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1.  平成23年6月期第3四半期の連結業績（平成22年7月1日～平成23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 ％

23年6月期第3四半期 6,811 △3.7 479 △25.2 454 △29.5 274 △30.0
22年6月期第3四半期 7,074 △0.6 641 103.2 644 155.2 391 788.0

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3四半期 108.40 ―
22年6月期第3四半期 154.82 ―

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3四半期 10,274 6,413 62.4 2,535.63
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3四半期  6,413百万円 22年6月期  6,362百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

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 ― 20.00 ―
23年6月期 

（予想） 5.00 25.00

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、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 8,308 △11.3 371 △51.0 354 △53.5 215 △51.7 85.15



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（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 

（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） 

※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)４ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】５ページ 「２．その他の情報」をご覧ください。）

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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年6月期3Q 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3Q  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3Q 2,529,500株 22年6月期3Q 2,529,500株
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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３四半期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

の回復から一部に景気回復の兆しが見え、景気の踊り場から徐々に脱しつつある状況でありましたが、平成23

年３月11日に発生いたしました東日本大震災により、東北・関東地方を中心に未曽有の被害を受け混乱を深め

るなど、景気の先行き不透明感はより強いものとなりました。 

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、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、自動車購入補助金政策の終了に伴う駆け込み需要の反動により、10月以降の販売

が減少するとともに、今回発生いたしました東日本大震災により東北・関東地方の多くの企業で生産設備が毀

損し、日本国内全体の部品供給ネットワークが機能しなくなるなど厳しい状況で推移いたしました。 

このような経営環境の中、当社グループではグローバル化の推進として、タイにおける新規受注の拡大及び

米国における現地生産拡大を目指し取り組んでまいりました。更に、自動車販売台数において急激な伸びを見

せる中国において競争力強化を図るため、江蘇省蘇州市に生産販売拠点として、三之知通用零部件(蘇州)有限

公司(非連結子会社)を設立いたしました。 

この結果、当第３四半期における当社グループの売上高につきましては、自動車購入補助金政策の終了によ

る反動減からの回復が想定よりも遅くなった事、及び東日本大震災の影響による日系完成車メーカーの生産台

数減少等に伴い、売上高は68億11百万円（前年同期比3.7％減）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の価格上昇による原材料費の増加及び諸経費の増加等により、営業

利益は４億79百万円（前年同期比25.2％減）となりました。また、経常利益は４億54百万円（前年同期比29.

5％減）、四半期純利益は２億74百万円（前年同期比30.0％減）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 

自動車購入補助金政策の終了に伴う反動減による販売の減少、及び東日本大震災の影響による日系完成車

メーカーの生産台数減少等に伴い、売上高は58億43百万円となりました。営業利益は、主要な原材料であり

ます鋼材の価格上昇による原材料費の増加等により、３億６百万円となりました。 

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３億27百万円となりました。営業利益は、現地調

達化体制の拡充に伴う人員の増加、機械設備投資による減価償却費の増加等により、７百万円となりました。 

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11億34百万円となりました。

営業利益は、受注増加に伴う売上総利益の増加等により、１億４百万円となりました。 

 

(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３四半期末における総資産は、前連結会計年度末に比べ３億18百万円減少し、102億74百万円となり

ました。 
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資産の部では、流動資産が現金及び預金の減少、受取手形及び売掛金の減少等により前連結会計年度末

に比べ４億60百万円減少し、67億37百万円となりました。また、固定資産については、関係会社出資金の

増加等により前連結会計年度末に比べ１億42百万円増加し、35億37百万円となりました。 

負債の部では、流動負債が短期借入金の増加、１年内償還予定の社債の増加等により前連結会計年度末

に比べ20百万円増加し、30億44百万円となりました。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３億90百万円減少し、８億16百万円となりました。 

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51百万

円増加し、64億13百万円となりました。この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の60.1％から62.

4％となりました。 

 

②キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期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２億30百万円減少し、35億30

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４億47百万円、減価償却費２億82百

万円、売上債権の減少額２億96百万円等による資金増があり、一方でたな卸資産の増加額１億13百万円、

仕入債務の減少額１億43百万円及び法人税等の支払額３億48百万円等による資金減により、３億80百万円

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５百万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１億51百万円及び関係会社出資金の払込による支出２億23百万円等による

資金減により、３億92百万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、社債の発行による収入２億92百万円及び短期借入金の増加額20

百万円の資金増があり、一方で配当金の支払額１億12百万円、社債の償還による支出２億円及びファイナ

ンス・リース債務の返済による支出１億10百万円等による資金減により、１億77百万円の支出となりまし

た。 
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(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

今後の見通しにつきましては、平成23年３月11日に発生いたしました東日本大震災の影響により、電力不足

や部品供給ネットワークが機能しなくなる事による国内完成車メーカーの生産停止等により、自動車生産台数

の減産が見込まれております。 

このような経営環境の中、通期（平成22年７月１日から平成23年６月30日）の業績予想につきましては、平

成22年７月30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23年４月27日公表の「平成23年６月期の業績予想及び期末配当予想の修正に関す

