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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

　

回次
第94期

第１四半期連結累計(会計)期間
第93期

会計期間
自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日

自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日

売上高 (百万円) 13,993 58,221

経常利益 (百万円) 1,611 3,192

四半期(当期)純利益 (百万円) 1,002 1,412

純資産額 (百万円) 44,852 46,275

総資産額 (百万円) 76,624 79,320

１株当たり純資産額 (円) 589.65 597.70

１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) 13.36 18.58

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 (％) 57.5 57.3

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 875 5,054

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △ 1,064 △ 4,596

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △   673 △ 　814

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) 9,475 10,599

従業員数 (人) 4,557 4,474

(注) １　当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、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、潜在株式がないため記載しておりません。
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２ 【事業の内容】

当第１四半期連結会計期間において、当社及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、主要な関係会社に異動はありません。

　

３ 【関係会社の状況】

当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

平成20年６月30日現在

従業員数(人) 4,557

(注)　従業員数は、就業人員数(当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出

向者を含む。)であります。

　

(2) 提出会社の状況

平成20年６月30日現在

従業員数(人) 888

(注)　従業員数は、就業人員数(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。)であります。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当第１四半期連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。
　

事業の種類別セグメントの名称 生産高(百万円)

ベルト事業 10,616

その他の事業 740

合計 11,356

(注) １　金額は、販売価格によっております。
２　上記の金額には、外注製品受入高は含まれておりません。
３　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(2) 受注実績

当第１四半期連結会計期間における受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。
　

事業の種類別セグメントの名称 受注高(百万円) 受注残高(百万円)

ベルト事業 11,766 4,044

その他の事業 488 158

合計 12,254 4,203

(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１四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。
　

事業の種類別セグメントの名称 販売高(百万円)

ベルト事業 12,148

その他の事業 1,844

合計 13,993

(注)　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四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。

　

