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1.  平成24年6月期第2四半期の連結業績（平成23年7月1日～平成23年12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 ％

24年6月期第2四半期 5,001 8.4 224 △31.4 215 △30.2 119 △35.1
23年6月期第2四半期 4,615 2.4 328 △16.1 309 △21.3 184 △23.9

（注）包括利益 24年6月期第2四半期 △52百万円 （―％） 23年6月期第2四半期 113百万円 （―％）

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

24年6月期第2四半期 47.43 ―
23年6月期第2四半期 73.09 ―

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

24年6月期第2四半期 12,147 6,355 52.3 2,512.71
23年6月期 10,164 6,447 63.4 2,549.02
（参考） 自己資本   24年6月期第2四半期  6,355百万円 23年6月期  6,447百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  有  
 

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

23年6月期 ― 20.00 ― 15.00 35.00
24年6月期 ― 10.00
24年6月期（予想） ― 0.00 10.00

3.  平成24年6月期の連結業績予想（平成23年7月1日～平成24年6月30日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有   

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 12,040 40.3 482 3.5 487 4.2 6 △97.8 2.44



(1) 当四半期連結累計期間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）  ：  有  

（注）詳細は、添付資料４ページ「サマリー情報（その他）に関する事項」をご覧ください。 

(2) 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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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」をご覧ください。 

4.  その他

新規 2社 （社名）
三之知通用零部件（蘇州）有限公司 
株式会社三ツ知春日井

、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年6月期2Q 2,652,020 株 23年6月期 2,652,020 株
② 期末自己株式数 24年6月期2Q 122,520 株 23年6月期 122,520 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年6月期2Q 2,529,500 株 23年6月期2Q 2,529,500 株
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１．当四半期決算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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、平成23年３月に発生した東日本大震災の影響による停滞

を脱し、回復の途上にあるものの、欧州債務危機による金融市場の動揺や、欧米景気の減速など世界経済の変

調により停滞感が増しており、先行きは極めて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、国内において震災の影響に伴う受注

の減少から、徐々に回復してまいりました。海外におきましては、10月に入りタイ国で発生いたしました、大

規模な水害の影響により、多くの日系企業が被災し、一時操業停止を余儀なくされました。 

このような経営環境の中、当社グループのタイ国子会社も被災し一時操業停止を余儀なくされました。その

ため操業停止したタイ国子会社にかわり、三ツ知グループの総力を結集し迅速に代替生産を実施し、弊社の製

品を滞りなく、お客様に供給することができました。また、平成23年12月にＴＲＷオートモーティブジャパン

株式会社（冷間圧造事業部門）の株式譲受けにより、株式会社三ツ知春日井の全株を取得いたしました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間における当社グループの売上高につきましては、株式会社三ツ知春日

井の既存得意先の売上増加により、売上高は50億１百万円（前年同期比8.4％増）となりました。一方利益面に

つきましては、10月以降実施しておりますタイ国子会社の代替生産の影響により、売上総利益率が低下したこ

とにより、営業利益は２億24百万円（前年同期比31.4％減）となりました。また、経常利益は２億15百万円

（前年同期比30.2％減）、四半期純利益は１億19百万円（前年同期比35.1％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 

株式会社三ツ知春日井の既存得意先の売上増加及びタイ国子会社の代替生産により、売上高は44億90百万

円（前年同期比13.8％増）となりました。営業利益は、代替生産による売上総利益率の低下等により、１億

63百万円（前年同期比17.9％減）となりました。 

②米国 

震災の影響による主要得意先からの受注が減少したことに伴い、売上高は１億62百万円（前年同期比

28.6％減）となりました。受注の急激な減少等により、６百万円の営業損失（前年同期は３百万円の営業利

益）となりました。 

③タイ 

4月から6月においては、東日本大震災の影響により売上高が減少したものの、日系自動車メーカーが震災

により落ち込んだ生産を挽回するために増産したことに伴い、売上高は７億83百万円（前年同期比4.4％増）

となりました。営業利益は、新規受注増加に伴う金型製作費などのコストの増加等により、33百万円（前年

同期比62.5％減）となりました。 

④中国 

当第２四半期連結累計期間につきましては、製造を開始して間もない為、売上高は１百万円となりました。

創業費等により17百万円の営業損失となりました。 

 

(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２四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19億83百万円増加し、121億47
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百万円となりました。 

資産の部では、流動資産が受取手形及び売掛金の増加、たな卸資産の増加等により前連結会計年度末に

比べ６億６百万円増加し、71億51百万円となりました。また、固定資産については、のれんの増加等によ

り前連結会計年度末に比べ13億76百万円増加し、49億95百万円となりました。 

負債の部では、流動負債が支払手形及び買掛金の増加等により前連結会計年度末に比べ16億77百万円増

加し、43億99百万円となりました。また、固定負債については、社債の増加及び長期借入金の増加等によ

り前連結会計年度末に比べ３億97百万円増加し、13億92百万円となりました。 

純資産の部では、利益剰余金の増加、為替換算調整勘定の増加等により前連結会計年度末に比べ91百万

円減少し、63億55百万円となりました。この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の63.4％から52.