るお知らせ」をご覧下さい。 

 

(1) 連結業績予想 

平成23年６月期通期連結業績予想                         （単位：百万円） 

 
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） 8,914 604 579 348 137.58

今回修正予想（Ｂ） 8,308 371 354 215 85.15

増減額（Ｂ－Ａ） △605 △232 △225 △132 － 

増減率（％） △6.8 △38.5 △38.8 △38.1 － 

（ご参考）前期実績 

（平成22年６月期） 
9,371 758 762 446 176.34

 

(2) 個別業績予想 

平成23年６月期通期個別業績予想                         （単位：百万円） 

 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） 7,565 212 394 272 107.77

今回修正予想（Ｂ） 6,930 50 233 169 66.94

増減額（Ｂ－Ａ） △634 △161 △161 △103 － 

増減率（％） △8.4 △75.5 △40.6 △37.9 － 

（ご参考）前期実績 

（平成22年６月期） 
8,353 312 391 211 83.50

 

[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置きください。 
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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 

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３四半期連結会計期間末
(平成23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22年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,305,769 3,895,156

受取手形及び売掛金 1,969,387 2,290,875

有価証券 1,300,000 －

たな卸資産 902,841 816,998

その他 259,289 195,028

貸倒引当金 △215 △240

流動資産合計 6,737,072 7,197,817

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 645,862 696,126

機械装置及び運搬具（純額） 547,628 569,909

土地 1,324,668 1,328,333

リース資産（純額） 153,094 220,209

建設仮勘定 9,291 52,856

その他（純額） 101,766 79,091

有形固定資産合計 2,782,311 2,946,526

無形固定資産 52,938 41,842

投資その他の資産   

投資有価証券 165,209 136,834

その他 558,769 291,324

貸倒引当金 △22,190 △22,010

投資その他の資産合計 701,789 406,149

固定資産合計 3,537,039 3,394,519

資産合計 10,274,112 10,592,337
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(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成23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22年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,585,745 1,752,307

短期借入金 694,306 387,456

1年内償還予定の社債 300,000 200,000

リース債務 89,133 136,036

未払法人税等 65,648 204,467

賞与引当金 74,000 29,400

役員賞与引当金 8,190 12,880

その他 227,095 301,146

流動負債合計 3,044,119 3,023,693

固定負債   

社債 300,000 300,000

長期借入金 169,861 524,528

リース債務 166,190 215,929

退職給付引当金 8,695 8,294

役員退職慰労引当金 103,424 100,093

その他 67,956 57,501

固定負債合計 816,127 1,206,347

負債合計 3,860,247 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 5,778,745 5,618,385

自己株式 △135,948 △135,948

株主資本合計 6,651,625 6,491,266

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,121 △8,789

為替換算調整勘定 △238,881 △120,179

評価・換算差額等合計 △237,760 △128,969

純資産合計 6,413,865 6,362,296

負債純資産合計 10,274,112 10,592,337
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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21年７月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高 7,074,980 6,811,196

売上原価 5,577,001 5,463,858

売上総利益 1,497,978 1,347,338

販売費及び一般管理費 856,623 867,698

営業利益 641,355 479,639

営業外収益   

受取利息 4,354 3,253

受取配当金 1,053 1,247

保険解約返戻金 15,549 1,629

その他 25,128 18,974

営業外収益合計 46,085 25,105

営業外費用   

支払利息 34,621 27,550

為替差損 1,990 12,455

その他 6,221 10,115

営業外費用合計 42,833 50,121

経常利益 644,607 454,623

特別利益   

固定資産売却益 7,799 1,805

特別利益合計 7,799 1,805

特別損失   

固定資産売却損 73 32

固定資産除却損 2,055 642

投資有価証券評価損 － 4,971

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 2,129 9,123

税金等調整前四半期純利益 650,277 447,306

法人税、住民税及び事業税 247,620 194,255

法人税等調整額 11,042 △21,136

法人税等合計 258,662 173,119

少数株主損益調整前四半期純利益 － 274,187

四半期純利益 391,615 274,187
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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22年１月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高 2,569,131 2,195,207

売上原価 2,023,514 1,757,748

売上総利益 545,616 437,459

販売費及び一般管理費 295,446 285,861

営業利益 250,169 151,597

営業外収益   

受取利息 854 1,311

受取配当金 15 －

受取補償金 64 －

為替差益 8,709 2,879

その他 4,467 6,524

営業外収益合計 14,111 10,715

営業外費用   

支払利息 10,665 8,503

社債発行費 － 7,226

支払手数料 378 577

その他 1,359 449

営業外費用合計 12,402 16,757

経常利益 251,878 145,554

特別利益   

固定資産売却益 850 506

特別利益合計 850 506

特別損失   

固定資産売却損 46 －

投資有価証券評価損 － 740

特別損失合計 46 740

税金等調整前四半期純利益 252,682 145,321

法人税、住民税及び事業税 134,167 78,842

法人税等調整額 △30,191 △22,816

法人税等合計 103,976 56,025

少数株主損益調整前四半期純利益 － 89,296

四半期純利益 148,705 89,296
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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21年７月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成23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 650,277 447,306

