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1.  平成21年6月期第1四半期の連結業績（平成20年7月1日～平成20年9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 ％

21年6月期第1四半期 2,921 ― 241 ― 231 ― 123 ―

20年6月期第1四半期 2,809 ― 247 ― 191 ― 113 ―

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

21年6月期第1四半期 48.73 ―

20年6月期第1四半期 46.81 46.31

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

21年6月期第1四半期 12,042 6,363 52.8 2,515.59
20年6月期 9,996 6,292 62.9 2,487.54

（参考） 自己資本   21年6月期第1四半期  6,363百万円 20年6月期  6,292百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年6月期 ― 20.00 ― 20.00 40.00
21年6月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年6月期（予想） ――― 20.00 ― 30.00 50.00

3.  平成21年6月期の連結業績予想（平成20年7月1日～平成21年6月30日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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2四半期連結累計期間 5,929 2.8 380 △13.3 358 △2.9 215 4.8 85.02
通期 11,892 1.1 799 △21.9 810 △11.9 477 △10.5 188.94

4.  その他 
(1) 期中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) 簡便な会計処理及び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) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（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に記載されるもの） 

（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
２．平成20年８月14日発表の連結業績予想の修正は行っておりません。本資料に記載されている業績予想見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情
報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予
想のご利用にあたっての注意事項については、３ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧下さい。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年6月期第1四半期  2,652,020株 20年6月期  2,652,020株

② 期末自己株式数 21年6月期第1四半期  122,520株 20年6月期  122,520株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年6月期第1四半期  2,529,500株 20年6月期第1四半期  2,429,500株
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当第１四半期におけるわが国経済は、米国におけるサブプライムローン問題に端を発した金融市場の混

乱が世界的な信用不安や株価下落に拡大し、不安定な為替動向、原油価格・原材料価格の高騰等による企

業収益の落込みや、景気への不安感などから消費マインドが冷え込んだ他、当第１四半期後半にかけて円

高が進行する中で、これまで景気を主導してきた輸出や設備投資等の需要の伸びも鈍化し、景気の減速感

がより一層強まってまいりました。 

当社グループの主要得意先であります自動車部品業界におきましては、アジア地区を中心とした新興国

では引き続き堅調でしたが、若者の車離れや買い替えサイクルの長期化などにより国内販売台数は減少

し、米国市場でもガソリン価格の高騰、景気の減速などにより販売不振が続いており市場動向は減速感が

強まる状況となりました。 

このような経営環境の中、当社グループでは得意先のニーズにマッチした加工技術の向上を追求すると

ともに、当社グループの主力工場であります株式会社三ツ知製作所への設備投資を引き続き実施いたしま

した。 

この結果、当第１四半期連結累計期間についての当社グループの売上高につきましては、北米での大幅

な売上減を他の地域の売上でカバーし、29億21百万円（前年同期比4.0％増）となりました。 

一方利益面につきましては、当社グループの主要な原材料であります鋼材価格の上昇に伴う原材料費の

増加、機械装置の耐用年数変更に伴う減価償却費の増加等により、営業利益は２億41百万円（前年同期比

2.4％減）となりました。経常利益は、ジャスダック証券取引所上場に伴う株式公開費用及び為替差損の

減少等により２億31百万円（前年同期比21.1％増）、四半期純利益は１億23百万円（前年同期比8.4％

増）となりました。 

  

用途品目別の状況は、次のとおりであります。 

〔自動車用部品〕 

 ウインドウレギュレーター用部品、その他自動車部品（エアバッグ用部品含む）が引き続き堅調に推移

し、売上高は27億36百万円（前年同期比4.4％増）となりました。 

〔その他〕 

 日本国内での金型製品及び土木・建築関連製品の売上減少により、売上高は１億84百万円（前年同期比

2.5％減）となりました。 

  

