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（百万円未満切捨て） 

１．平成23年６月期第１四半期の連結業績（平成22年７月１日～平成22年９月30日） 
(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 ％
23年６月期第１四半期 2,358 15.7 198 21.4 184 24.5 100 1.3
22年６月期第１四半期 2,038 △30.2 163 △32.2 148 △36.1 98 △19.9

 

 
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
23年６月期第１四半期 39.55 －
22年６月期第１四半期 39.05 －

 
(2) 連結財政状態 

 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
23年６月期第１四半期 11,216 6,323 56.4 2,500.08
22年６月期 10,592 6,362 60.1 2,515.24

（参考）自己資本  23年６月期第１四半期 6,323百万円 22年６月期 6,362百万円 
 
２．配当の状況 

 

年間配当金 

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 
22年６月期 － 25.00 － 25.00 50.00 
23年６月期 －  

23年６月期(予想)  20.00 － 20.00 40.00 

（注）当四半期における配当予想の修正有無 ：無 
 
３．平成23年６月期の連結業績予想（平成22年７月１日～平成23年６月30日） 

（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率） 

 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 
(累計) 

4,469 △0.8 330 △15.4 316 △19.5 187 △22.6 74.29

通     期 8,914 △4.9 604 △20.3 579 △24.0 348 △22.0 137.58

（注）当四半期における業績予想の修正有無 ：無 

 



４．その他 （詳細は、【添付資料】Ｐ.３「２．その他の情報」をご覧ください。） 
 

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 
 新規  ―社  （社名          ） 、除外  ―社  （社名             ）
（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  
(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ：無 

（注）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の有無となります。 
  
(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

① 会計基準等の改正に伴う変更 ：有 
② ①以外の変更 ：無 
（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 
  
(4) 発行済株式数（普通株式）  

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 23年６月期１Ｑ 2,652,020株 22年６月期 2,652,020株

② 期末自己株式数 23年６月期１Ｑ 122,520株 22年６月期 122,520株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 23年６月期１Ｑ 2,529,500株 22年６月期１Ｑ 2,529,500株

 
 
※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続の対象外であり、この四半期
決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続は終了しておりません。 

 
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

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等については、四半期決算短信（添付
資料）３ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 
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１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 

(1) 連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、政府による緊急経済対策等の政策効果や新興国の経済発

展に伴う輸出の回復から一部の企業に景気回復の兆しが見えたものの、雇用情勢の悪化、個人消費の低迷など

が続いていることに加え、欧州及び米国経済の減速懸念や急激な円高進行などにより、先行きが不透明な状況

で推移いたしました。 

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、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、ハイブリット車などの環境対策車を中心として生産・販売

が回復してまいりましたが、急激な円高進行等により、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１四半期連結会計期間における当社グループの売上高につきましては、自動車生産台数の回

復による受注の増加により、売上高は23億58百万円（前年同期比15.7％増）となりました。一方利益面につき

ましては、受注増加に伴う売上総利益の増加及び諸経費の削減等により、営業利益は１億98百万円（前年同期

比21.4％増）となりました。また、経常利益は１億84百万円（前年同期比24.5％増）、四半期純利益は１億円

（前年同期比1.3％増）となりました。 

 

セグメントごとの業績は次のとおりであります。 

①日本 

日系完成車メーカーの生産台数増加等に伴い、売上高は20億20百万円となりました。営業利益は、受注増

加に伴う売上総利益の増加等により、１億27百万円となりました。 

②米国 

主要得意先からの受注が減少したことに伴い、売上高は１億13百万円となりました。営業利益は、現地調

達化体制の拡充に伴う人員の増加等により、２百万円となりました。 

③タイ 

自動車部品メーカーの現地調達化の進展に伴う受注の増加等により、売上高は３億73百万円となりました。

営業利益は、受注増加に伴う売上総利益の増加及びコスト削減等の実施により、62百万円となりました。 

 

(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６億23百万円増加し、112億16

百万円となりました。 

資産の部では、流動資産が現金及び預金の増加、有価証券の増加等により前連結会計年度末に比べ６億7

1百万円増加し、78億69百万円となりました。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47百万円減少し、33億47百万円となりました。 

