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1.  平成22年6月期第3四半期の連結業績（平成21年7月1日～平成22年3月31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3四半期 7,074 △0.6 641 103.2 644 155.2 391 788.0
21年6月期第3四半期 7,119 ― 315 ― 252 ― 44 ―

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3四半期 154.82 ―

21年6月期第3四半期 17.43 ―

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3四半期 10,583 6,254 59.1 2,472.65
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3四半期  6,254百万円 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 ― 25.00 ―

22年6月期 
（予想）

25.00 50.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 9,162 5.6 731 227.3 724 246.3 423 ― 167.56
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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５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22年１月28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3四半期 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3四半期  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3四半期 2,529,500株 21年6月期第3四半期 2,529,500株
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【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 

当第３四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、中国を中心としたアジア経済の改善を

背景に輸出が回復し、景気底打ちの兆しが見られました。しかしながら、物価下落によるデフレの表面化、失業

率が高止まりするなど、景気の先行き不透明感は高まっており、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、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を中心として生産・販売が回復し、2009年度の国内新車販売台数も前年比10％

増と７年度ぶりに増加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、新規設備投資は抑制傾向に

あり、さらには、大規模なリコール問題が発生する等、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３四半期についての当社グループの売上高につきましては、自動車需要は徐々に回復しており

ますが、上半期の受注減少をカバーしきれず、売上高は70億74百万円（前年同期比0.6％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、前期よりゼロベ

ースでコストの見直しを実施した事等により、営業利益は６億41百万円（前年同期比103.2％増）となりました。

また、経常利益は６億44百万円（前年同期比155.2％増）、四半期純利益は３億91百万円（前年同期比788.0％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〕 

当社グループを取り巻く環境は徐々に回復しておりますが、上半期の日系完成車メーカーの生産台数減少の

影響により、その他の自動車用部品以外の用途別売上が減少し、売上高は64億８百万円（前年同期比2.4％減）

となりました。 

〔その他〕 

金型関連、家電関連製品の売上減少がありましたが、土木・建築関連製品等の売上が増加した事により、売

上高は６億66百万円（前年同期比20.2％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〕 

当社グループを取り巻く環境は徐々に回復しており、日系完成車メーカーの生産台数増加等に伴い、売上高

は64億４百万円（前年同期比7.6％増）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

ト削減等の実施が功を奏し、４億71百万円（前年同期比326.0％増）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４億55百万円（前年同期比24.7％減）となりました。

営業利益は、現地生産化推進による売上総利益の増加及びコスト削減による総費用の減少等により28百万円

（前年同期比1,392.7％増）となりました。 
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〔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８億55百万円（前年同期比19.5％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96百万円（前年同期比44.4％減）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 

当第３四半期末における総資産は、前連結会計年度末に比べ９億60百万円増加し、105億83百万円となりました。 

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12

億14百万円増加し、71億14百万円となりました。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

少等により前連結会計年度末に比べ２億53百万円減少し、34億68百万円となりました。 

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

９億85百万円増加し、29億45百万円となりました。また、固定負債については、社債の減少、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３億29百万円減少し、13億82百万円となりました。 

純資産の部では、利益剰余金の増加等により前連結会計年度末に比べ３億４百万円増加し、62億54百万円とな

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59.1％となりました。 

 

(2)キャッシュ・フローの状況） 

当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ３億58百万円増加し、

35億18百万円となりました。 

当第３四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６億50百万円、減価償却費３億９百万円、

賞与引当金の増加額53百万円及び仕入債務の増加額７億91百万円等による資金増があり、一方で売上債権の増

加額９億42百万円及び役員退職慰労引当金の減少額48百万円等の資金減により、９億円の収入（前年同期比３

億84百万円の増加）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31百万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１億９百万円等による資金減により、50百万円の支出（前年同期比１億68百万円の

増加）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、長期借入れによる収入１億円による資金増があり、一方で短期借入

金の減少額３億円、ファイナンス・リース債務の返済による支出１億43百万、配当金の支払額74百万円及び長

期借入金の返済による支出67百万円による資金減により、４億85百万円の支出（前年同期比８億38百万円の減

少）となりました。 
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３．連結業績予想に関する定性的情報 

通期（平成21年７月１日から平成22年６月30日）の連結業績予想につきましては、平成22年１月28日公表の連

結業績予想から修正は行っておりません。 

 

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） 

該当事項はありません。 

 

(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 

該当事項はありません。 

 

(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 

(四半期連結損益計算書関係） 

前第３四半期連結累計期間において営業外収益の「その他」に含めていた「保険解約返戻金」は、営業外収

益総額の100分の20を超えたため、当第２四半期連結累計期間より区分掲記することとしております。なお、前

第３四半期連結累計期間の営業外収益の「その他」に含まれる「保険解約返戻金」は1,738千円であります。 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前第３四半期連結累計期間において、「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)」及び「保険解約損益(△は益)」は、重要性が増したため、当第３