所在地別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

〔日本〕 

 主力のウインドウレギュレーター用部品、エアバッグ用部品の受注増加に伴い、売上高は25億73百万円

（前年同期比6.6％増）となりました。営業利益は、鋼材価格上昇に伴う原材料費の増加、機械装置の耐

用年数の変更に伴う減価償却費の増加等により営業費用が増加し、１億59百万円（前年同期比14.2％減）

となりました。 

〔北米〕 

 主要取引先からの受注が減少したことに伴い、売上高は２億31百万円（前年同期比25.8％減）となりま

した。営業利益は、為替レート見直しに伴う得意先との販売単価の改定を行った事により利益率が改善

し、８百万円（前年同期比46.0％増）となりました。 

定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報
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〔アジア〕 

 タイ国内における日系自動車メーカーの新興国向け輸出が堅調に推移し、売上高は３億76百万円（前年

同期比2.2％増）となりました。営業利益は、生産効率の向上に伴う利益率の改善等により55百万円（前

年同期比16.6％増）となりました。 

  

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ20億45百万円増加し、120億

42百万円となりました。 

資産の部では、流動資産が現預金の増加及びたな卸資産の増加等により前連結会計年度末に比べ15億97

百万円増加し、79億11百万円となりました。また、固定資産については、リース取引に関する会計基準の

適用によるリース資産の計上等により前連結会計年度末に比べ４億48百万円増加し、41億30百万円となり

ました。 

負債の部では、流動負債が短期借入金の増加及びリース取引に関する会計基準の適用によるリース債務

の計上等により前連結会計年度末に比べ13億39百万円増加し、41億63百万円となりました。また、固定負

債については、長期借入金の増加及びリース取引に関する会計基準の適用によるリース債務計上等により

前連結会計年度末に比べ６億35百万円増加し、15億15百万円となりました。 

純資産の部では、利益剰余金の増加及び為替換算調整勘定の増加により前連結会計年度末に比べ70百万

円増加し、63億63百万円となりました。 

  

現金及び現金同等物の当第１四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末に比べ15億17百万円増加

し、37億61百万円となりました。 

当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであり

ます。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益２億32百万円、減価償却費１億30百

万円、賞与引当金の増加額58百万円及び仕入債務の増加額68百万円による資金増があり、一方で法人税等

の支払額１億17百万円、たな卸資産の増加額61百万円及び未収入金の増加額25百万円等による資金減によ

り、２億96百万円の収入となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の売却による収入47百万円等による資金増があ

り、一方で有形固定資産の取得による支出92百万円及び投資有価証券の取得による支出12百万円等による

資金減により、61百万円の支出となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の増加額10億10百万円及び長期借入による収入４億

円の資金増があり、一方でファイナンスリース債務の返済による支出67百万円、配当金の支払額44百万円

及び長期借入金の返済による支出25百万円による資金減により、12億71百万円の収入となりました。 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報

(1) 資産、負債及び純資産の状況

(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）

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

（財務活動によるキャッシュ・フロー）
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業績は概ね当初予定通り順調に推移しており、平成20年８月14日発表の業績予想に変更はありません。
  

該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結会計期間(自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

 １．会計処理基準に関する事項の変更 

① 「四半期財務諸表に関する会計基準」等の適用 

当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号 平成19年３月14

日）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号 平成19年

３月14日）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作

成しております。 

② 「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用 

「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）を当第１四半期

連結累計期間から適用し、たな卸資産の評価基準について、原価法から原価法（収益性の低下に基づ

く簿価切下げの方法）に変更しております。 

 これにより、従来の方法に比べ、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ

18,657千円減少しております。 

 なおセグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

③ 「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 

「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）を当第１四半期連結累計期間から適用し、連結決算上必要な修正を行っておりま

す。 

これによる損益に与える影響は軽微であります。 

④ 「リース取引に関する会計基準」の適用 

 「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第一

部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改

正））を当第１四半期連結累計期間から適用できることとなったことに伴い、所有権移転外ファイナ

ンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理から通常の売買取引に

係る方法に準じた会計処理に変更し、リース資産として計上しております。 

また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定す

る方法によっております。 

なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、期首に前連結会計年度末における未経過リース料残高又は未経過リース料期末残高相当額（利息

相当額控除後）を取得価額として取得したものとしてリース資産に計上する方法によっております。

３．連結業績予想に関する定性的情報

４．その他
(1) 期中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)

