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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95期

前第２四半期
連結累計期間

第96期
当第２四半期
連結累計期間

第95期
前第２四半期
連結会計期間

第96期
当第２四半期
連結会計期間

第95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） 21,233 25,234 11,247 13,076 45,267

経常利益 （百万円） 3 2,104 300 1,130 1,539

四半期（当期）純利益又は

四半期純損失（△）
（百万円） △364 1,276 122 599 661

純資産額 （百万円） － － 38,453 36,944 38,376

総資産額 （百万円） － － 65,602 65,565 69,769

１株当たり純資産額 （円） － － 527.89 534.16 536.41

１株当たり四半期（当期）

純利益金額又は四半期

純損失（△）金額

（円） △5.09 18.14 1.71 8.67 9.24

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 （％） － － 57.6 56.3 55.0

営業活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） 966 2,745 － － 3,687

投資活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） △1,977 △828 － － △3,398

財務活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） 1,211 △2,745 － － 3,585

現金及び現金同等物の

四半期末（期末）残高
（百万円） － － 10,814 13,469 14,412

従業員数 （人） － － 4,192 4,125 4,038

（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、潜在株式が存在していないため、また、第

95期第２四半期連結累計期間においては１株当たり四半期純損失を計上しているため、記載しておりませ

ん。
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２【事業の内容】

当第２四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２四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22年９月30日現在

従業員数（人） 4,125

（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22年９月30日現在

従業員数（人） 745

（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。

セグメントの名称 生産高（百万円） 前年同四半期比（％）

国内ベルト事業 5,122 －

海外ベルト事業 3,382 －

建設資材事業 430 －

報告セグメント計 8,935 －

その他 308 －

合計 9,243 －

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

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（％）

国内ベルト事業 6,664 － 2,339 －

海外ベルト事業 4,509 － 1,663 －

建設資材事業 1,122 － 306 －

報告セグメント計 12,296 － 4,310 －

その他 149 － 40 －

合計 12,446 － 4,350 －

（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。

セグメントの名称 販売高（百万円） 前年同四半期比（％）

国内ベルト事業 6,408 －

海外ベルト事業 4,451 －

建設資材事業 1,192 －

報告セグメント計 12,052 －

その他 1,024 －

合計 13,076 －

（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【事業等のリスク】

当第２四半期連結会計期間において、事業等のリスクについて新たに生じた重要な事項及び重要な変更はありませ

ん。

 

３【経営上の重要な契約等】

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。

 

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】

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２四半期連結会計期間のわが国経済は、米欧経済の成長が鈍化するなか、アジアの高成長に支えられた輸出

の復調や景気刺激策の効果などにより、緩やかな回復基調にありましたが、デフレ進行下での急激な円高や株式市

場の低迷など、先行きの不透明感が高まりました。

このような環境のもと、当社グループは経営の効率化と一層のコスト削減に取り組むとともに、技術力・開発力

の向上と生産体制・販売体制の強化を積極的に進めてまいりました。

その結果、当第２四半期連結会計期間は、金融危機後の需要低迷期を脱したことや、内部努力が奏効したことから

前年同期を上回る売上・利益を計上することができました。

当第２四半期連結会計期間の当社グループの業績は、売上高130億76百万円（前年同期比16.3％増）、営業利益13

億22百万円（前年同期比143.1％増）、経常利益11億30百万円（前年同期比276.6％増）となりました。特別損益に

おいては、投資有価証券評価損２億80百万円を特別損失に計上した結果、四半期純利益は５億99百万円（前年同期

比390.2％増）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。

 

〔国内ベルト事業〕

主力の自動車用ベルトは、自動車生産台数の増加に伴い、新車組み込みライン用ベルトが前年同期を上回りまし

た。

一般産業用ベルトは機械装置の生産量の回復に伴い増加、ＯＡ機器用ベルトもプリンター等ＯＡ機器の生産台数

の復調により需要が増加しました。

運搬ベルトは微増、合成樹脂素材は設備投資の持ち直しに伴い増加しました。

その結果、当事業の売上高は64億８百万円、営業利益は12億88百万円となりました。

 

〔海外ベルト事業〕

アジアでは、積極的な拡販活動により、自動車用ベルト・ＯＡ機器用ベルト・一般産業用ベルトのいずれの製品

も大幅に増加、米国でも自動車用ベルトの販売が伸張し増加となりました。一方、欧州では、ユーロの変動が大き

かったため邦貨では減少しました。

その結果、当事業の売上高は44億51百万円、営業利益は４億58百万円となりました。

 

