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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97期
第１四半期
連結累計期間

第98期
第１四半期
連結累計期間

第97期

会計期間
自  平成23年４月１日
至  平成23年６月30日

自  平成24年４月１日
至  平成24年６月30日

自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日

売上高 （百万円） 12,935 13,347 55,339

経常利益 （百万円） 1,604 1,317 5,648

四半期（当期）純利益 （百万円） 1,125 853 3,294

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 1,322 1,017 3,211

純資産額 （百万円） 38,543 40,381 40,029

総資産額 （百万円） 66,331 69,556 69,075

１株当たり四半期（当期）

純利益金額
（円） 16.83 12.76 49.26

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 （％） 58.1 58.1 58.0

（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記載して

おりません。

４  在外子会社の収益及び費用については、従来、在外子会社の決算日の直物為替相場により円貨に換算してお

りましたが、第98期第１四半期連結累計期間より期中平均為替相場により円貨に換算する方法に変更してお

ります。この変更に伴い、第97期第１四半期連結累計期間及び第97期連結会計年度については、当該会計方針

の変更を反映した遡及適用後の数値を記載しております。

 

２【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、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。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、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の重要な変更はありません。

 

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、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、当四半期連結会計期間の末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。

なお、当第１四半期連結会計期間より、在外子会社の収益及び費用については、期中平均為替相場により円貨に換算

する方法に会計方針の変更を行っており、遡及処理後の数値で当四半期連結累計期間の比較・分析を行っておりま

す。

 

(1) 業績の状況

当第１四半期連結累計期間のわが国経済は、債務危機に揺れる欧州をはじめ、米国や中国にも景気の停滞感が拡

がったことから、景気の下振れ懸念があったものの、震災復興需要を背景に緩やかに回復いたしました。

このような環境のもと、当社グループはアジア圏を中心とした成長市場における販売活動を強化するとともに生

産体制の再構築を推進し、経営の効率化と一層のコスト削減に取り組んでまいりました。

その結果、当第１四半期連結累計期間の当社グループの業績は、売上高133億47百万円（前年同期比3.2％増）、営

業利益14億76百万円（前年同期比5.8％減）、経常利益13億17百万円（前年同期比17.9％減）、四半期純利益８億53

百万円（前年同期比24.2％減）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〕

自動車用ベルトは、国内市場の縮小によって補修用は減少したものの、エコカー補助金などによる販売促進施策

により国内新車販売が好調に推移したことから、新車組み込みライン用の需要が拡大し、売上高が増加しました。一

般産業用ベルトは、ユーザの海外生産移管が進んだことなどから、売上高が減少しました。また、運搬ベルト及び合

成樹脂素材は前年同期並みとなりました。

その結果、当事業の売上高は62億12百万円（前年同期比0.8％減）、営業利益は16億84百万円（前年同期比1.8％

増）となりました。

 

〔海外ベルト事業〕

欧州では、景気後退による消費の低迷により、売上高が減少しました。アジアでは、ユーザの在庫調整により、一般

産業用ベルトが減少しましたが、自動車用・ＯＡ機器用ベルトは堅調に推移し、全体では横ばいとなりました。米国

では、拡販活動が奏功し自動車用ベルトが日系ユーザ向けに伸長するとともに、一般産業用ベルトも増加しました。

その結果、当事業の売上高は49億45百万円（前年同期比1.4％増）、営業利益は２億17百万円（前年同期比58.1％

減）となりました。

 

〔建設資材事業〕

建築部門は震災による落ち込みから回復し、売上高が増加しました。土木部門は廃棄物処分場関連の受注が寄与

し、増加しました。

その結果、当事業の売上高は11億１百万円（前年同期比28.1％増）、営業利益は20百万円（前年同期は営業損失

12百万円）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、金属ナノ粒子などの新製品、仕入商品等が含まれて

おり、売上高は増加となりました。

その結果、その他の売上高は10億87百万円（前年同期比16.2％増）、営業利益は35百万円（前年同期は営業損失

８百万円）となりました。

 

(2) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において、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
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ありません。

 

(3) 研究開発活動

当第１四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、５億27百万円であります。

なお、当第１四半期連結累計期間において、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【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24年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成24年８月８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 74,208,397 71,208,397

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 74,208,397 71,208,397 － －

（注）  平成24年７月３日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づく自己株式の消却を決議し、平成24年

７月10日付で3,000,000株の自己株式の消却を実施しております。

 