負債の部では、流動負債が短期借入金の増加等により前連結会計年度末に比べ９億80百万円増加し、40

億３百万円となりました。また、固定負債については、長期借入金の減少、リース債務の減少等により前

連結会計年度末に比べ３億17百万円減少し、８億88百万円となりました。 

純資産の部では、利益剰余金の増加、為替換算調整勘定の減少等により前連結会計年度末に比べ38百万

円減少し、63億23百万円となりました。この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の60.1％から   

56.4％となりました。 
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②キャッシュ・フローの状況 

当第１四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８億15百万円増

加し、45億76百万円となりました。 

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） 

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１億76百万円、減価償却費94百万円、

賞与引当金の増加額44百万円、売上債権の減少額１億14百万円等による資金増があり、一方で仕入債務の

減少額57百万円、未払金の減少額27百万円及び法人税等の支払額１億93百万円等による資金減により、87

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２百万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32百万円等による資金減により、27百万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、短期借入金の増加額９億20百万円の資金増があり、一方で配当

金の支払額58百万円、ファイナンス・リース債務の返済による支出53百万円及び長期借入金の返済による

支出23百万円による資金減により、７億84百万円の収入となりました。 

 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想につきましては、概ね計画通り推移しており、平成22年７

月30日に公表いたしました予想から変更はございません。 

なお、これら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、

実際の業績などは様々な要因により大きく異なる可能性があります。 

 

２．その他の情報 

(1) 重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。 

 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

該当事項はありません。 

 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

資産除去債務に関する会計基準の適用 

当第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。これによる損益に与える影響は軽微であります。 
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3. 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６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,176,740 3,895,156

受取手形及び売掛金 2,159,961 2,290,875

有価証券 500,000 －

たな卸資産 823,925 816,998

その他 208,831 195,028

貸倒引当金 △229 △240

流動資産合計 7,869,229 7,197,817

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 675,058 696,126

機械装置及び運搬具（純額） 574,323 569,909

土地 1,324,538 1,328,333

リース資産（純額） 196,352 220,209

建設仮勘定 1,443 52,856

その他（純額） 98,210 79,091

有形固定資産合計 2,869,926 2,946,526

無形固定資産 45,047 41,842

投資その他の資産   

投資有価証券 139,520 136,834

その他 314,722 291,324

貸倒引当金 △22,110 △22,010

投資その他の資産合計 432,133 406,149

固定資産合計 3,347,107 3,394,519

資産合計 11,216,336 10,592,337
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(単位：千円)

当第１四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６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,681,352 1,752,307

短期借入金 1,603,106 387,456

1年内償還予定の社債 200,000 200,000

リース債務 101,125 136,036

未払法人税等 93,965 204,467

賞与引当金 73,500 29,400

役員賞与引当金 2,730 12,880

その他 248,045 301,146

流動負債合計 4,003,825 3,023,693

固定負債   

社債 300,000 300,000

長期借入金 205,789 524,528

リース債務 211,908 215,929

退職給付引当金 8,955 8,294

役員退職慰労引当金 100,289 100,093

その他 61,625 57,501

固定負債合計 888,567 1,206,347

負債合計 4,892,392 4,230,040

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 5,655,177 5,618,385

自己株式 △135,948 △135,948

株主資本合計 6,528,057 6,491,266

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △5,526 △8,789

為替換算調整勘定 △198,587 △120,179

評価・換算差額等合計 △204,113 △128,969

純資産合計 6,323,943 6,362,296

負債純資産合計 11,216,336 10,592,337
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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21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 2,038,412 2,358,526

売上原価 1,604,385 1,874,202

売上総利益 434,026 484,324

販売費及び一般管理費 270,239 285,527

営業利益 163,787 198,797

営業外収益   

受取利息 1,929 1,007

受取配当金 104 333

その他 6,833 9,047

営業外収益合計 8,867 10,388

営業外費用   

支払利息 12,359 9,810

為替差損 10,985 13,707

その他 1,130 1,132

営業外費用合計 24,475 24,650

経常利益 148,178 184,535

特別利益   

固定資産売却益 5,716 13

特別利益合計 5,716 13

特別損失   

固定資産売却損 27 －

固定資産除却損 47 306

投資有価証券評価損 3,800 4,231

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 3,476

特別損失合計 3,874 8,015

税金等調整前四半期純利益 150,020 176,533

法人税、住民税及び事業税 36,465 88,076

法人税等調整額 14,766 △11,571

法人税等合計 51,231 76,504

少数株主損益調整前四半期純利益 － 100,029

四半期純利益 98,788 100,029
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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21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年７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 150,020 176,533

