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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 33,057 0.4 2,332 △8.0 2,364 △6.0 1,232 △16.9
23年3月期第1四半期 32,928 37.5 2,534 ― 2,515 ― 1,483 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 1,485百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △104百万円 （―％）

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 6.63 ―
23年3月期第1四半期 7.97 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 181,997 90,402 46.1
23年3月期 184,206 89,877 45.3
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  83,911百万円 23年3月期  83,413百万円

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  ：  有  
 

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 ― 3.00 ― 4.00 7.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 3.00 ― 4.00 7.00

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) 68,300 0.0 4,800 △10.1 4,900 △9.4 2,700 △14.5 14.52
通期 140,000 1.3 11,200 1.6 11,100 △0.1 6,200 1.7 33.33



(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に対する四半期レビュー手続は終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 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。 

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 191,406,969 株 23年3月期 191,406,969 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 5,399,000 株 23年3月期 5,397,143 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 186,008,659 株 23年3月期1Q 186,031,450 株
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 当第１四半期連結累計期間（平成23年４月１日～６月30日）における当社グループの事業環境は、工作

機械業界や食品業界が好調に推移したものの、東日本大震災により、設備投資の延期や中止、期間前半に

おける日本自動車メーカーの大幅な生産減少、電力供給問題などの影響を受けました。ただし期間後半に

は、自動車生産に回復の兆しが見えました。 

 これらの結果、当第１四半期連結累計期間の受注高は341億87百万円（前年同期比10.0%増）、売上高は

330億57百万円（同0.4%増）となりました。利益につきましては、経費削減や原価低減にグループを挙げ

て取り組みましたが、東日本大震災の影響などにより、営業利益は23億32百万円（同8.0%減）、経常利益

は23億64百万円（同6.0%減）、四半期純利益は12億32百万円（同16.9%減）となりました。 

  

 なお、セグメント別の概況は次のとおりです。 

［チェーン］ 

 チェーンにつきましては、工作機械業界向けや食品業界向けに、駆動用チェーンや搬送用チェーン、ケ

ーブル・ホース支持案内装置など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132億97百万円（前年同期比15.5%増）、売上高は126億11百万円（同

12.1%増）、営業利益は７億96百万円（同27.4%増）となりました。 

  

［精機］ 

 精機につきましては、工作機械業界向けや液晶・半導体関連業界向けに、減速機や直線作動機、締結

具、軸継手など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55億４百万円（前年同期比13.8%増）、売上高は54億14百万円（同20.4%

増）、営業利益は７億49百万円（同93.1%増）となりました。 

  

［自動車部品］ 

 自動車部品につきましては、東日本大震災の影響などにより日本、北米、中国において、自動車エンジ

ン用タイミングチェーンドライブシステムの販売が大幅に減少しました。 

 以上により、自動車部品の受注高は90億52百万円（前年同期比15.3%減）、売上高は91億15百万円（同

19.9%減）、営業利益は６億39百万円（同64.1%減）となりました。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報
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［マテハン］ 

 マテハンにつきましては、自動車業界向け搬送設備や流通業界向け仕分け設備が低調であったものの、

工作機械業界向け搬送設備や粉粒体搬送設備の販売が堅調に推移しました。 

 以上により、マテハンの受注高は58億60百万円（前年同期比66.3%増）、売上高は54億96百万円（同

2.5%増）となりました。損益につきましては、売上高が低水準で推移する中、経費削減や原価低減に努め

た結果、営業損失は65百万円（前年同期は４億64百万円の営業損失）にとどまりました。 

  

［その他］ 

 その他の受注高は４億73百万円（前年同期比10.7%減）、売上高は４億18百万円（同3.1%減）、営業利

益は21百万円（同44.2%減）となりました。 

  

（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22億９百万円減少し、

1,819億97百万円となりました。 

 流動資産は、譲渡性預金の減少により有価証券が27億40百万円減少したことなどから、前連結会計年度

末と比較して23億４百万円減少し、800億９百万円となりました。 

 固定資産は、TSUBAKIMOTO AUTOMOTIVE KOREA CO.,LTD.の新規連結などにより投資有価証券が10億60百

万円減少した一方で、生産設備等への投資などにより、有形固定資産が13億92百万円増加したことなどか

ら、前連結会計年度末と比較して95百万円増加し、1,019億88百万円となりました。 

  

（負債） 

 負債は、未払法人税等が20億43百万円減少したことや賞与引当金が９億88百万円減少したことなどか

ら、前連結会計年度末と比較して27億34百万円減少し、915億94百万円となりました。 

  

（純資産） 

 純資産は、利益剰余金が４億61百万円増加したことなどから、前連結会計年度末と比較して５億25百万

円増加の904億２百万円となり、自己資本比率は46.1%となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報
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 平成24年３月期の業績予想につきましては、東日本大震災の影響により合理的な業績予想の算定が困難

なため未定としておりましたが、 近の業況及び今後の業績動向等を踏まえ、以下のとおり公表いたしま

した。 

  

