ＣＨＡＩＮ ＣＯ． 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  長  勇 

【本店の所在の場所】 大阪市北区中之島三丁目３番３号 

【電話番号】 （06）6441－0011（代表） 

【事務連絡者氏名】 本社部門本部財務部長  小 林  均 

  （連絡場所）京都府京田辺市甘南備台１－１－３

  （電話番号） （0774）64－5001

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区大崎一丁目２番２号

 株式会社椿本チエイン 東京支社

【電話番号】 （03）5435－0021

（注）平成22年11月22日から最寄りの連絡場所は下記に移転する予定であります。

 最寄りの連絡場所 東京都港区港南２－16－２

 電話番号 （03）6703－8400

【事務連絡者氏名】 東京支社総務係長  宮 田  雅 之

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

  (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

 株式会社大阪証券取引所

  (大阪市中央区北浜一丁目８番16号)

  

― 1 ―



第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

  

 
(注)１ 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。 

  ２ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

  ３ 潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載してお

りません。 

  

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第100期

第２四半期連結
累計期間

第101期
第２四半期連結

累計期間

第100期
第２四半期連結

会計期間

第101期 
第２四半期連結 

会計期間
第100期

会計期間

自  平成21年
    ４月１日 
至  平成21年 
    ９月30日

自 平成22年
    ４月１日 
至  平成22年 
    ９月30日

自 平成21年
    ７月１日 
至  平成21年 
    ９月30日

自 平成22年 
    ７月１日 
至  平成22年 
    ９月30日

自  平成21年
    ４月１日 
至  平成22年 
    ３月31日

売上高 (百万円) 50,503 68,270 26,557 35,341 112,759 

経常利益 (百万円) 522 5,410 678 2,895 4,990 

四半期(当期)純利益 (百万円) 507 3,159 714 1,676 3,175 

純資産額 (百万円) ― ― 84,358 86,698 86,837 

総資産額 (百万円) ― ― 178,603 177,340 182,641 

１株当たり純資産額 (円) ― ― 422.15 433.16 434.59 

１株当たり四半期 
(当期)純利益金額 

(円) 2.73 16.98 3.84 9.01 17.07 

潜在株式調整後 
１株当たり四半期 
(当期)純利益金額 

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) ― ― 44.0 45.4 44.3 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 5,958 7,643 ― ― 14,508 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △ 3,919 △ 4,829 ― ― △ 5,020

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 4,992 △ 9,839 ― ― △ 373

現金及び現金同等物の 
四半期末(期末)残高 

(百万円) ― ― 18,315 12,975 20,379 

従業員数 (人) ― ― 5,255 5,877 5,271 
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当第２四半期連結会計期間において、当社グループ（当社および当社の関係会社）が営む事業の内容に

ついて、重要な変更はありません。 

 また、主要な関係会社の異動については、「３ 関係会社の状況」に記載しております。 

  

  

当第２四半期連結会計期間において、以下の会社が新たに提出会社の関係会社となりました。 

 
(注) １ 主要な事業の内容欄には、セグメント情報の名称を記載しております。 

２ 議決権の所有割合の( )内は、間接所有割合を内数で記載しております。 

  

(1) 連結会社の状況 

 
(注) １ 従業員数は就業人員数（常勤嘱託、シニア、パートタイマー、アルバイト、契約社員を含む）であります。

２ 上表の人数には、執行役員は含んでおりません。 

  

  

(2) 提出会社の状況 

 
(注) １ 従業員数は就業人員数（常勤嘱託、シニア、パートタイマー、アルバイト、契約社員を含む）であります。

２ 上表の人数には、執行役員は含んでおりません。 

  

  

２ 【事業の内容】

３ 【関係会社の状況】

名称 住所 資本金
主要な

事業の内容
議決権の所有 
割合(％)

関係内容

(連結子会社)  

Tsubaki Deutschland GmbH 
ドイツ 
バイエルン州 

EUR

100,000 
 

チェーン
精機 
自動車部品 

100.0 
(100.0) 

動力伝動装置の欧州におけ
る販売 

４ 【従業員の状況】

 平成22年９月30日現在

従業員数(人) 5,877 

 平成22年９月30日現在

従業員数(人) 2,071 
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第２ 【事業の状況】 

(1) 生産実績 

当第２四半期連結会計期間における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 なお、当社グループ（当社および連結子会社）の製品は、主に受注生産でありますが、製品の一部につきまして

は、見込生産も行っております。 

 
(注) １ 金額は販売価格で記載しております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
  

(2) 受注状況 

当第２四半期連結会計期間における受注状況をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
  

(3) 販売実績 

当第２四半期連結会計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 
(注) １ セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２ 主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合は次のとおりであります。 
  