３ 【財政状態及び経営成績の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）

が判断したものであります。

(1) 業績の状況

当第1四半期連結会計期間の経済情勢は、米国の景気低迷が長期化の様相を呈し、資源価格の高騰が一

段と強まるなかで、欧州・新興国でも景気の減速とインフレ懸念が広がったと見られます。このような世

界経済を背景に、わが国では景気を牽引してきた輸出が鈍化し、企業の設備投資にも慎重さが現われるな

ど、景気後退局面への移行懸念が強まったと見られています。

このような環境のもとで、当社グループは経済環境の変化に柔軟に対応し、中長期を見据えた経営基盤

の体質強化と利益を生み出せる体制を確立すべく、財務体質の強化、販売体制並びに生産体制の強化、高

機能、高精密、高品質な製品づくりを推進するための技術力の強化を積極的に進めてまいりました。

当第１四半期連結会計期間の当社グループの業績は、売上高および営業利益は前年同期比横ばいの水

準で推移し、売上高139億93百万円、営業利益８億79百万円となりました。営業外損益では期末の外貨評価

替えに係る為替差益の拡大が寄与し、経常利益16億11百万円、四半期純利益は10億２百万円となりまし

た。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　

事業の種類別セグメントの業績及び所在地別セグメントの業績は、次のとおりであります。
　

①　ベルト事業

自動車用ベルトは、海外では事業活動の拡大によりアジアを中心に増加しましたが、円換算レートが大

幅に円高となった影響から邦貨では横ばいとなり、国内における補修需要の減少も加わり、自動車用ベル

ト全体では微減となりました。 

　一般産業用は、自動車用ベルトと同様に為替の影響から海外では減少したものの、国内における農業用

ベルト等の増加がカバーし横ばいとなりました。 

　ＯＡ機器用は、中国向けタイミングベルトの需要が低迷したことから減少しましたが、運搬ベルトは、補

修需要が旺盛であったことに加え大口物件の受注が寄与したことから増加し、設備機械の販売について

も増加となりました。 

　その結果、当事業の売上高は121億48百万円となり、営業利益は原材料高の影響を受けたことなどから、

15億84百万円となりました。
　

a　日本

自動車用ベルトの補修需要減少を、農業用ベルトや運搬ベルトの需要増加がカバーし、さらに、設備機

械の販売も増加したことから、日本の売上高は94億46百万円となりました。
　

b　アジア

自動車用ベルトをはじめとする事業活動の拡大により増加しましたが、円高による邦貨換算で減少し、

アジア地域の売上高は21億34百万円となりました。
　

c　その他の地域

欧州は前年同期と比べほぼ横ばいとなりましたが、米国では、アジア地域と同様に為替の影響を受けた

結果減少し、その他の地域の売上高は24億12百万円となりました。
　

EDINET提出書類

三ツ星ベルト株式会社(E01098)

四半期報告書

 5/24



②　その他の事業

建材部門は、土木関連では大口物件の増加が寄与し伸長しましたが、建築関連では新築着工物件低迷の

影響にＯＥＭ供給の減少も加わり、建材部門全体では減少となりました。 

　合成樹脂素材は、鉄鋼や自動車等基幹産業の設備投資が低調であったことから減少しました。 

　エンジニアリング ストラクチュラル フォームは、写真現像機器部品の需要が低迷しましたが、新規

ユーザ向けの金型供給がカバーし横ばいとなりました。 

　その結果、当事業の売上高は18億44百万円、営業損失は31百万円となりました。 

　

(2) キャッシュ・フローの状況

営業活動によるキャッシュ・フローは、８億75百万円の収入となりました。主な要因は、税金等調整前

四半期純利益が増加したことや法人税等の支払額が減少したことによるものです。

投資活動によるキャッシュ・フローは、10億64百万円の支出となりました。主な要因は、有形固定資産

の取得による支出が増加したことによるものです。

財務活動によるキャッシュ・フローは、６億73百万円の支出となりました。主な要因は、自己株式の取

得による支出が増加したことによるものです。　

営業、投資、財務の各活動によるキャッシュ・フローの合計額から為替換算差額２億62百万円を減算

し、現金及び現金同等物の減少額は11億24百万円となり、これに期首残高105億99百万円を加算した結果、

現金及び現金同等物の当四半期末残高は94億75百万円となりました。

　

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結会計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生

じた課題はありません。

　

(4) 研究開発活動

当第１四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、５億24百万円であります。

なお、当第1四半期連結会計期間において、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１四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

①　前連結会計年度末において計画中であった重要な設備の新設等のうち、当第１四半期連結会計期間中

に完了したものは、次のとおりであります。

　

会社名
事業所名
(所在地)

事業の種類別
セグメントの名称

設備の内容
資金調達
方法

着手年月 完了年月
金額　　(百
万円)

完成後の
増加能力

提出会社
神戸本社
(神戸市
 長田区)

全社的管理業務 事務の合理化 自己資金 19.6 20.5 67
能力の 
増加なし

(注)　上表金額には、消費税等は含まれておりません。　

　

②　当第１四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設・拡充・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 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 325,213,000

計 325,213,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成20年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成20年８月12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 79,208,39779,208,397

東京証券取引所
市場第１部
大阪証券取引所
市場第１部

─

計 79,208,39779,208,397― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

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20年４月１日
　～平成20年６月30日

─ 79,208 ─ 8,150 ─ 2,037

　

(5) 【大株主の状況】

当第１四半期会計期間において、㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループから平成20年６月27日付の

大量保有報告書(変更報告書)の写しの送付があり、平成20年６月20日現在で以下の報告を受けておりま

すが、株主名簿の記載内容が確認できないため、当社として実質所有株式数の確認ができません。

　なお、大量保有報告書(変更報告書)の内容は、次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(％)

三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ 東京都千代田区丸の内１丁目４番５号 3,427 4.3

