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1.  平成22年6月期第1四半期の連結業績（平成21年7月1日～平成21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 ％

22年6月期第1四半期 2,038 △30.2 163 △32.2 148 △36.1 98 △19.9

21年6月期第1四半期 2,921 ― 241 ― 231 ― 123 ―

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

22年6月期第1四半期 39.05 ―

21年6月期第1四半期 48.73 ―

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

22年6月期第1四半期 9,744 6,040 62.0 2,388.17
21年6月期 9,622 5,949 61.8 2,352.19

（参考） 自己資本   22年6月期第1四半期  6,040百万円 21年6月期  5,949百万円

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

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

21年6月期 ― 20.00 ― 5.00 25.00
22年6月期 ―

22年6月期 
（予想）

15.00 ― 15.00 30.00

3.  平成22年6月期の連結業績予想（平成21年7月1日～平成22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

4,304 △22.1 279 △30.3 292 △13.9 185 △2.5 73.19

通期 8,517 △1.9 404 81.0 399 91.1 249 ― 98.70
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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、６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.平成21年10月29日に公表いたしました業績予想から修正は行っておりません。本資料に記載されている業績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、５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 無

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年6月期第1四半期 2,652,020株 21年6月期  2,652,020株

② 期末自己株式数 22年6月期第1四半期  122,520株 21年6月期  122,520株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年6月期第1四半期 2,529,500株 21年6月期第1四半期 2,529,500株
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当第１四半期におけるわが国経済は、サブプライムローン問題に端を発した米国発の金融危機以降急速な悪化を続

けてまいりましたが、各国政府が打ち出した景気対策の効果もあり、 悪期を脱しつつあります。しかしながら、為

替の円高基調などによる企業収益への影響懸念、雇用及び所得環境も厳しさを増す中で個人消費の低迷が続き、依然

として厳しい経営環境が続いております。 

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、米国大手自動車会社の破綻等懸念材料はあ

ったものの、日系完成車メーカーの在庫調整に伴う大幅な減産が一段落したこと、政府主導による景気対策としての

自動車減税や自動車購入補助金等の施策が功を奏し、ハイブリッド車や低公害車の生産・販売が回復するなど、明る

い材料も出始めてまいりました。しかしながら、過去の設備投資により生産能力に強い過剰感が残されており、新規

設備投資の抑制も続いていること、さらには、失業率が過去 高水準となるなど、本格的な景気回復見込みからはほ

ど遠く、依然として不透明な状況で推移いたしました。 

この結果、当第１四半期についての当社グループの売上高につきましては、自動車需要の減少の影響により20億38

百万円(前年同期比30.2％減)となりました。 

一方利益面につきましては、受注の減少に対応するため、スリムな企業体質への転換に向け、コスト削減等を実施

いたしましたが、売上の減少等の影響が大きく、営業利益は１億63百万円(前年同期比32.2％減)となりました。ま

た、８百万円の営業外収益がありましたが、支払利息12百万円、為替差損10百万円等の営業外費用により経常利益は

１億48百万円(前年同期比36.1％減)、特別利益として固定資産売却益５百万円、特別損失として投資有価証券評価損

３百万円の計上等により四半期純利益98百万円(前年同期比19.9％減)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〕 

 日系完成車メーカーの生産調整による受注の減少により、自動車用部品全ての用途品目別の売上が減少し、売上高

は18億41百万円(前年同期比32.7％減)となりました。 

〔その他〕 

 家電関連製品の売上は減少いたしましたが、金型及び土木・建築関連製品の売上増加により、売上高は１億96百万

円(前年同期比6.5％増)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〕 

 日系完成車メーカーの生産調整による受注の減少により、売上高は18億57百万円(前年同期比27.8％減)となりまし

た。営業利益は、受注の減少に対応するため、総費用のコスト削減等を実施いたしましたが、売上の減少等の影響が

大きく１億５百万円(前年同期比33.9％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１億28百万円(前年同期比44・4％減)となりました。営業利