 
３ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

１ 【生産、受注及び販売の状況】

セグメントの名称 生産高(百万円) 前年同四半期比（％）

チェーン 9,081 －

精機 4,340 －

自動車部品 10,682 －

マテハン 6,923 －

その他 － －

合計 31,028 －

セグメントの名称 受注高(百万円) 前年同四半期比（％） 受注残高(百万円) 前年同四半期比（％）

チェーン 11,629 － 6,244 －

精機 5,133 － 2,745 －

自動車部品 10,921 － 639 －

マテハン 8,614 － 11,801 －

その他 427 － 168 －

合計 36,726 － 21,601 －

セグメントの名称 販売高(百万円) 前年同四半期比（％）

チェーン 11,756 －

精機 4,986 －

自動車部品 10,896 －

マテハン 7,206 －

その他 495 －

合計 35,341 －

相手先
前第２四半期連結会計期間 当第２四半期連結会計期間

販売高(百万円) 割合(％) 販売高(百万円) 割合(％)

椿本興業株式会社 4,464 16.8 6,749 19.1 
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当第２四半期連結会計期間において、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動

等または前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。

  

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。 

  

（１）業績の状況 

 当第２四半期連結会計期間（平成22年７月１日～９月30日）におけるわが国経済は、環境対応

車補助金打ち切り前の駆け込み需要や猛暑の影響などで個人消費は持ち直しの傾向にありました

が、急激な円高の進行などにより輸出の回復が減速するなどで、景気の先行き不透明感が強まり

ました。 

 当社グループを取り巻く事業環境は、工作機械業界や液晶・半導体関連業界を中心に設備投資

の回復傾向が見られ、また環境対応車を中心とした自動車販売が好調を保つなど、堅調に推移し

ました。 

 このような状況のもと、当第２四半期連結会計期間の受注高は36,726百万円（前年同期比

29.7%増）、売上高は35,341百万円（同33.1%増）となりました。利益につきましては、売上高の

増加に加え、グループをあげて取り組んでいる収益改善活動により、営業利益は2,806百万円

（同5.7倍）、経常利益は2,895百万円（同4.3倍）、四半期純利益は1,676百万円（同2.3倍）と

なりました。 

  

 セグメントの業績は、次のとおりであります。 

（当社グループでは、第１四半期連結会計期間より、事業の種類別セグメントの区分をパワトラ

事業部門、マテハン事業部門から、報告セグメントとしてチェーン、精機、自動車部品、マテハ

ンの４セグメントに変更しました。このため、各セグメントにおける対前年同期との金額比較は

記載しておりません。） 

  

［チェーン］ 

 チェーンにつきましては、工作機械業界や液晶・半導体関連業界、自動車業界向けなどに、動

力伝動用チェーンや小形搬送用チェーン、ケーブル・ホース支持案内装置を中心とした主要商品

の販売が好調に推移しました。 

 以上により、チェーンの受注高は11,629百万円、売上高は11,756百万円、営業利益は693百万

円となりました。 

  

［精機］ 

 精機につきましては、工作機械業界や液晶・半導体関連業界向けなどに、減速機、直線作動機

や締結具・軸継手などの主要商品の販売が好調に推移しました。 

 以上により、精機の受注高は5,133百万円、売上高は4,986百万円、営業利益は553百万円とな

りました。 

  

２ 【事業等のリスク】

３ 【経営上の重要な契約等】

４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
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［自動車部品］ 

 自動車部品につきましては、環境対応車などの自動車生産が国内外において好調を維持したこ

となどから、主要商品である自動車エンジン向けタイミングチェーンドライブシステムの販売が

好調に推移しました。 

 以上により、自動車部品の受注高は10,921百万円、売上高は10,896百万円、営業利益は1,244

百万円となりました。 

  

［マテハン］ 

 マテハンにつきましては、依然として厳しい状況が続きましたが、鉄鋼業界や自動車業界向け

の搬送システム、流通業界向け仕分けシステムの大口案件売上がありました。 

 以上により、マテハンの受注高は8,614百万円、売上高は7,206百万円、営業利益は236百万円

となりました。  

  

［その他］ 

 その他の受注高は427百万円、売上高は495百万円、営業利益は39百万円となりました。 

  

（２）財政状態 

（資産） 

 当第２四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5,301百万円減

少し、177,340百万円となりました。 

 流動資産は、譲渡性預金の減少などにより有価証券が3,921百万円減少したことや、1年内償還

予定の社債の償還などにより現金及び預金が3,480百万円減少したことなどから、前連結会計年

度末と比較して6,206百万円減少し、75,813百万円となりました。 

 固定資産は、Kabelschlepp GmbHの新規連結などにより有形固定資産が894百万円増加したこと

などから前連結会計年度末と比較して905百万円増加し、101,526百万円となりました。 

  

（負債） 

 負債は、支払手形及び買掛金が1,851百万円増加した一方、1年内償還予定の社債7,010百万円

を償還したことなどから、前連結会計年度末と比較して5,162百万円減少し、90,641百万円とな

りました。 

  