減価償却費 106,891 94,251

貸倒引当金の増減額（△は減少） 42 88

賞与引当金の増減額（△は減少） 33,350 44,100

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 2,400 △10,150

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △51,932 196

受取利息及び受取配当金 △2,033 △1,340

支払利息 12,359 9,810

固定資産売却損益（△は益） △5,688 △13

固定資産除却損 47 306

売上債権の増減額（△は増加） △427,005 114,659

たな卸資産の増減額（△は増加） 32,105 △27,399

未収入金の増減額（△は増加） △19,427 559

仕入債務の増減額（△は減少） 257,641 △57,505

未払金の増減額（△は減少） 51,043 △27,251

未払費用の増減額（△は減少） △3,149 △3,711

その他 △13,442 △21,730

小計 123,221 291,405

利息及び配当金の受取額 1,896 1,115

利息の支払額 △13,224 △11,065

法人税等の支払額 △8,161 △193,865

営業活動によるキャッシュ・フロー 103,731 87,589

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 △42,603 △26,273

定期預金の払戻による収入 50,025 58,357

固定資産の取得による支出 △20,947 △32,070

固定資産の売却による収入 7,894 2,962

投資有価証券の取得による支出 △1,089 △1,398

その他 △12,794 △29,109

投資活動によるキャッシュ・フロー △19,515 △27,532

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） △200,000 920,000

長期借入金の返済による支出 △24,341 △23,089

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △52,606 △53,508

配当金の支払額 △12,701 △58,920

財務活動によるキャッシュ・フロー △289,649 784,481

現金及び現金同等物に係る換算差額 5,937 △29,139

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △199,495 815,399

現金及び現金同等物の期首残高 3,160,574 3,760,919

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,961,078 4,576,318
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

当第１四半期連結累計期間（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。 

 

(5) セグメント情報等 

【事業の種類別セグメント情報】 

前第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。 

 

【所在地別セグメント情報】 

前第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） 

 

 
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

(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。 

 

【海外売上高】 

前第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） 

 

 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

(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。 
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【セグメント情報】 

１  報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務諸表が入手可能であり、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。 

当社は、自動車用部品の製造・販売を主な事業としている専門メーカーであり、国内においては当社が、海外

においては米国、タイの各現地法人がそれぞれ製造・販売しております。現地法人はそれぞれ独立した経営単位

であり、取り扱う製品について、各地域毎に事業活動を展開しております。 

したがって、当社は生産・販売体制を基礎とした地域別のセグメントから構成されており、「日本」、「米

国」、「タイ」の３つを報告セグメントとしております。 

 

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１四半期連結累計期間（自  平成22年７月１日  至  平成22年９月30日） 

（単位：千円） 

 日本 米国 タイ 合計 

売上高   

  外部顧客への売上高 1,899,700 113,240 345,585 2,358,526 

  セグメント間の内部売上
高又は振替高 

121,157 － 27,960 149,118 

計 2,020,857 113,240 373,546 2,507,645 

セグメント利益 127,053 2,046 62,906 192,006 

 

３  報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内

容(差異調整に関する事項) 

（単位：千円) 

利益 金額 

  報告セグメント計 192,006

  セグメント間取引消去 6,791

四半期連結損益計算書の営業利益 198,797

 

(追加情報) 

当第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。 

 

(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１四半期連結累計期間（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。 
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４．補足情報 

(1)販売実績 

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。 

用途品目 

前第１四半期

連結累計期間

（千円） 

当第１四半期

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 1,076,008 1,244,428 115.7 4,987,873

ウインドウレギュレーター用部品 265,139 307,042 115.8 1,222,689

ロック用部品 179,721 224,986 125.2 818,384

その他 321,077 372,409 116.0 1,443,855

小計 1,841,946 2,148,867 116.7 8,472,802

その他 196,465 209,659 106.7 898,910

合計 2,038,412 2,358,526 115.7 9,371,712

(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。 

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 884,686 43.4 1,016,356 43.1 4,016,050 42.9

SHIROKI North America,Inc. 123,316 6.0 99,104 4.2 562,381 6.0

（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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