(注)　上記の所有株式数には、信託業務に係る株式数が683千株含まれております。
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(6) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、実質株主が把握できず、記載すること

ができませんので、直前の基準日である平成20年３月31日の株主名簿により記載しております。

① 【発行済株式】

平成20年３月31日現在

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)
(自己保有株式)
普通株式 3,204,000

― ─

完全議決権株式(その他) 普通株式75,579,000 75,579 ─

単元未満株式 普通株式   425,397 ― 一単元(1,000株)未満の株式

発行済株式総数 79,208,397 ― ―

総株主の議決権 ― 75,579 ―

(注) １　「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、㈱証券保管振替機構名義の株式が6,000株(議決権6個)含ま

れております。　

２　「単元未満株式」欄の普通株式には、下記株式数が含まれております。

自己株式

　三ツ星ベルト㈱　　　　456株

　

② 【自己株式等】

平成20年３月31日現在

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(％)

(自己保有株式)
　三ツ星ベルト㈱

神戸市長田区浜添通
　　　　　４丁目１番21号

3,204,000─ 3,204,0004.05

計 ― 3,204,000─ 3,204,0004.05

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成20年
４月 ５月 ６月

最高(円) 475 548 567

最低(円) 405 462 494

(注)　株価は、東京証券取引所市場第１部におけるものであります。　
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３ 【役員の状況】

新任及び退任役員はないが、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役

員の役職に下記のとおり異動がありました。

　

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日

取締役副会長
(産業資材事業本部長)

取締役副会長
(産業資材事業本部副事業
本部長兼エム・ビー・エ
ル(ユー・エス・エー)
コーポレーション取締役
会長)

喜　田　　　宏 平成20年７月１日
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第５ 【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

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。

　

２　監査証明について

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、当第１四半期連結累計期間(平成20年４月１

日から平成20年６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り四半期

レビューを受けております。

　なお、新日本有限責任監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成20年７月１日をもって新日本監査法

人から名称変更しております。
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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 9,475 10,599

受取手形及び売掛金 14,782 15,802

製品 6,265 6,116

原材料 1,503 1,562

仕掛品 1,327 1,685

貯蔵品 314 300

その他 3,244 2,659

貸倒引当金 △197 △210

流動資産合計 36,715 38,516

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※
 8,132

※
 8,465

機械装置及び運搬具（純額） ※
 10,480

※
 11,513

工具、器具及び備品（純額） ※
 2,134

※
 2,126

土地 4,164 4,244

建設仮勘定 1,972 1,884

有形固定資産合計 26,883 28,233

無形固定資産 91 95

投資その他の資産

投資有価証券 12,803 12,346

その他 203 204

貸倒引当金 △74 △76

投資その他の資産合計 12,932 12,474

固定資産合計 39,908 40,803

資産合計 76,624 79,320
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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 7,773 9,152

短期借入金 5,010 5,262

未払法人税等 496 114

賞与引当金 996 443

その他 5,939 5,917

流動負債合計 20,216 20,891

固定負債

長期借入金 5,965 6,274

退職給付引当金 284 297

役員退職慰労引当金 22 22

その他 5,284 5,559

固定負債合計 11,555 12,153

負債合計 31,771 33,044

純資産の部

株主資本

資本金 8,150 8,150

資本剰余金 9,952 9,953

利益剰余金 25,836 25,517

自己株式 △3,176 △2,588

株主資本合計 40,763 41,032

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 5,156 4,829

為替換算調整勘定 △1,832 △434

評価・換算差額等合計 3,324 4,394

少数株主持分 764 848

純資産合計 44,852 46,275

負債純資産合計 76,624 79,320
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(2)【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）

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 13,993

売上原価 10,362

売上総利益 3,630

販売費及び一般管理費 ※1
 2,751

営業利益 879

営業外収益

受取利息 12

受取配当金 185

為替差益 370

デリバティブ評価益 196

その他 150

営業外収益合計 915

営業外費用

支払利息 79

その他 103

営業外費用合計 183

経常利益 1,611

税金等調整前四半期純利益 1,611

法人税等 ※2
 622

少数株主損失（△） △14

四半期純利益 1,002
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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）