（純資産） 

 純資産は、利益剰余金が2,601百万円増加した一方、為替の変動により為替換算調整勘定が

1,733百万円減少したことや、保有株式に生じた時価評価差額の減少によりその他有価証券評価

差額金が1,174百万円減少したことなどから、前連結会計年度末と比較して138百万円減少の

86,698百万円となり、自己資本比率は45.4%となりました。 
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（３）キャッシュ・フローの状況 

    当第２四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、第１

四半期連結会計期間末と比較して4,147百万円減少し、12,975百万円となりました。 

 各キャッシュ・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3,523百万円（前年同期は5,211百万円の増加）となりました。こ

れは、税金等調整前四半期純利益を2,880百万円計上したことや、減価償却費を1,818百万円計上

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996百万円（前年同期は1,938百万円の減少）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1,050百万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6,555百万円（前年同期は2,471百万円の増加）となりました。こ

れは、社債の償還による支出が7,000百万円あったことなどによるものであります。 

  

（４）事業上及び財務上の対処すべき課題 

 当第２四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はあ

りません。 

  

（５）研究開発活動 

 当第２四半期連結会計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、1,093百万円であ

ります。 

 なお、当第２四半期連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更

はありません。 
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第３ 【設備の状況】 

(1) 主要な設備の状況 

当第２四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

  

(2) 設備の新設、除却等の計画 

当第２四半期連結会計期間において、第１四半期連結会計期間末に計画中であった重要な設備の新

設、除却等について、重要な変更はありません。 

 また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。 
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第４ 【提出会社の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

 
  

② 【発行済株式】 

  

 
  

(2) 【新株予約権等の状況】 

該当事項はありません。 

  

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】 

該当事項はありません。 

  

(4) 【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 

  

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

  

 
  

１ 【株式等の状況】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 299,000,000 

計 299,000,000 

種類
第２四半期会計期間 
末現在発行数(株) 
(平成22年９月30日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成22年11月11日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 191,406,969 同左
東京証券取引所 

大阪証券取引所 

（以上市場第一部）

権利内容に何ら限定のない当

社における標準となる株式 

単元株式数 1,000株 

計 191,406,969 同左 ― ―

年月日
発行済株式 
総数増減数 
(千株)

発行済株式
総数残高 
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金 
増減額 
(百万円)

資本準備金
残高 

(百万円)

平成22年７月１日～ 

平成22年９月30日 
― 191,406 ― 17,076 ― 12,671 

― 9 ―



  

(6) 【大株主の状況】 

平成22年９月30日現在 

 
(注)１ 当社は自己株式5,379千株（2.81％）を保有しておりますが、上記大株主の状況には含めておりません。 

  ２ 上記の所有株式数のうちには、信託業務に係る株式数が次のとおり含まれております。 

 
３ 日本生命保険相互会社から平成17年８月15日付で提出された他１社を連名とする大量保有報告書（変更報告

書）により、平成17年７月31日現在で12,608千株を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として当

第２四半期会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況は株主名簿の

記載内容に基づいて記載しております。 

なお、日本生命保険相互会社他１社(連名)の大量保有報告書（変更報告書）の内容は以下のとおりでありま

す。 

   

 
４ 太陽生命保険株式会社から平成21年３月26日付で提出された他１社を連名とする大量保有報告書（変更報告

書）により、平成21年３月19日現在で19,308千株を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として当

第２四半期会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況は株主名簿の

記載内容に基づいて記載しております。 

なお、太陽生命保険株式会社他１社(連名)の大量保有報告書（変更報告書）の内容は以下のとおりでありま

す。 

   

 
５ インベスコ投信投資顧問株式会社から平成22年７月22日付で提出された大量保有報告書により、平成22年７

月15日現在で11,676千株を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として当第２四半期会計期間末現

在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況は株主名簿の記載内容に基づいて記載

しております。 

なお、インベスコ投信投資顧問株式会社の大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。 

   

氏名又は名称 住所
所有株式数 
(千株)

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

日本トラスティ・サービス信託 
銀行株式会社 

東京都中央区晴海１丁目８－11 26,230 13.70 

太陽生命保険株式会社 東京都港区海岸１丁目２－３ 18,398 9.61 

日本生命保険相互会社 大阪市中央区今橋３丁目５－12 12,159 6.35 

日本マスタートラスト信託銀行株
式会社 

東京都港区浜松町２丁目11－３ 9,592 5.01 

資産管理サービス信託銀行 
株式会社 

東京都中央区晴海１丁目８－12 8,632 4.51 

トヨタ自動車株式会社 愛知県豊田市トヨタ町１ 7,722 4.03 

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区有楽町１丁目１－２ 7,034 3.68 

椿本チエイン持株共栄会 大阪市北区中之島３丁目３－３ 5,597 2.92 

椿本興業株式会社 大阪市北区梅田３丁目３－20 5,194 2.71 

中央三井信託銀行株式会社 東京都港区芝３丁目33－１ 4,245 2.22 

計 ― 104,804 54.75 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 26,230千株

日本マスタートラスト信託銀行株式会社 9,592千株

資産管理サービス信託銀行株式会社 8,632千株

大量保有者 日本生命保険相互会社他１社(連名) 