〔建設資材事業〕

改修工事等の積極的な拡販活動に努めた結果、微増となりました。

その結果、当事業の売上高は11億92百万円、営業利益は11百万円となりました。

 

〔その他〕

その他には、エンジニアリング ストラクチュラル フォーム、設備機械の供給等が含まれており、売上高はほぼ横

ばいでありました。

その結果、その他の売上高は10億24百万円、営業利益は１億12百万円となりました。
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(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、前第２四半期連結会計期間と比較して８億69百万円増加の19億４百万円

の収入となりました。主な要因は、前第２四半期連結会計期間と比較して税金等調整前四半期純利益が５億86百万

円増加したこと等によるものです。

投資活動によるキャッシュ・フローは、前第２四半期連結会計期間と比較して２億87百万円増加の４億17百万円

の支出となりました。主な要因は、前第２四半期連結会計期間と比較して有形固定資産の取得による支出が６億64

百万円減少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、前第２四半期連結会計期間と比較して３億25百万円減少の11億93百万円

の支出となりました。主な要因は、前第２四半期連結会計期間と比較して短期借入金の純増減額が６億38百万円増

加した一方、自己株式の取得による支出が９億64百万円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１億42百万円を減算し、現金及び

現金同等物の増加額は１億51百万円となり、これに第１四半期末残高133億18百万円を加算した結果、現金及び現金

同等物の当四半期末残高は134億69百万円となりました。

 

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四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、５億28百万円であります。

なお、当第２四半期連結会計期間において、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

①  第１四半期連結会計期間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２四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）

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
四国工場

（香川県さぬき市）
国内ベルト 工場内環境整備 自己資金 20.1222.8 219

能力の

増加なし

（注）  上表の金額には、消費税等は含まれておりません。

 

②  当第２四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 79,208,397 79,208,397

東京証券取引所

市場第１部

大阪証券取引所

市場第１部

単元株式数は1,000株

であります。

計 79,208,397 79,208,397 － －

 

(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】

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
－ 79,208 － 8,150 － 2,037
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(6)【大株主の状況】

 平成22年９月30日現在

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㈱ 東京都中央区晴海１丁目８番11号 5,184 6.54

大同生命保険㈱

（常任代理人 日本トラスティ・サービ

ス信託銀行㈱）

大阪市西区江戸堀１丁目２番１号

（東京都中央区晴海１丁目８番11号）
2,709 3.42

トヨタ自動車㈱ 愛知県豊田市トヨタ町１番地 2,355 2.97

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２丁目７番１号 2,340 2.95

星友持株会 神戸市長田区浜添通４丁目１番21号 2,116 2.67

小田欽造 神戸市須磨区 2,070 2.61

西松建設㈱ 東京都港区虎ノ門１丁目20番10号 2,000 2.52

日本生命保険（相） 東京都千代田区丸の内１丁目６番６号 1,952 2.47

三ツ星ベルト社員持株会 神戸市長田区浜添通４丁目１番21号 1,699 2.15

三井物産㈱

（常任代理人 資産管理サービス信託銀

行㈱）

東京都千代田区大手町１丁目２番１号

（東京都中央区晴海１丁目８番12号）
1,500 1.89

計 － 23,927 30.21

（注）１  上記のほか当社所有の自己株式10,044千株（12.68％）があります。

２  上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。

    日本トラスティ・サービス信託銀行㈱    5,184千株

 

(7)【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成22年９月30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  10,044,000
－ －

完全議決権株式（その他） 普通通式  68,777,000 68,777 －

単元未満株式 普通株式     387,397 － 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 － 68,777 －

（注）  「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式が414株が含まれております。
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②【自己株式等】

 平成22年９月30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
10,044,000 － 10,044,000 12.68

計 － 10,044,000 － 10,044,000 12.68

 

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22年
４月

 
５月

 
６月

 
７月

 
８月

 
９月

最高（円） 478 467 420 418 434 424

最低（円） 421 372 364 370 392 395

（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。

 

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

取締役兼副社長執行役員

（ピー・ティ セイワ イン

ドネシア取締役社長兼

ピー・ティ ミツボシ ベ

ルティング インドネシ

ア取締役会長）

取締役兼副社長執行役員

（産業資材事業本部副事業

本部長）

早  川    剛 平成22年９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。

なお、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。

 

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、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

任監査法人により四半期レビューを受けております。
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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 13,469 14,412