四半期連結累計期間より区分掲記することとしております。なお、前第３四半期連結累計期間の「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1,138千円、

「保険解約損益(△は益)」は△1,738千円であります。 
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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３四半期連結会計期間末
(平成22年３月31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 2,224,932 2,078,889

受取手形及び売掛金 2,372,468 1,434,159

有価証券 1,500,000 1,300,000

たな卸資産 797,079 819,600

その他 220,515 268,059

流動資産合計 7,114,996 5,900,708

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 691,913 704,143

機械装置及び運搬具（純額） 595,550 669,712

土地 1,326,945 1,331,899

リース資産（純額） 253,828 353,466

建設仮勘定 1,877 1,014

その他（純額） 68,871 69,205

有形固定資産合計 2,938,988 3,129,442

無形固定資産 40,473 46,292

投資その他の資産   

投資有価証券 224,608 195,213

その他 303,488 389,381

貸倒引当金 △39,419 △38,777

投資その他の資産合計 488,678 545,817

固定資産合計 3,468,140 3,721,552

資産合計 10,583,136 9,622,261
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(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年３月31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 1,816,603 1,030,048

短期借入金 221,806 512,914

1年内償還予定の社債 200,000 －

リース債務 150,876 188,831

未払法人税等 209,062 36,326

賞与引当金 75,750 22,400

役員賞与引当金 13,140 －

その他 258,441 169,647

流動負債合計 2,945,679 1,960,168

固定負債   

社債 300,000 500,000

長期借入金 744,167 720,314

リース債務 197,102 288,865

退職給付引当金 9,311 12,091

役員退職慰労引当金 98,328 147,268

その他 33,981 43,692

固定負債合計 1,382,891 1,712,232

負債合計 4,328,571 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 5,563,956 5,248,226

自己株式 △135,948 △135,948

株主資本合計 6,436,836 6,121,106

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △18,939 △34,265

為替換算調整勘定 △163,332 △136,980

評価・換算差額等合計 △182,271 △171,246

純資産合計 6,254,565 5,949,860

負債純資産合計 10,583,136 9,622,261
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 7,119,218 7,074,980

売上原価 5,925,886 5,577,001

売上総利益 1,193,331 1,497,978

販売費及び一般管理費 877,719 856,623

営業利益 315,612 641,355

営業外収益   

受取利息 7,014 4,354

受取配当金 2,385 1,053

保険解約返戻金 － 15,549

その他 41,044 25,128

営業外収益合計 50,445 46,085

営業外費用   

支払利息 43,709 34,621

為替差損 46,284 1,990

その他 23,481 6,221

営業外費用合計 113,475 42,833

経常利益 252,581 644,607

特別利益   

固定資産売却益 6,794 7,799

特別利益合計 6,794 7,799

特別損失   

固定資産売却損 5,694 73

固定資産除却損 8,101 2,055

投資有価証券評価損 40,513 －

その他 11 －

特別損失合計 54,321 2,129

税金等調整前四半期純利益 205,054 650,277

法人税、住民税及び事業税 80,292 247,620

法人税等調整額 80,662 11,042

法人税等合計 160,954 258,662

四半期純利益 44,099 391,615
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【第３四半期連結会計期間】 

(単位：千円)

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 1,590,182 2,569,131

売上原価 1,426,642 2,023,514

売上総利益 163,540 545,616

販売費及び一般管理費 249,631 295,446

営業利益又は営業損失（△） △86,091 250,169

営業外収益   

受取利息 1,845 854

受取配当金 459 15

助成金収入 9,118 －

受取補償金 6,500 64

為替差益 － 8,709

その他 12,957 4,467

営業外収益合計 30,880 14,111

営業外費用   

支払利息 12,964 10,665

支払手数料 10,724 378

社債発行費 7,224 －

その他 443 1,359

営業外費用合計 31,357 12,402

経常利益又は経常損失（△） △86,567 251,878

特別利益   

固定資産売却益 4,838 850

特別利益合計 4,838 850

特別損失   

固定資産売却損 5,657 46

固定資産除却損 7,556 －

投資有価証券評価損 10,685 －

特別損失合計 23,899 46

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（△）

△105,628 252,682

法人税、住民税及び事業税 △24,078 134,167

法人税等調整額 64,279 △30,191

法人税等合計 40,200 103,976

四半期純利益又は四半期純損失（△） △145,828 148,705
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成22年３月31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 205,054 650,277