住所 大阪市中央区今橋３丁目５－12

所有株式数 12,608千株

発行済株式総数に対する所有株式数の割合 6.59％

大量保有者 太陽生命保険株式会社他１社(連名) 

住所 東京都港区海岸１丁目２－３ 

所有株式数 19,308千株

発行済株式総数に対する所有株式数の割合 10.09％

大量保有者 インベスコ投信投資顧問株式会社 

住所 東京都港区虎ノ門４丁目３－１

所有株式数 11,676千株

発行済株式総数に対する所有株式数の割合 6.10％
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６ 株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループから平成22年９月６日付で提出された株式会社三菱東京ＵＦ

Ｊ銀行他３社を連名とする大量保有報告書（変更報告書）により、平成22年８月30日現在で10,894千株を保有

している旨の報告を受けておりますが、当社として当第２四半期会計期間末現在における実質所有株式数の確

認ができませんので、上記大株主の状況は株主名簿の記載内容に基づいて記載しております。 

なお、株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行他３社(連名)の大量保有報告書（変更報告書）の内容は以下のとおりで

あります。 

   

 
７ みずほ信託銀行株式会社から平成22年９月24日付で提出された他２社を連名とする大量保有報告書により、

平成22年９月15日現在で9,646千株を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として当第２四半期会計

期間末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況は株主名簿の記載内容に基づ

いて記載しております。 

なお、みずほ信託銀行株式会社他２社(連名)の大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。 

   

 
  

(7) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成22年９月30日現在 

 
(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式212株が含まれております。 

  

② 【自己株式等】 

平成22年９月30日現在 

 
  

大量保有者 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行他３社(連名) 

住所 東京都千代田区丸の内２丁目７－１

所有株式数 10,894千株

発行済株式総数に対する所有株式数の割合 5.69％

大量保有者 みずほ信託銀行株式会社他２社(連名) 

住所 東京都中央区八重洲１丁目２－１

所有株式数 9,646千株

発行済株式総数に対する所有株式数の割合 5.04％

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ―

議決権制限株式（その他） ― ― ―

完全議決権株式（自己株式等） 
 
普通株式 5,379,000 ― ―

完全議決権株式（その他） 
普通株式

184,921,000 
184,921 ―

単元未満株式 
  

   

普通株式 1,106,969 ― １単元（1,000株）未満の株式

発行済株式総数 191,406,969 ― ―

総株主の議決権 ― 184,921 ―

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数(株)

他人名義所有
株式数(株)

所有株式数の
合計(株)

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

株式会社椿本チエイン 
大阪市北区中之島
三丁目３番３号 5,379,000 ― 5,379,000 2.81 

計 ― 5,379,000 ― 5,379,000 2.81 
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【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】 

  

 
(注)  最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

  

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおける役員の異動は次のとお

りであります。 

  

役職の異動 
  

 

２ 【株価の推移】

月別
平成22年 
４月

 
５月

 
６月

 
７月

 
８月

 
９月

最高(円) 468 430 407 401 368 355 

最低(円) 416 378 357 346 297 301 

３ 【役員の状況】

氏名 新役名及び職名 旧役名及び職名 異動年月日

近 藤 正 人 常務執行役員

チェーン・精機部門統括
営業統括担当 

兼同統括チェーン事業部
営業担当副事業部長 

兼東京支社長

常務執行役員

チェーン・精機部門統括
国内営業統括担当 

兼同統括チェーン事業部
営業担当副事業部長 

兼東京支社長

平成22年10月1日
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第５ 【経理の状況】 

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成

19年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。 

前第２四半期連結会計期間(平成21年７月１日から平成21年９月30日まで)及び前第２四半期連結累計期

間(平成21年４月１日から平成21年９月30日まで)は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第２

四半期連結会計期間(平成22年７月１日から平成22年９月30日まで)及び当第２四半期連結累計期間(平成

22年４月１日から平成22年９月30日まで)は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しており

ます。 

  

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第２四半期連結会計期間(平成21年７月

１日から平成21年９月30日まで)及び前第２四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21年９月30日

まで)に係る四半期連結財務諸表並びに当第２四半期連結会計期間(平成22年７月１日から平成22年９月30

日まで)及び当第２四半期連結累計期間(平成22年４月１日から平成22年９月30日まで)に係る四半期連結

財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。 

  

１  四半期連結財務諸表の作成方法について

２  監査証明について

― 13 ―



１【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２四半期連結会計期間末
(平成22年９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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,950 11,431