益は、受注減少に伴う売上総利益の減少及び前期に開始した現地生産による減価償却費の増加並びに人員増加に伴う

人件費の増加等により３百万円(前年同期比60.6％減)となりました。 

〔アジア〕 

 主要先からの受注が減少したことに伴い、売上高は２億33百万円(前年同期比38.0％減)となりました。営業利益

は、受注減少に伴う売上総利益の減少等により35百万円(前年同期比36.3％減)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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① 資産、負債及び純資産の状況 

当第１四半期末における総資産は、前連結会計年度末に比べ１億22百万円増加し、97億44百万円となりました。 

 資産の部では、流動資産が売上高の回復に伴う受取手形及び売掛金の増加等により前連結会計年度末に比べ２億42

百万円増加し、61億43百万円となりました。また、固定資産については、減価償却による有形固定資産の減少、投資

有価証券の減少等により前連結会計年度末に比べ１億20百万円減少し、36億１百万円となりました。  

負債の部では、流動負債が支払手形及び買掛金の増加、未払法人税等の増加等により前連結会計年度末に比べ

１億64百万円増加し、21億24百万円となりました。また、固定負債については、社債及び長期借入金の減少、役員退

職慰労引当金の減少等により前連結会計年度末に比べ１億32百万円減少し、15億79百万円となりました。  

純資産の部では、利益剰余金の増加、その他有価証券評価差額金の減少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91百万円増加し、60億40百万円となりました。この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の

61.8％から62.0％となりました。 

② キャッシュ・フローの状況 

現金及び現金同等物の四半期末残高は、前連結会計年度末に比べ１億99百万円減少し、29億61百万円となりまし

た。 

当第１四半期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） 

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１億50百万円、減価償却費１億６百万円、賞与

引当金の増加額33百万円及び仕入債務の増加額２億57百万円等による資金増があり、一方で売上債権の増加額４億27

百万円、役員退職慰労引当金の減少額51百万円及び未収入金の増加額19百万円等による資金減により、１億３百万円

の収入となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の売却による収入７百万円等による資金増があり、一方で固定資

産の取得による支出20百万円及び投資有価証券の取得による支出１百万円等による資金減により、19百万円の支出と

なりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の減少額２億円、ファイナンス・リース債務の返済による支出

52百万円、配当金の支払額12百万円及び長期借入金の返済による支出24百万円による資金減により、２億89百万円の

支出となりました。 

  

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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今後の見通しにつきましては、まだ予断は許さないものの景気回復の兆しを見せ始めており、 悪期を脱しつつあ

ります。 

このような経営環境の中、第２四半期連結累計期間（平成21年７月１日から平成21年12月31日)及び通期（平成21年

７月１日から平成22年６月30日）の業績予想につきましては、自動車関連部品の受注の回復が見込まれること、諸経

費のコスト削減等により平成21年７月31日に公表いたしました前回予想を修正しております。 

詳細につきましては、平成21年10月29日公表の「平成22年６月期の業績予想及び配当予想の修正に関するお知ら

せ」をご覧下さい。 

① 平成22年６月期第２四半期連結業績予想                         (単位：百万円) 

 
② 平成22年６月期通期連結業績予想                            (単位：百万円) 

  

 

① 平成22年６月期第２四半期個別業績予想                         (単位：百万円) 

 
② 平成22年６月期通期個別業績予想                            (単位：百万円) 

 
[業績予想に関する注意] 