減価償却費 309,556 282,032

貸倒引当金の増減額（△は減少） 642 154

賞与引当金の増減額（△は減少） 53,350 44,600

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 13,140 △4,690

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △48,939 3,331

受取利息及び受取配当金 △5,408 △4,501

保険解約損益（△は益） △15,549 △1,629

支払利息 34,621 27,550

固定資産売却損益（△は益） △7,726 △1,773

固定資産除却損 2,055 642

売上債権の増減額（△は増加） △942,424 296,256

たな卸資産の増減額（△は増加） 15,982 △113,811

未収入金の増減額（△は増加） △9,868 4,805

仕入債務の増減額（△は減少） 791,227 △143,071

未払金の増減額（△は減少） 50,570 △14,704

未払費用の増減額（△は減少） 5,345 △400

その他 △1,821 △68,578

小計 895,032 753,519

利息及び配当金の受取額 5,158 4,030

利息の支払額 △35,751 △28,795

法人税等の支払額 △66,917 △348,434

法人税等の還付額 102,872 199

営業活動によるキャッシュ・フロー 900,394 380,518

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 △103,209 △67,622

定期預金の払戻による収入 115,317 124,248

固定資産の取得による支出 △109,930 △151,610

固定資産の売却による収入 31,972 5,441

投資有価証券の取得による支出 △3,455 △18,052

関係会社出資金の払込による支出 － △223,130

その他 18,448 △61,674

投資活動によるキャッシュ・フロー △50,857 △392,400

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） △300,000 20,000

長期借入れによる収入 100,000 －

長期借入金の返済による支出 △67,255 △67,817

社債の発行による収入 － 292,773

社債の償還による支出 － △200,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △143,850 △110,242

配当金の支払額 △74,818 △112,467

財務活動によるキャッシュ・フロー △485,924 △177,754

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5,466 △41,152

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 358,146 △230,789

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 3,518,720 3,530,130
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

当第３四半期連結累計期間（自 平成22年７月１日 至 平成23年３月31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） 

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３四半期連結会計期間（自 平成22年１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 

2,122,930 159,405 286,794 2,569,131 － 2,569,131

(2)セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

180,072 － 43,310 223,382 (223,382) －

計 2,303,003 159,405 330,105 2,792,513 (223,382) 2,569,131

営業利益 208,067 13,478 15,415 236,961 13,208 250,169

(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。 
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前第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） 

 

 北米 アジア 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 159,405 286,794 446,200

Ⅱ 連結売上高（千円） － － 2,569,131

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合（％） 

6.2 11.2 17.4

(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。 

 

前第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 

当社グループ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。 

当社グループは、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、当社グループは生産・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３四半期連結累計期間（自  平成22年７月１日  至  平成23年３月31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 5,432,310 327,073 1,051,813 6,811,196 

  セグメント間の内部売上
高又は振替高 

410,755 － 83,159 493,914 

計 5,843,065 327,073 1,134,972 7,305,110 

セグメント利益 306,606 7,909 104,890 419,406 

 

当第３四半期連結会計期間（自  平成23年１月１日  至  平成23年３月31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 1,740,915 99,455 354,836 2,195,207 

  セグメント間の内部売上
高又は振替高 

154,683 － 30,192 184,876 

計 1,895,598 99,455 385,028 2,380,083 

セグメント利益 107,462 4,140 14,832 126,435 

 

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） 

当第３四半期連結累計期間（自  平成22年７月１日  至  平成23年３月31日） 

（単位：千円) 

利益 金額 

  報告セグメント計 419,406

  セグメント間取引消去 60,233

四半期連結損益計算書の営業利益 479,639
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当第３四半期連結会計期間（自  平成23年１月１日  至  平成23年３月31日） 

（単位：千円) 

利益 金額 

  報告セグメント計 126,435

  セグメント間取引消去 25,161

四半期連結損益計算書の営業利益 151,597

 

(追加情報) 

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３四半期連結累計期間（自 平成22年７月１日 至 平成23年３月31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 3,794,459 3,570,821 94.1 4,987,873

ウインドウレギュレーター用部品 902,255 846,922 93.9 1,222,689

ロック用部品 617,651 663,382 107.4 818,384

その他 1,094,408 1,129,324 103.2 1,443,855

小計 6,408,774 6,210,451 96.9 8,472,802

その他 666,205 600,745 90.2 898,910

合計 7,074,980 6,811,196 96.3 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 3,046,523 43.1 2,838,481 41.7 4,016,050 42.9

SHIROKI North America,Inc. 434,565 6.1 286,614 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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