受取手形及び売掛金 35,055 34,262

有価証券 5,258 9,179

商品及び製品 10,683 10,880

仕掛品 ※１  8,591 ※１  9,025

原材料及び貯蔵品 4,471 3,898

その他 4,260 3,698

貸倒引当金 △458 △355

流動資産合計 75,813 82,020

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） ※２  22,546 ※２  21,693

機械装置及び運搬具（純額） ※２  18,423 ※２  19,070

工具、器具及び備品（純額） ※２  2,094 ※２  1,978

土地 36,607 36,404

建設仮勘定 2,107 1,736

有形固定資産合計 81,778 80,883

無形固定資産   

のれん 556 －

その他 1,487 1,585

無形固定資産合計 2,043 1,585

投資その他の資産   

投資有価証券 12,205 12,896

その他 5,629 5,392

貸倒引当金 △130 △137

投資その他の資産合計 17,703 18,152

固定資産合計 101,526 100,620

資産合計 177,340 182,641

― 14 ―



（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 20,656 18,805

短期借入金 7,715 8,265

1年内返済予定の長期借入金 1,166 2,199

1年内償還予定の社債 － 7,010

未払法人税等 1,716 719

賞与引当金 2,435 1,947

工事損失引当金 ※１  51 ※１  93

資産除去債務 13 －

その他 9,632 9,510

流動負債合計 43,386 48,551

固定負債   

長期借入金 22,355 21,436

退職給付引当金 9,886 9,694

役員退職慰労引当金 219 253

資産除去債務 233 －

その他 14,560 15,868

固定負債合計 47,254 47,253

負債合計 90,641 95,804

純資産の部   

株主資本   

資本金 17,076 17,076

資本剰余金 12,653 12,653

利益剰余金 69,257 66,655

自己株式 △2,546 △2,544

株主資本合計 96,441 93,841

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,183 3,357

繰延ヘッジ損益 30 △9

土地再評価差額金 △12,084 △12,084

為替換算調整勘定 △5,991 △4,257

評価・換算差額等合計 △15,860 △12,993

少数株主持分 6,118 5,989

純資産合計 86,698 86,837

負債純資産合計 177,340 182,641
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

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

売上高 50,503 68,270

売上原価 38,676 49,086

売上総利益 11,827 19,183

販売費及び一般管理費 ※１  11,643 ※１  13,842

営業利益 183 5,341

営業外収益   

受取利息 12 21

受取配当金 190 184

受取保険料 184 150

助成金収入 328 －

その他 252 321

営業外収益合計 968 677

営業外費用   

支払利息 345 344

為替差損 75 2

その他 208 260

営業外費用合計 629 608

経常利益 522 5,410

特別利益   

貸倒引当金戻入額 14 －

特別利益合計 14 －

特別損失   

投資有価証券評価損 － 14

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 204

特別損失合計 － 218

税金等調整前四半期純利益 536 5,191

法人税、住民税及び事業税 236 1,871

法人税等還付税額 △154 △0

法人税等調整額 73 △54

法人税等合計 154 1,817

少数株主損益調整前四半期純利益 － 3,374

少数株主利益又は少数株主損失（△） △125 215

四半期純利益 507 3,159
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【第２四半期連結会計期間】 

（単位：百万円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 26,557 35,341

売上原価 20,175 25,595

売上総利益 6,381 9,746

販売費及び一般管理費 ※１  5,889 ※１  6,939

営業利益 491 2,806

営業外収益   

受取利息 5 9

受取配当金 2 2

受取保険料 152 150

助成金収入 213 －

その他 144 220

営業外収益合計 518 383

営業外費用   

支払利息 169 163

為替差損 65 －

固定資産除売却損 － 59

その他 96 70

営業外費用合計 331 294

経常利益 678 2,895

特別損失   

投資有価証券評価損 － 14

特別損失合計 － 14

税金等調整前四半期純利益 678 2,880

法人税、住民税及び事業税 140 1,401

法人税等還付税額 △40 △0

法人税等調整額 △69 △350

法人税等合計 31 1,051

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,829

少数株主利益又は少数株主損失（△） △66 153

四半期純利益 714 1,676
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(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   

税金等調整前四半期純利益 536 5,191

減価償却費 3,567 3,625

のれん償却額 － 69

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 204

固定資産除売却損益（△は益） 31 67

投資有価証券評価損益（△は益） － 14

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0 19

退職給付引当金の増減額（△は減少） △363 △79

売上債権の増減額（△は増加） 3,209 △461

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,639 △34

仕入債務の増減額（△は減少） △2,689 1,492

その他 △200 △1,495

小計 5,731 8,615

利息及び配当金の受取額 197 206

利息の支払額 △299 △371

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 328 △806

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,958 7,643

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 △0 △0

定期預金の払戻による収入 10 3

子会社の清算による収入 － 138

投資有価証券の取得による支出 △7 △214

投資有価証券の売却による収入 － 0

関係会社株式の取得による支出 △210 △1,137

関係会社出資金の払込による支出 △12 －

連結範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による
支出

－ △1,856

長期貸付けによる支出 △24 △14

長期貸付金の回収による収入 31 35

固定資産の取得による支出 △3,725 △1,812

固定資産の売却による収入 19 27

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,919 △4,829
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30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） 666 △676