減価償却費 400,463 309,556

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,729 642

賞与引当金の増減額（△は減少） 12,060 53,350

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △21,320 13,140

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） － △48,939

受取利息及び受取配当金 △9,400 △5,408

保険解約損益（△は益） － △15,549

支払利息 43,709 34,621

固定資産売却損益（△は益） △1,099 △7,726

固定資産除却損 8,101 2,055

投資有価証券評価損益（△は益） 40,513 －

売上債権の増減額（△は増加） 1,016,695 △942,424

たな卸資産の増減額（△は増加） △35,474 15,982

未収入金の増減額（△は増加） 4,355 △9,868

仕入債務の増減額（△は減少） △722,401 791,227

未払金の増減額（△は減少） △38,184 50,570

未払費用の増減額（△は減少） △33,841 5,345

その他 △2,677 △1,821

小計 870,282 895,032

利息及び配当金の受取額 9,400 5,158

利息の支払額 △45,108 △35,751

法人税等の支払額 △318,498 △66,917

法人税等の還付額 － 102,872

営業活動によるキャッシュ・フロー 516,076 900,394
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(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成22年３月31日) 

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 △118,849 △103,209

定期預金の払戻による収入 137,516 115,317

固定資産の取得による支出 △248,480 △109,930

固定資産の売却による収入 66,565 31,972

投資有価証券の取得による支出 △14,871 △3,455

投資有価証券の売却による収入 344 －

その他 △41,670 18,448

投資活動によるキャッシュ・フロー △219,446 △50,857

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の増減額（△は減少） 130,000 △300,000

長期借入れによる収入 400,000 100,000

長期借入金の返済による支出 △76,043 △67,255

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △202,169 △143,850

配当金の支払額 △99,293 △74,818

社債の発行による収入 300,000 －

社債の償還による支出 △100,000 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 352,494 △485,924

現金及び現金同等物に係る換算差額 △77,281 △5,466

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 571,843 358,146

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 2,816,196 3,518,720
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

(5) セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

前第３四半期連結累計期間（自 平成20年７月１日 至 平成21年３月31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３四半期連結累計期間（自 平成21年７月１日 至 平成22年３月31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。 

 

【所在地別セグメント情報】 

前第３四半期連結累計期間（自 平成20年７月１日 至 平成21年３月31日） 

 
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 

5,556,591 604,836 957,791 7,119,218 － 7,119,218

(2)セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

393,119 － 105,138 498,258 (498,258) －

計 5,949,710 604,836 1,062,930 7,617,476 (498,258) 7,119,218

営業利益 110,570 1,876 172,836 285,283 30,328 315,612

(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 本国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、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、当第３四半期連結累計期間の営業利益が「日本」で8,744千円、「北

米」で452千円それぞれ減少しております。 

(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係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更」④に記載のとおり、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（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））を早期に適用しております。 

 これにより、従来の方法に比べ、当第３四半期連結累計期間の営業利益が「日本」で9,125千円増加し

ております。 
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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、第１四半期連結会計期間より、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、当第３四半期連結累計期間の営業利益が「日本」で28,399千円減少

しております。 

 

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年７月１日 至 平成22年３月31日） 

 
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 

5,875,212 455,259 744,508 7,074,980 － 7,074,980

(2)セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

529,505 － 111,373 640,879 (640,879) －

計 6,404,718 455,259 855,881 7,715,859 (640,879) 7,074,980

営業利益 471,075 28,011 96,079 595,166 46,189 641,355

(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 本国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。 

 

【海外売上高】 

前第３四半期連結累計期間（自 平成20年７月１日 至 平成21年３月31日） 

 北米 アジア 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 604,836 957,791 1,562,627

Ⅱ 連結売上高（千円） － － 7,119,218

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合（％） 

8.5 13.5 22.0

(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 本国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３四半期連結累計期間（自 平成21年７月１日 至 平成22年３月31日） 

 北米 アジア 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 455,259 744,508 1,199,768

Ⅱ 連結売上高（千円） － － 7,074,980

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合（％） 

6.4 10.5 17.0

(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 本国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。 
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(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年７月１日 至 平成22年３月31日） 

 該当事項はありません。 

 

６．その他 

販売実績 

 当第３四半期連結累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。 

用途品目 

前第３四半期

連結累計期間

(千円) 

当第３四半期

連結累計期間

(千円) 

前年同期比 

(％) 

前連結会計年度

(千円) 

自動車用部品 

シート用部品 3,858,376 3,794,459 98.3 4,674,250

ウインドウレギュレーター用部品 1,030,539 902,255 87.6 1,257,880

ロック用部品 624,451 617,651 98.9 758,379

その他 1,051,809 1,094,408 104.1 1,278,896

小計 6,565,176 6,408,774 97.6 7,969,407

その他 554,042 666,205 120.2 709,577

合計 7,119,218 7,074,980 99.4 8,678,985

(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連結累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。 

相手先 

前第３四半期 

連結累計期間 

当第３四半期 

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 3,210,004 45.1 3,046,523 43.1 3,916,742 45.1

SHIROKI North America,Inc. 577,590 8.1 434,565 6.1 643,670 7.4

(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。 
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