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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これにより、従来の方法に比べ、「リース資産」が有形固定資産に439,368千円、無形固定資産に

2,608千円計上され、営業利益は3,174千円増加、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞ

れ1,925千円減少しております。 

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

  

 ２．追加情報 

有形固定資産の耐用年数の変更 

当社及び国内連結子会社の機械装置について、平成20年度の法人税法の改正に伴い、当第１四半期

連結累計期間より耐用年数の変更を行っております。 

 これにより、従来の方法に比べ、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ

9,030千円減少しております。 

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 
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５．四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円) 

当第１四半期連結会計期間末 
(平成20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20年６月30日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 3,999,999 2,489,438 

受取手形及び売掛金 2,605,872 2,618,943 

たな卸資産 1,014,005 947,139 

その他 291,634 258,439 

流動資産合計 7,911,512 6,313,961 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物（純額） 669,845 671,588 

機械装置及び運搬具（純額） 782,838 827,952 

土地 1,419,695 1,415,144 

リース資産（純額） 439,368 － 

建設仮勘定 99,401 52,125 

その他（純額） 90,129 90,974 

有形固定資産合計 3,501,279 3,057,785 

無形固定資産 44,393 39,685 

投資その他の資産 

投資有価証券 215,413 230,560 

その他 405,206 389,642 

貸倒引当金 △35,421 △34,949 

投資その他の資産合計 585,197 585,253 

固定資産合計 4,130,871 3,682,725 

資産合計 12,042,383 9,996,687 

㈱三ツ知 (3439) 平成21年６月期　第１四半期決算短信

－ 6 －



(単位：千円) 

当第１四半期連結会計期間末 
(平成20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20年６月30日) 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 2,103,188 2,020,860 

1年内償還予定の社債 100,000 100,000 

短期借入金 1,170,164 149,884 

リース債務 231,958 65,080 

未払法人税等 152,704 140,904 

賞与引当金 96,850 38,740 

役員賞与引当金 5,430 21,320 

その他 303,468 287,246 

流動負債合計 4,163,763 2,824,036 

固定負債 

社債 200,000 200,000 

長期借入金 778,887 415,128 

リース債務 393,297 131,499 

退職給付引当金 10,880 10,481 

役員退職慰労引当金 113,555 116,352 

その他 18,810 6,956 

固定負債合計 1,515,430 880,417 

負債合計 5,679,194 3,704,454 

純資産の部 

株主資本 

資本金 405,900 405,900 

資本剰余金 602,927 602,927 

利益剰余金 5,481,599 5,417,727 

自己株式 △135,948 △135,948 

株主資本合計 6,354,479 6,290,607 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △10,041 6,180 

為替換算調整勘定 18,751 △4,554 

評価・換算差額等合計 8,709 1,625 

純資産合計 6,363,189 6,292,233 

負債純資産合計 12,042,383 9,996,687 
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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：千円) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 
至 平成20年９月30日) 

売上高 2,921,172 

売上原価 2,343,967 

売上総利益 577,205 

販売費及び一般管理費 335,726 

営業利益 241,478 

営業外収益 

受取利息 2,409 

受取配当金 840 

その他 9,507 

営業外収益合計 12,758 

営業外費用 

支払利息 15,939 

為替差損 5,401 

その他 1,001 

営業外費用合計 22,342 

経常利益 231,894 

特別利益 

固定資産売却益 984 

特別利益合計 984 

特別損失 

固定資産売却損 20 

固定資産除却損 453 

特別損失合計 474 

税金等調整前四半期純利益 232,404 

法人税、住民税及び事業税 127,328 

法人税等調整額 △18,180 

法人税等合計 109,148 

四半期純利益 123,256 
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 
至 平成20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 232,404 

減価償却費 130,676 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 472 

賞与引当金の増減額（△は減少） 58,110 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △15,890 