長期借入れによる収入 10,000 1,584

長期借入金の返済による支出 △4,619 △2,845

社債の償還による支出 △20 △7,010

リース債務の返済による支出 △16 △50

割賦債務の返済による支出 △160 △165

配当金の支払額 △744 △558

少数株主への配当金の支払額 △113 △117

自己株式の取得による支出 △1 △1

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 4,992 △9,839

現金及び現金同等物に係る換算差額 13 △378

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 7,045 △7,404

現金及び現金同等物の期首残高 11,269 20,379

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１  18,315 ※１  12,975
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【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】 

  

 
  

(自 平成22年４月１日 
至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間

１ 連結の範囲に関する事項の変更 

（1）連結の範囲の変更 

 第１四半期連結会計期間より、Kabelschlepp 
GmbHとその連結子会社14社については出資持分を
取得したため、TSUBAKI INDIA POWER 
TRANSMISSION PRIVATE LIMITEDについては新たに
設立したため、連結の範囲に含めております。 
 また、当第２四半期会計期間よりTsubaki 
Deutschland GmbHを新たに設立したため、連結の
範囲に含めております。 
  

（2）変更後の連結子会社の数 

 40社 

２ 会計処理基準に関する事項の変更 

（1）「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関 

  連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

 第１四半期連結会計期間より、「持分法に関す
る会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年３
月10日公表分）および「持分法適用関連会社の会
計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第
24号 平成20年３月10日）を適用しております。 
 この変更による営業利益、経常利益および税金
等調整前四半期純利益への影響はありません。 
  

（2）資産除去債務に関する会計基準の適用 

 第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務
に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成
20年３月31日）および「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。 
 この変更により、営業利益および経常利益は６
百万円、税金等調整前四半期純利益は210百万円減
少しております。また、当会計基準等の適用開始
による資産除去債務の変動額は244百万円でありま
す。 
  

（3）企業結合に関する会計基準等の適用 

 第１四半期連結会計期間より、「企業結合に関
する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年
12月26日）、「連結財務諸表に関する会計基準」
（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）、
「『研究開発費等に係る会計基準』の一部改正」
（企業会計基準第23号 平成20年12月26日）、
「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準
第７号 平成20年12月26日）、「持分法に関する
会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年12月
26日公表分）および「企業結合会計基準及び事業
分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基
準適用指針第10号 平成20年12月26日）を適用し
ております。 
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【表示方法の変更】 

  

 
  

 
  
【簡便な会計処理】 

  

 
  

(自 平成22年４月１日 
至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間

（四半期連結損益計算書） 

 「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基

準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸表

等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部

を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府

令第５号）の適用により、当第２四半期連結累計期

間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科

目で表示しております。 

 前第２四半期連結累計期間において区分掲記して

おりました「助成金収入」については、重要性が減

少したため営業外収益の「その他」に含めて表示し

ております。 

 なお、当第２四半期連結累計期間の「助成金収

入」は60百万円であります。 

 

(自 平成22年７月１日 
至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間

（四半期連結損益計算書） 

 「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基

準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸表

等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部

を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府

令第５号）の適用により、当第２四半期連結会計期

間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科

目で表示しております。 

 前第２四半期連結会計期間において区分掲記して

おりました「助成金収入」については、重要性が減

少したため営業外収益の「その他」に含めて表示し

ております。 

 なお、当第２四半期連結会計期間の「助成金収

入」は７百万円であります。 

 前第２四半期連結会計期間において営業外費用の

「その他」として表示しておりました「固定資産除

売却損」については、重要性が増加したため区分掲

記することといたしました。 

 なお、前第２四半期連結会計期間の「固定資産除

売却損」は28百万円であります。 

 

 

(自 平成22年４月１日 
至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間

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、売却または除却等の

見積りを考慮した予算に基づいております。 
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【注記事項】 

(四半期連結貸借対照表関係) 

  

 
  

当第２四半期連結会計期間末 
(平成22年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成22年３月31日)

※１ 損失が見込まれる工事契約に係るたな卸資産と工

事損失引当金は、相殺せずに両建てで表示しており

ます。 

 損失の発生が見込まれる工事契約に係るたな卸資

産のうち、工事損失引当金に対応する額は40百万円

（うち、仕掛品40百万円）であります。 

 

 
 ４ 保証債務 

   関係会社の借入金および、従業員の住宅借入金に

対する債務の保証額は、次のとおりであります。 

  （1）関係会社 

 

 

 
※２ 有形固定資産の減価償却累計額 101,058百万円

 
 ３ 受取手形割引高 123百万円

 

椿艾黙生機械（上海）
有限公司 

58百万円

椿本美芙蘭輸送機械
（上海）有限公司 44 

 計 103 

 
  （2）従業員(45名) 156百万円

 
 

※１ 損失が見込まれる工事契約に係るたな卸資産と工

事損失引当金は、相殺せずに両建てで表示しており

ます。 

 損失の発生が見込まれる工事契約に係るたな卸資

産のうち、工事損失引当金に対応する額は66百万円

（うち、仕掛品66百万円）であります。 

 