受取手形及び売掛金 11,792 11,330

商品及び製品 6,858 7,227

仕掛品 1,269 1,108

原材料及び貯蔵品 1,659 1,655

その他 661 1,044

貸倒引当金 △179 △165

流動資産合計 35,531 36,613

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※
 8,038

※
 8,162

機械装置及び運搬具（純額） ※
 8,802

※
 9,909

工具、器具及び備品（純額） ※
 1,582

※
 1,673

土地 4,104 4,128

建設仮勘定 191 408

有形固定資産合計 22,718 24,282

無形固定資産 73 75

投資その他の資産

投資有価証券 7,098 8,647

その他 227 232

貸倒引当金 △83 △81

投資その他の資産合計 7,242 8,798

固定資産合計 30,034 33,156

資産合計 65,565 69,769
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（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 6,150 7,005

短期借入金 6,755 7,042

未払法人税等 418 240

賞与引当金 707 382

その他 3,043 3,352

流動負債合計 17,075 18,023

固定負債

長期借入金 8,329 9,365

退職給付引当金 316 327

役員退職慰労引当金 22 26

その他 2,877 3,652

固定負債合計 11,546 13,370

負債合計 28,621 31,393

純資産の部

株主資本

資本金 8,150 8,150

資本剰余金 9,951 9,951

利益剰余金 25,106 24,330

自己株式 △5,781 △4,816

株主資本合計 37,426 37,616

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 2,782 3,634

為替換算調整勘定 △3,265 △2,875

評価・換算差額等合計 △482 759

純資産合計 36,944 38,376

負債純資産合計 65,565 69,769
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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 21,233 25,234

売上原価 15,931 17,344

売上総利益 5,302 7,890

販売費及び一般管理費 ※1
 5,183

※1
 5,342

営業利益 119 2,547

営業外収益

受取利息 13 7

受取配当金 109 130

デリバティブ評価益 － 17

その他 263 165

営業外収益合計 386 320

営業外費用

支払利息 126 118

為替差損 213 393

デリバティブ評価損 9 －

その他 153 251

営業外費用合計 502 763

経常利益 3 2,104

特別損失

退職特別加算金 235 －

投資有価証券評価損 － 280

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 78

特別損失合計 235 358

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△232 1,745

法人税等 ※2
 149

※2
 469

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,276

少数株主損失（△） △17 －

四半期純利益又は四半期純損失（△） △364 1,276
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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 11,247 13,076

売上原価 8,082 9,043

売上総利益 3,164 4,033

販売費及び一般管理費 ※1
 2,620

※1
 2,710

営業利益 544 1,322

営業外収益

受取利息 4 3

受取配当金 0 △1

投資有価証券評価損戻入益 － 50

デリバティブ評価益 11 44

その他 96 78

営業外収益合計 112 175

営業外費用

支払利息 61 56

為替差損 218 194

その他 77 116

営業外費用合計 356 367

経常利益 300 1,130

特別損失

退職特別加算金 36 －

投資有価証券評価損 － 280

特別損失合計 36 280

税金等調整前四半期純利益 263 850

法人税等 ※2
 147

※2
 251

少数株主損益調整前四半期純利益 － 599

少数株主損失（△） △5 －

四半期純利益 122 599
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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又は税金等調整前四
半期純損失（△）

△232 1,745

減価償却費 1,855 1,701

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0 17

賞与引当金の増減額（△は減少） 311 328

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4 4

長期未払金の増減額（△は減少） △733 △311

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2 △3

受取利息及び受取配当金 △122 △137

支払利息 126 118

為替差損益（△は益） 213 184

有形固定資産売却損益（△は益） △1 5

有形固定資産除却損 13 51

投資有価証券評価損益（△は益） － 280

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 78

売上債権の増減額（△は増加） 3,283 △680

たな卸資産の増減額（△は増加） 792 △106

仕入債務の増減額（△は減少） △3,209 △606

その他 △1,044 357

小計 1,258 3,027

利息及び配当金の受取額 122 137

利息の支払額 △129 △118

法人税等の支払額 △285 △301

営業活動によるキャッシュ・フロー 966 2,745

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 △2,258 △662

有形固定資産の売却による収入 6 17

投資有価証券の取得による支出 △1 △170

その他 275 △13

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,977 △828

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） 1,786 110

長期借入れによる収入 1,000 －

長期借入金の返済による支出 △1,153 △1,187

自己株式の取得による支出 △1 △965

配当金の支払額 △214 △500

その他 △204 △202

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,211 △2,745

現金及び現金同等物に係る換算差額 98 △113

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 298 △942

現金及び現金同等物の期首残高 10,136 14,412

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 378 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 10,814

※
 13,469
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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】