受取利息及び受取配当金 △3,250 

支払利息 15,939 

固定資産売却損益（△は益） △963 

固定資産除却損 453 

売上債権の増減額（△は増加） 21,479 

たな卸資産の増減額（△は増加） △61,361 

未収入金の増減額（△は増加） △25,892 

仕入債務の増減額（△は減少） 68,211 

未払金の増減額（△は減少） 12,867 

未払費用の増減額（△は減少） △17,469 

その他 13,283 

小計 429,072 

利息及び配当金の受取額 3,250 

利息の支払額 △18,090 

法人税等の支払額 △117,500 

営業活動によるキャッシュ・フロー 296,731 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

固定資産の取得による支出 △92,087 

固定資産の売却による収入 47,849 

投資有価証券の取得による支出 △12,421 

投資有価証券の売却による収入 77 

定期預金の預入による支出 △43,105 

定期預金の払戻による収入 49,927 

その他 △11,993 

投資活動によるキャッシュ・フロー △61,754 

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） 1,010,000 

長期借入れによる収入 400,000 

長期借入金の返済による支出 △25,961 

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △67,684 

配当金の支払額 △44,375 

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,271,979 

現金及び現金同等物に係る換算差額 10,536 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,517,492 

現金及び現金同等物の期首残高 2,244,353 

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,761,845 
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 平成19年３月14日)及

び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号 平成19年３月14日)を

適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

  

該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日) 

  

当社グループの営む事業は、同一設備を使用したカスタムファスナーの製造であり単一の事業である

ので、事業の種類別セグメント情報の記載は省略しております。 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日) 

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) 北米………………米国 

(2) アジア……………タイ 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。 

４ 会計処理の変更 

(1)（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

「四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更」②に記載のとおり、当第１四半

期連結累計期間より「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）を適用

しております。 

 これにより、従来の方法に比べ、営業利益が「日本」で18,657千円減少しております。 

(2)（リース取引に関する会計基準） 

「四半期連結財務諸表作成にかかる会計処理の原則・手続、表示方法の変更」④に記載のとおり、当第１四半

期連結累計期間より「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審

議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針第16号（企業会計

基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改

正））を適用しております。これにより、従来の方法に比べ、営業利益が「日本」で3,174千円増加しており

ます。 

５ 追加情報 

（有形固定資産の耐用年数の変更） 

「追加情報」に記載のとおり、平成20年度の法人税法の改正に伴い、当社及び国内連結子会社の機械装置の耐

用年数の変更を行っております。これにより従来の方法に比べ、営業利益が「日本」で9,030千円減少してお

ります。 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

【所在地別セグメント情報】

日本 
(千円)

北米
(千円)

アジア
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結
(千円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

2,373,058 231,655 316,459 2,921,172 ― 2,921,172

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

200,152 － 60,290 260,442 (260,442) ―

計 2,573,210 231,655 376,750 3,181,615 (260,442) 2,921,172

営業利益 159,890 8,630 55,141 223,662 17,815 241,478
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当第１四半期連結累計期間(自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日) 

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) 北米………………米国 

(2) アジア……………タイ 

３ 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。 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

販売実績 

当連結会計年度における販売実績を、用途品目別に示すと次のとおりであります。 

 
(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 近２連結会計期間における主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のと

おりであります。 

  

 
(注） SHIROKI North America,Inc.は、シロキ工業株式会社の連結子会社であります。 

【海外売上高】

北米 アジア 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 231,655 316,459 548,114

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― 2,921,172

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

7.9 10.8 18.8

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

６．その他

用途品目

前第１四半期
連結累計期間

当第１四半期
連結累計期間

前年同期比 前連結会計期間

(千円) (千円) (％) (千円)

自動車用部品

 シート用部品 1,589,414 1,591,492 100.1 6,513,065

 ウインドウレギュレーター用 
 部品

347,736 389,051 111.9 1,482,832

 ロック用部品 282,065 278,887 98.9 1,157,755

 その他 401,470 477,275 118.9 1,844,761

小計 2,620,687 2,736,707 104.4 10,998,414

その他 189,198 184,465 97.5 760,915

合計 2,809,886 2,921,172 104.0 11,759,329

相手先

前第１四半期
連結累計期間

当第１四半期
連結累計期間

(参考) 
前連結会計年度

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

シロキ工業株式会社 1,252,024 44.6 1,346,395 46.1 5,256,048 44.7

SHIROKI North America,Inc. 296,348 10.5 221,246 7.6 1,024,791 8.7
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「参考」