 
 ４ 保証債務 

   関係会社の借入金および、従業員の住宅借入金に

対する債務の保証額は、次のとおりであります。 

  （1）関係会社 

 

 

 
※２ 有形固定資産の減価償却累計額 96,399百万円

 
 ３ 受取手形割引高 129百万円

 

椿艾黙生機械（上海）
有限公司 

61百万円

椿本美芙蘭輸送機械
（上海）有限公司 46 

 計 107 

 
  （2）従業員(52名) 176百万円
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(四半期連結損益計算書関係) 

第２四半期連結累計期間 

  

 
  

第２四半期連結会計期間 

  

 
  

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

 
  

(自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30日) 

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日 
至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目は、次の

とおりであります。 

 

 
給料及び手当 4,277百万円

賞与引当金繰入額 466

減価償却費 433

退職給付費用 276

役員退職慰労引当金繰入額 10

 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目は、次の

とおりであります。 

 
給料及び手当 4,734百万円

賞与引当金繰入額 661

減価償却費 478

退職給付費用 310

貸倒引当金繰入額 47

役員退職慰労引当金繰入額 14

(自 平成21年７月１日 
至 平成21年９月30日) 

前第２四半期連結会計期間
(自 平成22年７月１日 
至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目は、次の

とおりであります。 

 

 
給料及び手当 2,107百万円

賞与引当金繰入額 265

減価償却費 216

退職給付費用 138

貸倒引当金繰入額 7

役員退職慰労引当金繰入額 5

 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目は、次の

とおりであります。 

 

 
給料及び手当 2,345百万円

賞与引当金繰入額 363

減価償却費 249

退職給付費用 156

貸倒引当金繰入額 11

役員退職慰労引当金繰入額 6

(自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30日) 

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日 
至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間

※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結

貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

   

 
現金及び預金勘定 17,272百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △ 233

有価証券に含まれる現金同等物 1,276

現金及び現金同等物 18,315

※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結

貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

 

 
現金及び預金勘定 7,950百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △ 233

有価証券に含まれる現金同等物 5,258

現金及び現金同等物 12,975
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(株主資本等関係) 

当第２四半期連結会計期間末(平成22年９月30日)及び当第２四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日 

 至  平成22年９月30日) 

１  発行済株式に関する事項 

 
  

２  自己株式に関する事項 

 
  

３  配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

(2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当第２四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配

当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日後となるもの 

 
  

株式の種類
当第２四半期
連結会計期間末

普通株式(千株) 191,406 

株式の種類
当第２四半期
連結会計期間末

普通株式(千株) 5,379 

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成22年６月29日 
定時株主総会 

普通株式 利益剰余金 558 3.0 平成22年３月31日 平成22年６月30日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成22年11月10日
取締役会 

普通株式 利益剰余金 558 3.0 平成22年９月30日 平成22年12月10日

― 24 ―



(セグメント情報等) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前第２四半期連結会計期間(自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日) 

 
  

前第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日) 

 
(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 

 
  

 
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 21,706 4,730 119 26,557 ― 26,557 

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 399 0 169 569 (569) ―

計 22,106 4,731 288 27,126 (569) 26,557 

営業利益 1,142 73 24 1,241 (749) 491 

 
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 41,244 9,020 238 50,503 ― 50,503 

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 658 24 498 1,182 (1,182) ―

計 41,902 9,045 736 51,685 (1,182) 50,503 

営業利益又は営業損失(△) 1,644 △ 53 71 1,662 (1,479) 183 

事業区分 主要製品

パワトラ 
事業部門 

・動力伝動用チェーン
・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 

・システム（搬送システム、仕分けシステム、保管・ピッキングシステム 他） 
・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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【所在地別セグメント情報】 

前第２四半期連結会計期間(自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日) 

 
  

前第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日) 

 
(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 

  

 
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 18,459 4,657 1,250 2,174 15 26,557 ― 26,557 

② セグメント間の内部 
売上高又は振替高 2,553 41 23 85 ― 2,704 (2,704) ―

計 21,012 4,699 1,274 2,259 15 29,261 (2,704) 26,557 

営業利益又は営業損失(△) 1,102 △ 47 33 177 △ 13 1,251 (759) 491 

 
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 34,999 8,910 2,643 3,934 16 50,503 ― 50,503 

② セグメント間の内部 
売上高又は振替高 4,375 81 35 174 ― 4,666 (4,666) ―

計 39,375 8,992 2,678 4,108 16 55,169 (4,666) 50,503 

営業利益又は営業損失(△) 846 △ 158 64 364 △ 25 1,091 (907) 183 
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【海外売上高】 

前第２四半期連結会計期間(自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日) 

 
  

前第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日) 

 
(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。 

  

 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) 4,675 1,291 2,899 133 9,000 

Ⅱ 連結売上高(百万円)  26,557 

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 17.6 4.9 10.9 0.5 33.9 

 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) 8,946 2,695 5,292 210 17,145 