3％となりました。 

 

②キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結累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８億79百万円減

少し、25億90百万円となりました。 

当第２四半期連結累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２億９百万円、減価償却費１億83百

万円、仕入債務の増加額３億98百万円等による資金増があり、一方で売上債権の増加額４億33百万円、た

な卸資産の増加額３億円等による資金減により、23百万円の収入（前年同期比87.8％減）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、定期預金の払戻による収入48百万円、固定資産の売却による収

入２百万円による資金増があり、一方で連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出18億９百万

円、固定資産の取得による支出２億48百万円等による資金減により、22億５百万円の支出（前年同期比1,4

90.0％増）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11億60百万円、長期借入れによる収入３億

円、社債の発行による収入98百万円の資金増があり、一方で配当金の支払額37百万円、長期借入金の返済

による支出３億38百万円及びファイナンス・リース債務の返済による支出45百万円による資金減により、1

1億36百万円の収入（前年同期は１億75百万円の支出）となりました。 

 

(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、震災で傷ついた部品供給ネットワークが各社の懸命な努力により復旧

し、生産も回復してまいりましたが、10月に発生したタイ国の水害による自動車生産停止の影響や史上

高値圏の円高で推移している為替相場など今後予断の許さない状況であります。 

このような経営環境の中、通期（平成23年７月１日から平成24年６月30日）の業績予想につきまして

は、タイ国水害に伴う、代替生産実施に伴う費用の増加、及び製品・原材料等の廃棄ロス、並びに生産設

備等の復旧に向けた修繕等の費用の増加により平成23年７月29日に公表いたしました前回予想を修正して

おります。 
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詳細につきましては、本日公表の「平成24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」

をご覧ください。 

(１) 連結業績予想 

平成24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） 9,465 621 620 391 154円95銭

今回修正予想（Ｂ） 12,040 482 487 6 2円44銭

増減額（Ｂ－Ａ） 2,575 △138 △133 △385 ― 

増減率％ 27.2 △22.3 △21.5 △98.4 ― 

(ご参考)前期実績 
（平成23年６月期） 

8,580 466 467 281 111円12銭

 

(２) 個別業績予想 

平成24年６月期通期個別業績予想 

(単位：百万円) 

 売上高 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） 7,798 366 245 96円91銭 

今回修正予想（Ｂ） 10,823 385 229 90円90銭 

増減額（Ｂ－Ａ） 3,024 19 △15 ― 

増減率％ 38.8 5.3 △6.2 ― 

(ご参考)前期実績 
（平成23年６月期） 

7,207 290 201 79円57銭 

 

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．サマリー情報（その他）に関する事項 

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動の概要 

当第１四半期連結会計期間より、三之知通用零部件（蘇州）有限公司は、重要性が増したため連結の範

囲に含めております。 

また、当第２四半期連結会計期間より、株式会社三ツ知春日井は株式の取得により、連結の範囲に含め

ております。なお、平成23年12月31日をみなし取得日としたため、当第２四半期連結累計期間は、四半期

貸借対照表のみを連結し、四半期損益計算書は連結しておりません。 

 

(2) 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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当事項はありません。 

㈱三ツ知（3439）平成24年６月期 第２四半期決算短信

－4－



（追加情報） 

会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準 

当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更

及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬

の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しておりま

す。 

 

法人税率の変更等による影響 

平成23年12月２日付で「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正

する法律」（平成23年法律第114号）が公布され、平成24年４月１以降に開始する連結会計年度より法人税率が

引き下げられることになりました。 

また、同日付けで「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別

措置法」（平成23年法律第117号）が公布され、平成24年４月１日以降平成27年３月31日までに開始する連結会

計年度については、復興特別法人税が課されることになりました。 

これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は従来の40.55％から平成24年

７月１日に開始する連結会計年度から平成26年７月１日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異

については37.70％に、平成27年７月１日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については

35.33％となります。この税率変更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)