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 1,611

減価償却費 900

貸倒引当金の増減額（△は減少） △12

賞与引当金の増減額（△は減少） 560

退職給付引当金の増減額（△は減少） 10

長期未払金の増減額（△は減少） △482

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 0

受取利息及び受取配当金 △197

支払利息 79

為替差損益（△は益） △370

持分法による投資損益（△は益） △0

有形固定資産売却損益（△は益） △1

有形固定資産除却損 6

売上債権の増減額（△は増加） 349

たな卸資産の増減額（△は増加） △151

仕入債務の増減額（△は減少） △895

その他 △422

小計 985

利息及び配当金の受取額 197

利息の支払額 △87

法人税等の支払額 △220

営業活動によるキャッシュ・フロー 875

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 △1,081

有形固定資産の売却による収入 4

投資有価証券の取得による支出 △0

その他 14

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,064

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） 428

長期借入金の返済による支出 △3

自己株式の売却による収入 0

自己株式の取得による支出 △587

配当金の支払額 △684

その他 173

財務活動によるキャッシュ・フロー △673

現金及び現金同等物に係る換算差額 △262

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,124

現金及び現金同等物の期首残高 10,599

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 9,475
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【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

当第１四半期連結会計期間(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。

　

【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】

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

１　連結の範囲に関する事項

の変更

(1) 連結の範囲の変更

ミツボシ ケム コーポレーションは、平成19年12月25日付清算結了に伴い前連

結会計年度においては損益のみ連結しておりましたが、当第１四半期連結会計

期間より連結の範囲から除外しております。

(2) 変更後の連結子会社の数

　　21社

２　会計処理基準に関する事

項の変更

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法の変更

　　たな卸資産

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均法に

よる原価法によっておりましたが、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、主として総平均法による原価法(貸借対照表価額については

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。

なお、これによる損益への影響はありません。

(2) 「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」

    の適用

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。

なお、これによる損益に与える影響は軽微であります。
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【簡便な会計処理】

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

１　一般債権の貸倒見積高の

算定方法

 

　当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したもの

と著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用し

て貸倒見積高を算定しております。

２　たな卸資産の評価方法

 

　当第１四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、

前連結会計年度末の実地たな卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法

によっております。

　また、たな卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについて

のみ正味売却価額を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。

　

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

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

税金費用の計算

 

　税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当

期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純

利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

　なお、法人税等調整額は「法人税等」に含めて表示しております。

　

【追加情報】

　

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

(有形固定資産の耐用年数の変更)

　当社の機械装置の耐用年数については、当第１四半期連結会計期間より、法人税法の改正を契機として見直しを行

い、従来の８～10年から９年に変更しております。

　なお、これによる損益に与える影響は軽微であります。
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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
(平成20年３月31日)

※　有形固定資産の減価償却累計額 ※　有形固定資産の減価償却累計額

47,224百万円 48,004百万円

　

(四半期連結損益計算書関係)

　
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)

※1　販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は、次

のとおりであります。

荷造運送費 443百万円

従業員給料 876百万円

賞与引当金繰入額 211百万円

退職給付費用 35百万円

減価償却費 140百万円

※2　法人税等の表示方法

当第１四半期会計期間における税金費用について

は、簡便法により計算しているため、法人税等調整額

は「法人税等」に含めて表示しております。

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
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)

※　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

(平成20年６月30日現在)

現金及び預金勘定 9,475百万円

現金及び現金同等物 9,475百万円
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(株主資本等関係)

当第１四半期連結会計期間末(平成20年６月30日)及び当第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)

１　発行済株式の種類及び総数

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(千株) 79,208

　

２　自己株式の種類及び株式数

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(千株) 4,439

　