 
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）

会計処理基準に関する事項

の変更

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)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。

これにより、当第２四半期連結累計期間の税金等調整前四半期純利益は78百万円減少し

ております。

 

【表示方法の変更】

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）

（四半期連結損益計算書関係）

「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。

 

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）

（四半期連結損益計算書関係）

「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。

 

【簡便な会計処理】

 
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）

一般債権の貸倒見積高の算

定方法

当第２四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。

 

【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）

税金費用の計算 税金費用については、当第２四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。
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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）

※  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

48,431百万円 48,139百万円

 

（四半期連結損益計算書関係）

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）

※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。

※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 651百万円

従業員給料 1,828百万円

賞与引当金繰入額 220百万円

退職給付費用 59百万円

減価償却費 269百万円

荷造運送費 776百万円

従業員給料 1,790百万円

賞与引当金繰入額 216百万円

退職給付費用 60百万円

減価償却費 230百万円

  

※２  法人税等の表示方法

当第２四半期連結累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。

※２  法人税等の表示方法

同左

 

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）

※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。

※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 328百万円

従業員給料 908百万円

賞与引当金繰入額 175百万円

退職給付費用 30百万円

減価償却費 139百万円

荷造運送費 400百万円

従業員給料 879百万円

賞与引当金繰入額 183百万円

退職給付費用 29百万円

減価償却費 117百万円

  

※２  法人税等の表示方法

当第２四半期連結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。

※２  法人税等の表示方法

同左
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

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）

※  現金及び現金同等物の当第２四半期連結累計期間末

残高と当第２四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21年９月30日現在）

※  現金及び現金同等物の当第２四半期連結累計期間末

残高と当第２四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22年９月30日現在）

現金及び預金勘定 10,814百万円

現金及び現金同等物 10,814百万円

 

現金及び預金勘定 13,469百万円

現金及び現金同等物 13,469百万円

 

 

（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  発行済株式の種類及び総数

株式の種類 当第２四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２四半期連結会計期間末

普通株式（千株） 10,044

 

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22年６月29日

定時株主総会
普通株式 利益剰余金 500 7 平成22年３月31日平成22年６月30日

 

(2) 基準日が当第２四半期連結累計期間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

末後となるもの

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9日

取締役会
普通株式 利益剰余金 414 6 平成22年９月30日平成22年12月3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。
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（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）

 
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 9,484 1,762 11,247 － 11,247

(2) セグメント間の内部売上高又は

振替高
0 181 181 (181) －

計 9,484 1,944 11,428 (181) 11,247

営業利益又は営業損失（△） 1,276 △132 1,144 (600) 544

 

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）

 
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 18,041 3,192 21,233 － 21,233

(2) セグメント間の内部売上高又は

振替高
0 435 435 (435) －

計 18,041 3,627 21,668 (435) 21,233

営業利益又は営業損失（△） 1,434 △115 1,319 (1,200) 119

（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
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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）

 
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
7,573 2,061 1,612 11,247 － 11,247

(2) セグメント間の内部売

上高又は振替高
1,530 787 2 2,320 (2,320) －

計 9,103 2,848 1,615 13,568 (2,320) 11,247

営業利益又は営業損失（△） 1,004 92 △6 1,089 (545) 544

 

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）

 
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
14,170 3,750 3,313 21,233 － 21,233

(2) セグメント間の内部売

上高又は振替高
2,700 1,269 6 3,976 (3,976) －

計 16,871 5,019 3,319 25,210 (3,976) 21,233

営業利益又は営業損失（△） 1,124 39 △74 1,089 (970) 119

（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】

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）

 アジア その他の地域 計

Ⅰ  海外売上高（百万円） 2,055 1,732 3,788

Ⅱ  連結売上高（百万円） － － 11,247

Ⅲ  連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 18.3 15.4 33.7

 

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）

 アジア その他の地域 計

Ⅰ  海外売上高（百万円） 3,664 3,542 7,206

Ⅱ  連結売上高（百万円） － － 21,233

Ⅲ  連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 17.2 16.7 33.9

（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、中国ほか

その他の地域…アメリカ、ヨーロッパほか
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【セグメント情報】

１  報告セグメントの概要

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）及び当第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）