 上記の業績予想については、現時点で入手可能な情報に基づき当社の経営者が合理的と判断したもので、リスク

や不確実性を含んでおります。実際の業績は、さまざまな要因の変化により大きく異なることがありますことをご

承知ください。 

3. 連結業績予想に関する定性的情報

(1) 連結業績予想                          

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
１株当たり
四半期純利益

 前回発表予想（Ａ） 3,755 104 122 73 29円９銭

 今回修正予想（Ｂ） 4,304 279 292 185 73円19銭

 増減額（Ｂ－Ａ） 549 175 169 111 ─

 増減率（％） 14.6 167.9 138.2 151.6 ─

 (ご参考)前期第２四半期実績
 （平成21年６月期第２四半期）

5,529 401 339 189 75円９銭

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

 前回発表予想（Ａ） 7,605 181 182 109 43円18銭

 今回修正予想（Ｂ） 8,517 404 399 249 98円70銭

 増減額（Ｂ－Ａ） 911 223 217 140 ─

 増減率（％） 12.0 123.2 119.5 128.6 ─

 (ご参考)前期実績 
 （平成21年６月期）

8,678 223 209 △59 △23円53銭

(2) 個別業績予想

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
１株当たり
四半期純利益

 前回発表予想（Ａ） 3,343 21 81 53 21円31銭

 今回修正予想（Ｂ） 3,878 92 149 88 35円９銭

 増減額（Ｂ－Ａ） 534 70 68 34 ─

 増減率（％） 16.0 325.3 84.0 64.7 ─

 (ご参考)前期第２四半期実績
 （平成21年６月期第２四半期）

4,714 163 234 154 61円26銭

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

 前回発表予想（Ａ） 6,661 10 89 59 23円59銭

 今回修正予想（Ｂ） 7,558 101 178 105 41円79銭

 増減額（Ｂ－Ａ） 897 91 89 47 ─

 増減率（％） 13.5 925.2 99.9 80.5 ─

 (ご参考)前期実績 
 （平成21年６月期）

7,319 35 185 90 35円68銭

㈱三ツ知（3439）平成22年６月期第１四半期決算短信

－5－



  

該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前第１四半期において「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「役員退職慰労引当金

の増減額(△は減少)」は、重要性が増加したため、当第１四半期より区分掲記することとしております。なお、前

第１四半期の「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含まれる「役員退職慰労引当金の増減額(△は

減少)」は△2,796千円であります。 

  

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

㈱三ツ知（3439）平成22年６月期第１四半期決算短信
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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21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21年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,972,651 2,078,889

受取手形及び売掛金 1,862,454 1,434,159

有価証券 1,200,000 1,300,000

たな卸資産 790,377 819,600

その他 318,210 268,059

流動資産合計 6,143,693 5,900,708

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 706,229 704,143

機械装置及び運搬具（純額） 635,256 669,712

土地 1,329,674 1,331,899

リース資産（純額） 326,543 353,466

建設仮勘定 1,014 1,014

その他（純額） 66,230 69,205

有形固定資産合計 3,064,948 3,129,442

無形固定資産 43,661 46,292

投資その他の資産   

投資有価証券 184,879 195,213

その他 346,542 389,381

貸倒引当金 △38,819 △38,777

投資その他の資産合計 492,602 545,817

固定資産合計 3,601,212 3,721,552

資産合計 9,744,906 9,622,261

㈱三ツ知（3439）平成22年６月期第１四半期決算短信
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(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成21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21年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,287,748 1,030,048

短期借入金 305,664 512,914

リース債務 194,866 188,831

未払法人税等 65,195 36,326

賞与引当金 55,750 22,400

役員賞与引当金 2,400 －

その他 212,877 169,647

流動負債合計 2,124,501 1,960,168

固定負債   

社債 500,000 500,000

長期借入金 703,223 720,314

リース債務 246,762 288,865

退職給付引当金 11,964 12,091

役員退職慰労引当金 95,336 147,268

その他 22,254 43,692

固定負債合計 1,579,540 1,712,232

負債合計 3,704,041 3,672,401

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 5,334,367 5,248,226

自己株式 △135,948 △135,948

株主資本合計 6,207,247 6,121,106

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △38,784 △34,265

為替換算調整勘定 △127,599 △136,980

評価・換算差額等合計 △166,383 △171,246

純資産合計 6,040,864 5,949,860

負債純資産合計 9,744,906 9,622,261
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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)