(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24年４月１日

～平成24年６月30日
－ 74,208 － 8,150 － 2,037

（注）  平成24年７月３日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づく自己株式の消却を決議し、平成24年

７月10日付で3,000,000株の自己株式の消却を実施したことにより、提出日現在（平成24年８月８日）の発行

済株式総数残高は71,208,397株となっております。

　

(6)【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7)【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、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日である平成24年３月31日現在で記載しております。

 

①【発行済株式】

　 平成24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     7,339,000
－ －

完全議決権株式（その他） 普通株式    66,530,000 66,530 －

単元未満株式 普通株式       339,397 － 一単元（1,000株）未満の株式

発行済株式総数 74,208,397 － －

総株主の議決権 － 66,530 －

（注）  「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式553株が含まれております。

 

②【自己株式等】

　 平成24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
7,339,000－ 7,339,000 9.89

計 － 7,339,000－ 7,339,000 9.89

 

２【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４【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）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、第１四半期連結会計期間（平成24年４月１日から平成

24年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24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。
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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）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 14,815 16,153

受取手形及び売掛金 ※
 13,411

※
 12,945

商品及び製品 8,307 8,348

仕掛品 1,306 1,620

原材料及び貯蔵品 1,873 1,940

その他 1,061 1,041

貸倒引当金 △138 △140

流動資産合計 40,637 41,909

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 7,118 7,073

機械装置及び運搬具（純額） 6,625 6,881

工具、器具及び備品（純額） 1,486 1,437

土地 4,131 4,160

建設仮勘定 247 829

有形固定資産合計 19,608 20,383

無形固定資産 68 67

投資その他の資産

投資有価証券 8,495 6,929

その他 330 330

貸倒引当金 △64 △63

投資その他の資産合計 8,760 7,196

固定資産合計 28,437 27,647

資産合計 69,075 69,556
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 ※
 6,807

※
 7,419

短期借入金 7,355 7,102

未払法人税等 944 186

賞与引当金 409 919

その他 3,411 3,390

流動負債合計 18,927 19,019

固定負債

長期借入金 6,763 7,119

退職給付引当金 327 344

役員退職慰労引当金 23 23

その他 3,002 2,668

固定負債合計 10,117 10,156

負債合計 29,045 29,175

純資産の部

株主資本

資本金 8,150 8,150

資本剰余金 7,130 7,130

利益剰余金 29,289 29,493

自己株式 △4,036 △4,036

株主資本合計 40,533 40,737

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 3,612 3,033

為替換算調整勘定 △4,116 △3,389

その他の包括利益累計額合計 △503 △356

純資産合計 40,029 40,381

負債純資産合計 69,075 69,556
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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23年４月１日
　至　平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年６月30日)

売上高 12,935 13,347

売上原価 8,716 9,085

売上総利益 4,218 4,262

販売費及び一般管理費 2,651 2,785

営業利益 1,567 1,476

営業外収益

受取利息 4 10

受取配当金 91 95

その他 114 71

営業外収益合計 210 177

営業外費用

支払利息 47 44

為替差損 54 190

その他 71 101

営業外費用合計 173 336

経常利益 1,604 1,317

税金等調整前四半期純利益 1,604 1,317

法人税等 479 464

少数株主損益調整前四半期純利益 1,125 853

四半期純利益 1,125 853
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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23年４月１日
　至　平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 1,125 853

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △92 △579

為替換算調整勘定 290 743

その他の包括利益合計 197 164

四半期包括利益 1,322 1,017

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,322 1,017

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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【連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更】

当第１四半期連結累計期間
（自  平成24年４月１日
至  平成24年６月30日）

（連結の範囲の重要な変更）

当第１四半期連結会計期間より、ミツボシ ベルティング インディア プライベート リミテッドは重要性が増したた

め、連結の範囲に含めております。

 

【会計方針の変更等】

当第１四半期連結累計期間
（自  平成24年４月１日
至  平成24年６月30日）

（減価償却方法の変更）

当社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した有形固定資産につ

いて、改正後の法人税法に基づく減価償却方法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。

（在外子会社の収益及び費用の換算方法の変更）

在外子会社の収益及び費用については、従来、在外子会社の決算日の直物為替相場により円貨に換算しておりました

が、当第１四半期連結会計期間より期中平均為替相場により円貨に換算する方法に変更しております。この変更は、一時

的な為替相場の変動による期間損益への影響を平均化し、会計期間を通じて発生する損益をより適切に連結財務諸表に

反映させるために行ったものであります。

この変更に伴い、前年四半期及び前連結会計年度については、当該会計方針の変更を反映した遡及適用後の数値を記

載しております。

この結果、遡及適用を行う前と比べて、前第１四半期連結累計期間の売上高は93百万円、営業利益は10百万円、経常利

益及び税金等調整前四半期純利益は9百万円それぞれ減少しております。また、利益剰余金の前期首残高は19百万円増加

し、為替換算調整勘定の前期首残高が同額減少しております。

なお、１株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。

 