当社グループの報告セグメントは、当社グループ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。

当社グループは、ベルト、建設資材等の製造及び販売等の事業活動を行っており、ベルトは、国内において

は当社及び国内連結子会社が、海外においては海外連結子会社がそれぞれ担当しており、取り扱う製品につ

いて各地域の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。建設資材は、取り扱う製品について主と

して国内の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。

従って、当社グループのベルト事業は、製造・販売体制を基礎として地域別のセグメントから構成され、建

設資材事業は事業部を基礎とした製品別のセグメントから構成されており、「国内ベルト事業」、「海外ベ

ルト事業」及び「建設資材事業」の３つを報告セグメントとしております。

「国内ベルト事業」は、日本国内で主として自動車用ベルト・一般産業用ベルト・運搬ベルトなどを製造

・販売しております。「海外ベルト事業」は、海外で主として自動車用ベルト・一般産業用ベルト・ＯＡ用

ベルトなどを製造・販売しております。「建設資材事業」は、建築・土木用防水シート及び関連製品を製造

・販売しております。

 

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）

 

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
（注３）

国内
ベルト

海外
ベルト

建設資材 計

売上高         

外部顧客への売上高 12,4158,9161,98123,3131,92125,234 － 25,234

セグメント間の内部売上高

又は振替高
2,949 712 0 3,661 940 4,602△4,602 －

計 15,3649,6291,98126,9752,86229,837△4,60225,234

セグメント利益又は損失（△） 2,778 797 6 3,582 △8 3,573△1,0262,547

 

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）

 

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
（注３）

国内
ベルト

海外
ベルト

建設資材 計

売上高         

外部顧客への売上高 6,4084,4511,19212,0521,02413,076 － 13,076

セグメント間の内部売上高

又は振替高
1,467 373 0 1,841 544 2,385△2,385 －

計 7,8764,8251,19213,8931,56815,462△2,38513,076

セグメント利益又は損失（△） 1,288 458 11 1,758 112 1,870△547 1,322
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（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、設備機械、他社仕入商品、エンジ

ニアリング ストラクチュラル フォーム、サービス事業等を含んでおります。

２  セグメント利益又は損失（△）の調整額の内容は以下のとおりであります。

（単位：百万円）

 当第２四半期連結累計期間 当第２四半期連結会計期間

セグメント間取引消去 307 142

全社費用※ △1,333 △690

合計 △1,026 △547

※  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であります。

３  セグメント利益又は損失（△）の合計額は、四半期連結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）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。
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（金融商品関係）

当第２四半期連結会計期間末（平成22年９月30日）

金融商品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。

 

（有価証券関係）

当第２四半期連結会計期間末（平成22年９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２四半期連結会計期間末（平成22年９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）

該当事項はありません。

 

（企業結合等関係）

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）

該当事項はありません。

 

（資産除去債務関係）

当第２四半期連結会計期間末（平成22年９月30日）

資産除去債務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。

 

（賃貸等不動産関係）

当第２四半期連結会計期間末（平成22年９月30日）

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

24/29



（１株当たり情報）

１  １株当たり純資産額

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 534円16銭 １株当たり純資産額 536円41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）

純資産の部の合計額（百万円） 36,944 38,376
純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） － －
（うち少数株主持分） （－） （－）
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）

36,944 38,376

１株当たり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）

69,163 71,542

 

２  １株当たり四半期純損益金額等

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）

１株当たり四半期純損失金額（△） △5円09銭 １株当たり四半期純利益金額 18円14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、また、前第２四半

期連結累計期間においては１株当たり四半期純損失を計上しているため、記載しておりません。

２  １株当たり四半期純損益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
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）

四半期純利益金額又は四半期純損失金額（△）
（百万円）

△364 1,276

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又は四半期純損失金
額（△）（百万円）

△364 1,276

普通株式の期中平均株式数（千株） 71,548 70,353

 

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）

１株当たり四半期純利益金額 1円71銭 １株当たり四半期純利益金額 8円67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。

 
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）

四半期純利益金額（百万円） 122 599
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） 122 599
普通株式の期中平均株式数（千株） 71,547 69,164
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（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

（リース取引関係）

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）

該当事項はありません。

 

２【その他】

第96期（平成22年４月１日から平成23年３月31日まで）中間配当については、平成22年11月９日開催の取締役会に

おいて、平成22年９月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、次のとおり

中間配当を行うことを決議いたしました。

①  配当金の総額                                       414百万円

②  １株当たりの金額                                        ６円

③  支払請求権の効力発生日並びに支払開始日      平成22年12月３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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 独立監査人の四半期レビュー報告書 
 

 

平成21年11月12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 大   西   俊   哉     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21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第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、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21年９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期

連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・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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 独立監査人の四半期レビュー報告書 
 

 

平成22年11月12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 大   西   俊   哉     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22年４月１日から平成23年３月31日までの連結会計年度の第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、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22年９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期

連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・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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