前連結会計年度 
(平成23年６月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,539,923 2,694,498

受取手形及び売掛金 1,817,290 2,578,151

たな卸資産 918,669 1,559,525

その他 274,734 324,811

貸倒引当金 △5,422 △4,987

流動資産合計 6,545,194 7,151,999

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 638,408 655,520

機械装置及び運搬具（純額） 588,856 797,085

土地 1,326,014 1,923,561

リース資産（純額） 137,006 113,381

建設仮勘定 56,468 5,510

その他（純額） 122,965 144,247

有形固定資産合計 2,869,719 3,639,306

無形固定資産   

のれん － 533,619

その他 52,765 72,778

無形固定資産合計 52,765 606,397

投資その他の資産   

投資有価証券 164,307 145,798

その他 554,315 626,182

貸倒引当金 △22,242 △22,392

投資その他の資産合計 696,380 749,588

固定資産合計 3,618,865 4,995,292

資産合計 10,164,059 12,147,292
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成23年６月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,433,263 2,087,167

短期借入金 530,706 1,423,506

1年内償還予定の社債 300,000 300,000

リース債務 80,927 59,905

未払法人税等 48,031 87,334

賞与引当金 29,600 39,974

役員賞与引当金 11,250 6,780

その他 288,465 394,685

流動負債合計 2,722,244 4,399,354

固定負債   

社債 300,000 400,000

長期借入金 353,822 582,644

リース債務 149,673 117,338

退職給付引当金 8,191 108,322

役員退職慰労引当金 105,062 107,197

その他 77,313 76,536

固定負債合計 994,064 1,392,039

負債合計 3,716,309 5,791,393

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 5,785,633 5,863,836

自己株式 △135,948 △135,948

株主資本合計 6,658,513 6,736,716

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 135 △14,505

為替換算調整勘定 △210,898 △366,311

その他の包括利益累計額合計 △210,763 △380,817

純資産合計 6,447,750 6,355,898

負債純資産合計 10,164,059 12,147,292
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
 四半期連結損益計算書 
 第２四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年７月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 4,615,989 5,001,842

売上原価 3,706,110 4,126,924

売上総利益 909,879 874,918

販売費及び一般管理費 581,836 649,966

営業利益 328,042 224,951

営業外収益   

受取利息 1,942 2,004

受取配当金 1,247 1,110

その他 14,079 13,958

営業外収益合計 17,269 17,073

営業外費用   

支払利息 19,046 12,588

為替差損 15,334 11,213

社債発行費 － 1,400

その他 1,861 1,148

営業外費用合計 36,243 26,350

経常利益 309,068 215,674

特別利益   

固定資産売却益 1,299 809

特別利益合計 1,299 809

特別損失   

固定資産売却損 32 358

固定資産除却損 642 9

投資有価証券評価損 4,231 6,405

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 8,383 6,773

税金等調整前四半期純利益 301,984 209,710

法人税、住民税及び事業税 115,413 94,577

法人税等調整額 1,679 △4,831

法人税等合計 117,093 89,746

少数株主損益調整前四半期純利益 184,891 119,963

四半期純利益 184,891 119,963
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 四半期連結包括利益計算書 
 第２四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年７月１日 
 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 184,891 119,963

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 13,259 △14,640

為替換算調整勘定 △84,547 △157,587

その他の包括利益合計 △71,288 △172,228

四半期包括利益 113,602 △52,264

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 113,602 △52,264

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年７月１日 
 至 平成23年12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 301,984 209,710

減価償却費 187,496 183,045

貸倒引当金の増減額（△は減少） 103 269

賞与引当金の増減額（△は減少） 200 －

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △7,420 △4,470

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,763 2,041

受取利息及び受取配当金 △3,190 △3,115

保険解約損益（△は益） △1,629 △675

支払利息 19,046 12,588

固定資産売却損益（△は益） △1,266 △450

固定資産除却損 642 9

売上債権の増減額（△は増加） 151,695 △433,594

たな卸資産の増減額（△は増加） △32,629 △300,857

未収入金の増減額（△は増加） △6,737 △56,797

仕入債務の増減額（△は減少） △104,495 398,160

未払金の増減額（△は減少） △23,597 33,238

未払費用の増減額（△は減少） 1,276 20,744

その他 △38,205 1,343

小計 445,038 61,191

利息及び配当金の受取額 2,679 2,402

利息の支払額 △18,978 △13,123

法人税等の支払額 △235,156 △51,101

法人税等の還付額 199 24,308

営業活動によるキャッシュ・フロー 193,782 23,677

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 △49,116 △88,600

定期預金の払戻による収入 114,248 48,000

固定資産の取得による支出 △83,644 △248,250

固定資産の売却による収入 4,439 2,436

投資有価証券の取得による支出 △2,768 △2,627

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

－ △1,809,804

関係会社出資金の払込による支出 △83,730 －

その他 △38,158 △106,984

投資活動によるキャッシュ・フロー △138,729 △2,205,830
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(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年７月１日 
 至 平成23年12月31日) 