   連結業績予想      売上高      1,400億円 （前期比   1.3％増） 

                営業利益      112億円 （前期比   1.6％増） 

                経常利益      111億円 （前期比   0.1％減） 

                当期純利益     62億円 （前期比   1.7％増） 

  

  平成24年３月期（平成23年度）の主な為替レートは、１米ドル＝82円、１ユーロ＝110円を前提とし

ております。 

  

詳細につきましては、本日（平成23年８月５日）公表いたしました「平成24年３月期 業績予想およ

び配当予想に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

上記予想は、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、これら業績予想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。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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２．四半期連結財務諸表 
（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 9,594 9,083

受取手形及び売掛金 36,097 35,358

有価証券 7,923 5,182

商品及び製品 11,277 11,513

仕掛品 8,818 9,948

原材料及び貯蔵品 4,666 4,869

その他 4,360 4,361

貸倒引当金 △423 △308

流動資産合計 82,313 80,009

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 22,552 22,455

機械装置及び運搬具（純額） 17,747 17,540

工具、器具及び備品（純額） 1,866 1,896

土地 36,579 36,574

建設仮勘定 2,309 3,980

有形固定資産合計 81,055 82,447

無形固定資産 1,983 1,946

投資その他の資産   

投資有価証券 13,455 12,394

その他 5,527 5,325

貸倒引当金 △129 △126

投資その他の資産合計 18,853 17,594

固定資産合計 101,892 101,988

資産合計 184,206 181,997
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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 21,369 21,443

短期借入金 7,737 7,915

1年内返済予定の長期借入金 6,641 6,403

未払法人税等 2,736 693

賞与引当金 2,859 1,870

工事損失引当金 45 68

その他 10,606 11,446

流動負債合計 51,996 49,841

固定負債   

長期借入金 16,861 16,673

退職給付引当金 9,784 9,776

役員退職慰労引当金 231 234

資産除去債務 241 248

その他 15,214 14,819

固定負債合計 42,333 41,752

負債合計 94,329 91,594

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 71,636 72,098

自己株式 △2,554 △2,554

株主資本合計 98,812 99,273

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 2,784 2,695

繰延ヘッジ損益 △35 14

土地再評価差額金 △12,087 △12,092

為替換算調整勘定 △6,061 △5,979

その他の包括利益累計額合計 △15,399 △15,362

少数株主持分 6,464 6,491

純資産合計 89,877 90,402

負債純資産合計 184,206 181,997
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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 32,928 33,057

売上原価 23,491 23,658

売上総利益 9,437 9,399

販売費及び一般管理費 6,902 7,066

営業利益 2,534 2,332

営業外収益   

受取利息 11 13

受取配当金 182 189

その他 145 122

営業外収益合計 338 326

営業外費用   

支払利息 180 132

その他 177 161

営業外費用合計 358 294

経常利益 2,515 2,364

特別利益   

固定資産売却益 － 1

投資有価証券売却益 － 0

関係会社株式売却益 － 53

特別利益合計 － 54

特別損失   

減損損失 － 11

関係会社株式売却損 － 107

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 204 118

税金等調整前四半期純利益 2,310 2,300

法人税、住民税及び事業税 470 574

法人税等調整額 295 320

法人税等合計 765 894

少数株主損益調整前四半期純利益 1,544 1,405

少数株主利益 61 172

四半期純利益 1,483 1,232
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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 1,544 1,405

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △911 △90

繰延ヘッジ損益 62 50

為替換算調整勘定 △821 △9

持分法適用会社に対する持分相当額 21 129

その他の包括利益合計 △1,649 79

四半期包括利益 △104 1,485

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △171 1,275

少数株主に係る四半期包括利益 66 209
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該当事項はありません。 
  

Ⅰ  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) 

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 

（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164百万円には、セグメント間取引消去221百万円、各報告セグメントに配分して 

いない全社費用△57百万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。 

  

Ⅱ  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) 

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 

（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190百万円には、セグメント間取引消去115百万円、各報告セグメントに配分して

いない全社費用74百万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。 

  

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）セグメント情報等

【セグメント情報】

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

  外部顧客への売上高 11,251 4,497 11,383 5,363 32,496 432 32,928 ― 32,928

  セグメント間の内部
売上高又は振替高

276 57 0 11 345 194 539 △ 539 ―

計 11,528 4,554 11,383 5,374 32,841 626 33,468 △ 539 32,928

セグメント利益又は損失(△) 
(営業利益又は損失(△))

625 388 1,782 △ 464 2,331 39 2,370 164 2,534

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

  外部顧客への売上高 12,611 5,414 9,115 5,496 32,638 418 33,057 ― 33,057

  セグメント間の内部
売上高又は振替高

300 85 0 5 391 210 602 △602 ―

計 12,912 5,500 9,115 5,502 33,030 629 33,660 △602 33,057

セグメント利益又は損失(△) 
(営業利益又は損失(△))

796 749 639 △65 2,119 21 2,141 190 2,332

（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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