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 2,921,172 2,038,412

売上原価 2,343,967 1,604,385

売上総利益 577,205 434,026

販売費及び一般管理費 335,726 270,239

営業利益 241,478 163,787

営業外収益   

受取利息 2,409 1,929

受取配当金 840 104

その他 9,507 6,833

営業外収益合計 12,758 8,867

営業外費用   

支払利息 15,939 12,359

為替差損 5,401 10,985

その他 1,001 1,130

営業外費用合計 22,342 24,475

経常利益 231,894 148,178

特別利益   

固定資産売却益 984 5,716

特別利益合計 984 5,716

特別損失   

固定資産売却損 20 27

固定資産除却損 453 47

投資有価証券評価損 － 3,800

特別損失合計 474 3,874

税金等調整前四半期純利益 232,404 150,020

法人税、住民税及び事業税 127,328 36,465

法人税等調整額 △18,180 14,766

法人税等合計 109,148 51,231

四半期純利益 123,256 98,788
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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)

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21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 232,404 150,020

減価償却費 130,676 106,891

貸倒引当金の増減額（△は減少） 472 42

賞与引当金の増減額（△は減少） 58,110 33,350

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △15,890 2,400

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） － △51,932

受取利息及び受取配当金 △3,250 △2,033

支払利息 15,939 12,359

固定資産売却損益（△は益） △963 △5,688

固定資産除却損 453 47

売上債権の増減額（△は増加） 21,479 △427,005

たな卸資産の増減額（△は増加） △61,361 32,105

未収入金の増減額（△は増加） △25,892 △19,427

仕入債務の増減額（△は減少） 68,211 257,641

未払金の増減額（△は減少） 12,867 51,043

未払費用の増減額（△は減少） △17,469 △3,149

その他 13,283 △13,442

小計 429,072 123,221

利息及び配当金の受取額 3,250 1,896

利息の支払額 △18,090 △13,224

法人税等の支払額 △117,500 △8,161

営業活動によるキャッシュ・フロー 296,731 103,731

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △43,105 △42,603

定期預金の払戻による収入 49,927 50,025

固定資産の取得による支出 △92,087 △20,947

固定資産の売却による収入 47,849 7,894

投資有価証券の取得による支出 △12,421 △1,089

投資有価証券の売却による収入 77 －

その他 △11,993 △12,794

投資活動によるキャッシュ・フロー △61,754 △19,515

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 △200,000

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 △24,341

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △67,684 △52,606

配当金の支払額 △44,375 △12,701

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,271,979 △289,649

現金及び現金同等物に係る換算差額 10,536 5,937

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,517,492 △199,495

現金及び現金同等物の期首残高 2,244,353 3,160,574

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,761,845 2,961,078
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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21年７月１日 至 平成21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。 

  

前第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のための基本となる重要な事項等の変更」（1）に記載のとおり、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）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のための基本となる重要な事項等の変更」（3）に記載のとおり、当第１四半期連

結会計期間より「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（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 

 （有価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を契機として資産の利用状況等を見直した結果、

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21年７月１日 至 平成21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21年７月１日 至 平成21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21年７月１日 至 平成21年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

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

1,704,165 128,715 205,531 2,038,412 ― 2,038,412

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

153,350 － 28,097 181,447 (181,447) ―

計 1,857,515 128,715 233,629 2,219,859 (181,447) 2,038,412

営業利益 105,615 3,403 35,116 144,135 19,651 163,787

【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

北米 アジア 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 128,715 205,531 334,247

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― 2,038,412

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

6.3 10.1 16.4

(6) 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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当第１四半期連結会計期間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 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。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

６．その他

 販売実績

用途品目 販売高(千円) 前年同四半期比(％)

自動車用部品

シート用部品 1,076,008 67.6

ウインドウレギュレーター用部品 265,139 68.2

ロック用部品 179,721 64.4

その他 321,077 67.3

小計 1,841,946 67.3

 その他 196,465 106.5

合計 2,038,412 69.8

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 1,346,122 46.1 884,686 43.4 3,916,742 45.1

SHIROKI North America,Inc. 221,246 7.6 123,316 6.0 643,670 7.4
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