(1) (要約)前四半期連結損益計算書

科  目

前第１四半期連結累計期間

（自 平成19年７月１日 

  至 平成19年９月30日）

金額（千円）

Ⅰ 売上高 2,809,886

Ⅱ 売上原価 2,241,404

   売上総利益 568,481

Ⅲ 販売費及び一般管理費 321,065

   営業利益 247,416

Ⅳ 営業外収益

 1  受取利息 926

 2  受取配当金 852

 3  消耗品売却益 5,381

 4  その他 6,721

  営業外収益合計 13,881

Ⅴ 営業外費用

 1  支払利息 7,932

 2  株式交付費 8,929

 3  株式公開費用 21,031

 4  為替差損 31,811

 5  その他 119

  営業外費用合計 69,825

   経常利益 191,472

Ⅵ 特別損失

 1  固定資産売却損 120

  特別損失合計 120

   税金等調整前 

   四半期純利益
191,351

   税金費用 77,619

   四半期純利益 113,731
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(2) (要約)前四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前第１四半期連結累計期間

（自 平成19年７月１日  

 至 平成19年９月30日）

区分 金額（千円）

Ⅰ 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 191,351

   減価償却費 62,060

   引当金の増減額(減少：△) 44,182

   受取利息及び受取配当金 △1,778

   支払利息 7,932

      株式交付費 8,929

   株式公開費用 21,031

   売上債権の増減額(増加：△) 45,472

   たな卸資産の増減額(増加：△) △87,145

   未収入金の増減額(増加：△) △79,980

   仕入債務の増減額(減少：△) 115,831

   未払金の増減額(減少：△) 28,819

   未払費用の増減額(減少：△) △12,658

   その他 △24,063

    小計 319,985

   利息及び配当金の受取額 1,778

   利息の支払額 △8,029

   法人税等の支払額 △239,784

  営業活動によるキャッシュ・フロー 73,950

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

   定期預金等の預入による支出 △89,932

   定期預金等の払戻による収入 144,820

   有形固定資産の取得による支出 △78,269

   無形固定資産の取得による支出 △7,000

   投資有価証券の取得による支出 △50,021

   その他 △11,985

  投資活動によるキャッシュ・フロー △92,387

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

   長期借入金の返済による支出 △27,681

   ファイナンス・リース債務の返済 

   による支出
△16,239

   株式公開に伴う支出 △21,031

   配当金の支払額 △21,295

      株式発行による収入 690,270

  財務活動によるキャッシュ・フロー 604,023

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 20,216

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(減少：△) 605,802

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,274,940

Ⅶ 現金及び現金同等物の

  四半期末残高
1,880,743

㈱三ツ知 (3439) 平成21年６月期　第１四半期決算短信

－ 13 －



前第１四半期連結累計期間(自 平成19年７月１日 至 平成19年９月30日) 

  

同一設備を使用したカスタムファスナーの製造であり単一の事業であるので、事業の種類別セグメン

ト情報の記載は省略しております。 

  

前第１四半期連結累計期間(自 平成19年７月１日 至 平成19年９月30日) 

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) 北米………………米国 

(2) アジア……………タイ 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間(自 平成19年７月１日 至 平成19年９月30日) 

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) 北米………………米国 

(2) アジア……………タイ 

３ 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。 

(3) セグメント情報

 ａ．事業の種類別セグメント情報

 ｂ．所在地別セグメント情報

日本 
(千円)

北米
(千円)

アジア
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結
(千円)

  売上高及び営業損益

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

2,188,240 312,003 309,641 2,809,886 － 2,809,886

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

225,349 － 58,981 284,330 (284,330) －

計 2,413,589 312,003 368,623 3,094,216 (284,330) 2,809,886

営業費用 2,227,131 306,093 321,325 2,854,550 (292,080) 2,562,469

営業利益 186,458 5,910 47,297 239,666 7,749 247,416

 ｃ．海外売上高

北米 アジア 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 312,003 309,641 621,644

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― 2,809,886

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

11.1 11.0 22.1
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