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） 20,000 1,160,000

長期借入れによる収入 － 300,000

長期借入金の返済による支出 △49,078 △338,378

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △83,250 △45,989

社債の発行による収入 － 98,600

配当金の支払額 △63,097 △37,957

財務活動によるキャッシュ・フロー △175,426 1,136,274

現金及び現金同等物に係る換算差額 △29,339 △38,938

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △149,713 △1,084,816

現金及び現金同等物の期首残高 3,760,919 3,469,698

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

－ 205,589

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,611,206 2,590,471

㈱三ツ知（3439）平成24年６月期 第２四半期決算短信

－11－



(4) 継続企業の前提に関する注記 

当第２四半期連結累計期間（自 平成23年７月１日 至 平成23年12月31日） 

該当事項はありません。 

 

(5) セグメント情報等 

（セグメント情報） 

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自  平成22年７月１日  至  平成22年12月31日） 

１  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 

（単位：千円） 

 日本 米国 タイ 合計 

売上高  

  外部顧客への売上高 3,691,394 227,617 696,977 4,615,989 

  セグメント間の内部売
上高又は振替高 

256,071 － 52,966 309,038 

計 3,947,466 227,617 749,943 4,925,027 

セグメント利益 199,144 3,768 90,058 292,970 

 

２  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 292,970

  セグメント間取引消去 35,071

四半期連結損益計算書の営業利益 328,042

 

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自  平成23年７月１日  至  平成23年12月31日） 

１  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 

（単位：千円） 

 日本 米国 タイ 中国 合計 

売上高   

  外部顧客への売上高 4,105,882 162,510 733,437 12 5,001,842

  セグメント間の内部売上
高又は振替高 

385,018 2 49,569 1,751 436,342

計 4,490,901 162,513 783,006 1,763 5,438,185

セグメント利益 163,573 △6,032 33,741 △17,398 173,884

 

２  報告セグメントごとの資産に関する情報 

当第２四半期連結会計期間において、株式会社三ツ知春日井の株式を取得し、新たに連結の範囲

に含めております。これにより、前連結会計年度末の末日に比べ、当第２四半期連結会計期間の報

告セグメントの資産の金額は、「日本」において1,843,170千円増加しております。 
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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 173,884

  セグメント間取引消去 51,067

四半期連結損益計算書の営業利益 224,951

 

４  報告セグメントごとの固定資産の減損損失またはのれん等に関する情報 

（のれんの金額の重要な変動） 

「日本」において、株式会社三ツ知春日井の株式を取得し、新たに連結の範囲に含めております。

なお、当該事象によるのれんの増加額は、当第２四半期連結累計期間においては、533,619千円であ

ります。 

 

（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２四半期連結累計期間（自 平成23年７月１日 至 平成23年12月31日） 

該当事項はありません。 

 

(7) 重要な後発事象 

タイ国パトムタニ県のナワナコン工業団地に入居している連結子会社Thai Mitchi Corporation Ltd.が、平

成23年10月にタイ国において発生した洪水により、工場建屋及び設備の浸水被害を受けております。 

今回の洪水による被害及び業績への影響につきましては、浸水被害による原材料、製品、仕掛品の減耗等に

より51,488千円の見込となっております。 
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４．補足情報 

(1)販売の状況 

当第２四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２四半期

連結累計期間

（千円） 

当第２四半期

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 2,451,773 2,480,519 101.2 4,432,109

ウインドウレギュレーター用部品 585,937 587,810 100.3 1,098,031

ロック用部品 455,097 478,150 105.1 818,192

その他 753,085 1,047,964 139.2 1,431,553

小計 4,245,893 4,594,444 108.2 7,779,886

その他 370,095 407,397 110.1 800,904

合計 4,615,989 5,001,842 108.4 8,580,791

(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２四半期 

連結累計期間 

当第２四半期 

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 1,975,143 42.8 2,014,591 40.3 3,488,674 40.7
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