【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１四半期連結累計期間
（自  平成24年４月１日
至  平成24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。

 

EDINET提出書類

三ツ星ベルト株式会社(E01098)

四半期報告書

12/17



【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

※  四半期連結会計期間末日満期手形

四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、当四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であり

ましたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。当四半期連結会計期間末日満期手形の金額は、

次のとおりであります。
 

 
前連結会計年度

（平成24年３月31日）
当第１四半期連結会計期間
（平成24年６月30日）

受取手形

支払手形

525百万円

44

474百万円

51

 

（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に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半

期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。
 

 
前第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）

当第１四半期連結累計期間
（自  平成24年４月１日
至  平成24年６月30日）

減価償却費 773百万円 683百万円

 

（株主資本等関係）

Ⅰ  前第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）

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23年６月29日

定時株主総会
普通株式 利益剰余金 401 6 平成23年３月31日平成23年６月30日

 

Ⅱ  当第１四半期連結累計期間（自  平成24年４月１日  至  平成24年６月30日）

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24年６月28日

定時株主総会
普通株式 利益剰余金 534 8 平成24年３月31日平成24年６月29日
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ  前第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）

 

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 6,2604,878 859 11,999 935 12,935 － 12,935

セグメント間の内部売上高

又は振替高
1,708 516 － 2,225 413 2,638△2,638 －

計 7,9695,395 859 14,2241,34815,573△2,63812,935

セグメント利益又は損失（△） 1,654 519 △12 2,161 △8 2,152△584 1,567

（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△584百万円には、セグメント間取引消去38百万円、各報告セグメン

トに配分していない全社費用△623百万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。

 

Ⅱ  当第１四半期連結累計期間（自  平成24年４月１日  至  平成24年６月30日）

１．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）

 

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 6,2124,9451,10112,2601,08713,347 － 13,347

セグメント間の内部売上高

又は振替高
1,991 709 － 2,701 332 3,033△3,033 －

計 8,2045,6551,10114,9611,42016,381△3,03313,347

セグメント利益 1,684 217 20 1,922 35 1,957△480 1,476

（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  セグメント利益の調整額△480百万円には、セグメント間取引消去151百万円、各報告セグメントに配分して

いない全社費用△632百万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

であります。

３  セグメント利益の合計額は、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。
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２．報告セグメントの変更等に関する事項

（減価償却方法の変更）

当社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した有形固定

資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。

なお、これによるセグメント利益に与える影響は軽微であります。

 

（在外子会社の収益及び費用の換算方法の変更）

在外子会社の収益及び費用については、従来、在外子会社の決算日の直物為替相場により円貨に換算してお

りましたが、当第１四半期連結会計期間より期中平均為替相場により円貨に換算する方法に変更しておりま

す。この変更は、一時的な為替相場の変動による期間損益への影響を平均化し、会計期間を通じて発生する損益

をより適切に連結財務諸表に反映させるために行ったものであります。

この結果、遡及適用を行う前と比べて、前第１四半期連結累計期間の「海外ベルト事業」の売上高は93百万

円、セグメント利益は10百万円それぞれ減少しております。

 

（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第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）

当第１四半期連結累計期間
（自  平成24年４月１日
至  平成24年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額 16円83銭 12円76銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（百万円） 1,125 853

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） 1,125 853

普通株式の期中平均株式数（千株） 66,872 66,868

（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  「会計方針の変更」に記載のとおり、当第１四半期連結累計期間における会計方針の変更は遡及適用され、

前第１四半期連結累計期間は遡及適用後の連結財務諸表となっております。この結果、遡及適用を行う前と

比べて、前第１四半期連結累計期間の１株当たり四半期純利益金額は、12銭減少しております。

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

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。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 
 

 

平成24年８月８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 岡   本   髙   郎     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24年４月１日から平成25年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成24年４月１日から

平成24年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24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、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半

期レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、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四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、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。

四半期レビューにおいては、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が実施される。四半期レビュー手続は、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て限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

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24年６月30日現在の財政

状態及び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。

 

利害関係

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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