Ⅱ 連結売上高(百万円)  50,503 

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 17.7 5.3 10.5 0.4 33.9 
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【セグメント情報】 

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およ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・サービス別の事業グループ体制を敷き、それぞれの事業グループごとに国内および海

外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

したがって、当社の報告セグメントは「チェーン」、「精機」、「自動車部品」、「マテハン」の４

セグメントであります。 

各報告セグメントの主要製品は以下のとおりであります。 

 
  

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２四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日) 

（単位：百万円）

 
（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、ビルメンテナンス、保険代理 

業等を含んでおります。 

   ２ セグメント利益の調整額202百万円には、セグメント間取引消去339百万円、各報告セグメントに配分して 

いない全社費用△136百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理

費等であります。 

  

報告セグメント 主要製品

チェーン 

・動力伝動用チェーン
・搬送用チェーン 
・ケーブル・ホース支持案内装置 
・スプロケット 
・一般産業用ベルト商品 

精機 
・伝動装置（変減速機、直線作動機、締結具、軸継手、クラッチ、過負荷保護機器、
 トルク機器、間欠駆動ユニット 他） 

自動車部品 
・自動車部品（タイミングチェーン、パワードライブチェーン、テンショナ、 
タイミングベルト、ガイド、レバー、スプロケット、プーリ 他） 

マテハン 

・システム（搬送システム、仕分けシステム、保管・ピッキングシステム 他）
・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 

 
報告セグメント

その他
(注１)

合計
調整額 
（注２）

四半期
連結損益
計算書 
計上額 チェーン 精機

自動車
部品

マテハン 小計

売上高    

  外部顧客に 
対する売上高 23,008 9,483 22,279 12,570 67,342 928 68,270 ― 68,270 

  セグメント間の内部 
売上高又は振替高 554 124 0 20 700 400 1,100 △1,100 ―

計 23,563 9,608 22,280 12,591 68,043 1,328 69,371 △1,100 68,270 

セグメント利益又は損失(△)
(営業利益又は損失(△)) 1,318 942 3,027 △227 5,060 78 5,138 202 5,341 
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当第２四半期連結会計期間(自 平成22年７月１日 至 平成22年９月30日) 

（単位：百万円）

 
（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、ビルメンテナンス、保険代理

業等を含んでおります。 

   ２ セグメント利益の調整額37百万円には、セグメント間取引消去117百万円、各報告セグメントに配分して 

いない全社費用△79百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費

等であります。 

  

(追加情報) 

第１四半期連結会計期間より「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）および「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。 

  

 
報告セグメント

その他
(注１)

合計
調整額 
（注２）

四半期
連結損益
計算書 
計上額 チェーン 精機

自動車
部品

マテハン 小計

売上高    

  外部顧客に 
対する売上高 11,756 4,986 10,896 7,206 34,846 495 35,341 ― 35,341 

  セグメント間の内部 
売上高又は振替高 278 67 0 9 355 206 561 △561 ―

計 12,035 5,053 10,896 7,216 35,201 701 35,903 △561 35,341 

セグメント利益(営業利益) 693 553 1,244 236 2,728 39 2,768 37 2,806 
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(１株当たり情報) 

１  １株当たり純資産額 

  

 
  
２  １株当たり四半期純利益金額等 

第２四半期連結累計期間 

  

 
(注)１ 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりませ

ん。 

  ２ １株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

 
  

第２四半期連結会計期間 

  

 
(注)１ 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりませ

ん。 

  ２ １株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

 
  

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 

  

当第２四半期連結会計期間末 
(平成22年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成22年３月31日)

  

１株当たり純資産額 433円16銭 １株当たり純資産額 434円59銭

(自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30日) 

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日 
至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間

  

 
１株当たり四半期純利益金額 ２円73銭 １株当たり四半期純利益金額 16円98銭

 
前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日 
  至 平成21年９月30日)

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

四半期純利益(百万円) 507 3,159 

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式に係る四半期純利益(百万円) 507 3,159 

普通株式の期中平均株式数(千株) 186,042 186,030 

(自 平成21年７月１日 
至 平成21年９月30日) 

前第２四半期連結会計期間
(自 平成22年７月１日 
至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間

  

 
１株当たり四半期純利益金額 ３円84銭 １株当たり四半期純利益金額 ９円１銭

 
前第２四半期連結会計期間
(自 平成21年７月１日 
  至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成22年７月１日 
  至 平成22年９月30日)

四半期純利益(百万円) 714 1,676 

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式に係る四半期純利益(百万円) 714 1,676 

普通株式の期中平均株式数(千株) 186,041 186,029 
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 平成22年11月10日開催の取締役会において、第101期（平成22年４月１日から平成23年３月31日ま

で）の中間配当を行うことを決議しました。 

 
  

２ 【その他】

中間配当金総額 558,083,271円

１株当たり中間配当額 3.0円

支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成22年12月10日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。 
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