３　新株予約権等に関する事項

　該当事項はありません。

　

４　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

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20年６月27日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 684 9 平成20年３月31日 平成20年６月30日

　

５　株主資本の金額の著しい変動に関する事項

　該当事項はありません。

　

(リース取引関係)

当第１四半期連結会計期間(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。

　

(有価証券関係)

当第１四半期連結会計期間末(平成20年６月30日)

　有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動が

ありません。

　

(デリバティブ取引関係)

当第１四半期連結会計期間末(平成20年６月30日)

　デリバティブ取引の四半期連結会計期間末の契約額等は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動が

ありません。

　

(ストック・オプション等関係)

当第１四半期連結会計期間(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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(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)

　
ベルト事業
(百万円)

その他の事業
(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

12,148 1,844 13,993 ― 13,993

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

0 389 389 (389) ―

計 12,148 2,233 14,382 (389) 13,993

営業利益又は営業損失(△) 1,584 △ 31 1,553 (674) 879

(注) １　事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２　各事業の主な製品

 (1)  ベルト事業……Ｖ型ベルト、歯付ベルト、伝動機器・装置、運搬ベルト及び装置、ポリウレタン製工業

　　　　　　　　用品、その他ベルト

 (2)　その他の事業…建材、合成樹脂素材、エンジニアリング ストラクチュラル フォーム、その他

　

【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)

アジア
(百万円)

その他の地域
(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

9,446 2,134 2,412 13,993 ― 13,993

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

1,680 833 10 2,524 (2,524) ―

計 11,126 2,967 2,423 16,517 (2,524)13,993

営業利益又は営業損失(△) 1,425 5 △ 44 1,387 (507) 879

(注) １　国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっております。

２　日本以外の区分に属する主な国又は地域

アジア…………タイ、インドネシア、中国ほか

その他の地域…アメリカ、ヨーロッパ

　

【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)

　

アジア その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高(百万円) 2,078 2,621 4,700

Ⅱ　連結売上高(百万円) ― ― 13,993

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 14.9 18.7 33.6

(注) １　海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

２　各区分に属する主な国又は地域 

アジア…………タイ、インドネシアほか 

その他の地域…アメリカ、ヨーロッパほか
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(企業結合等関係)

当第１四半期連結会計期間(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。

　

(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

　
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
(平成20年３月31日)

 
１株当たり純資産額

 
589円65銭

 
１株当たり純資産額

 
597円70銭

(注)　１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

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
(平成20年３月31日)

純資産の部の合計額(百万円) 44,852 46,275

純資産の部の合計額から控除する金額
(百万円)

764 848

(うち少数株主持分) (764) (848)

普通株式に係る四半期連結会計期間末
(連結会計年度末)の純資産額(百万円)

44,088 45,427

１株当たりの純資産額の算定に用いら
れた四半期連結会計期間末(連結会計年
度末)の普通株式の数(千株)

74,769 76,003

　

２　１株当たり四半期純利益金額等

　
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)

 
１株当たり四半期純利益金額

 
13円36銭

(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、潜在株式が存在していないため、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。

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)

四半期純利益金額(百万円) 1,002

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金額(百万円) 1,002

普通株式の期中平均株式数(千株) 75,018

　

(重要な後発事象)

　該当事項はありません。
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２【その他】

該当事項はありません。
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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。

　

EDINET提出書類

三ツ星ベルト株式会社(E01098)

四半期報告書

23/24



独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成20年８月11日

三ツ星ベルト株式会社

取締役会　御中

　

新日本有限責任監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士    谷   上   和   範     印

　

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士    石   田   博   信     印

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている三ツ

星ベルト株式会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結累計期間

(平成20年４月１日から平成20年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照

表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この

四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に

対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、三ツ星ベルト株式会社及び連結子会社の平成

20年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッ

シュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかっ

た。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　
 
(注) １　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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