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1. 2022年3月期第2四半期の連結業績（2021年4月1日～2021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
親会社株主に帰属する四

半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2022年3月期第2四半期 65,574 34.5 3,417 ― 3,483 ― 1,864 ―

2021年3月期第2四半期 48,768 △26.2 △1,634 ― △1,647 ― △2,469 ―

（注）包括利益 2022年3月期第2四半期　　3,414百万円 （―％） 2021年3月期第2四半期　　△3,207百万円 （―％）

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

2022年3月期第2四半期 259.32 ―

2021年3月期第2四半期 △342.39 ―

(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

2022年3月期第2四半期 91,203 45,886 47.7 6,177.87

2021年3月期 86,800 43,218 47.3 5,673.72

（参考）自己資本 2022年3月期第2四半期 43,480百万円 2021年3月期 41,048百万円

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

2021年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

2022年3月期 ― 40.00

2022年3月期（予想） ― 50.00 90.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

3. 2022年 3月期の連結業績予想（2021年 4月 1日～2022年 3月31日）

（％表示は、対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する

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 134,900 19.3 5,200 311.5 5,000 224.5 2,700 317.8 373.19

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無

新規 ― 社 （社名） 、 除外 ― 社 （社名）

(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

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有

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

(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） 2022年3月期2Q 8,380,711 株 2021年3月期 8,380,711 株

② 期末自己株式数 2022年3月期2Q 1,342,606 株 2021年3月期 1,145,779 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2022年3月期2Q 7,190,968 株 2021年3月期2Q 7,211,071 株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料は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。
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　セグメント

売　上　高 営　業　利　益

前第２四半
期連結累計

当第２四半
期連結累計

増減
増減率※

(外貨ベース)

前第２四半
期連結累計

当第２四半
期連結累計

増減
増減率※

(外貨ベース)

(百万円) (百万円) (百万円) （％） (百万円) (百万円) (百万円) （％）

　日本 21,366 28,534 7,167 33.5 △1,765 138 1,904 107.9

　米国 10,821 14,750 3,929 32.8 △1,043 △12 1,031 98.8

　欧州 1,090 2,352 1,261 93.8 △279 27 307 108.9

　アジア 5,646 7,497 1,850 28.0 341 1,281 940 274.6

　中国 9,350 12,328 2,977 19.9 1,049 1,864 815 58.1

　その他
　(含む消去)

493 112 △381 △77.1 63 117 53 84.8

　合計 48,768 65,574 16,805 30.3 △1,634 3,417 5,052 318.4

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第２四半期連結累計期間の経済環境は、持ち直しの動きがみられたものの、半導体不足、原材料の高騰、及び

新型コロナウイルスの感染拡大の影響等により依然として厳しい状況にあります。今後の景気は、半導体不足の解

消及びコロナ禍からの回復動向等に左右されることから、不透明感が引き続き継続することが懸念されます。

このような状況の中、当企業集団の売上高（外貨ベース）は、国内外において、前年同期比で大幅に増加しまし

た。営業利益は、全地域において増益となりました。親会社株主に帰属する四半期純利益については、法人税等の

増加がありましたが、売上高等の大幅増加により、前年同期比増益となりました。

この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は前年同期比16,805百万円増加し、65,574百万円（34.5%増）、

営業利益は5,052百万円増加し、3,417百万円、経常利益は5,131百万円増加し、3,483百万円、親会社株主に帰属す

る四半期純利益は4,333百万円増加し、1,864百万円となりました。

セグメントの業績は次のとおりであります。

海外連結子会社の当第２四半期連結累計期間の決算日は６月30日であり、連結財務諸表の作成にあたっては同日

現在の財務諸表を使用しております。ただし、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調

整を行っております。該当するセグメントは、米国、欧州、アジア、中国であります。

国内子会社の決算日は連結会計年度の末日と一致しております。該当するセグメントは、その他であります。

※表中の増減率（外貨ベース）は、海外売上の為替換算レート変動による差異を補正した場合の増減率です。

① 日本

自動車用及び建設産業機械用売上高は、前期は新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け、主要客先の受注が

減少していましたが、今期は、受注の増加等により、前期比大幅に増加しました。この結果、当該セグメントの売

上高は、7,167百万円増加し、28,534百万円となりました。

営業利益は、売上の大幅増加等により、前年同期比1,904百万円増加し、138百万円となりました。

② 米国

自動車用売上は、前期は新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け、主要客先の受注が減少していましたが、

今期は、新規受注機種の量産開始等により、前期比大幅に増加しました。建設産業機械用売上は、旧型品の生産停

止により、前期比減少しました。この結果、当該セグメントの売上高は、前年同期比3,929百万円増加し、14,750

百万円となりました。外貨ベースでは、32.8％の増加となりました。

営業利益は、売上の大幅増加等により、前年同期比1,031百万円改善し、△12百万円となりました。
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③ 欧州

チェコ及びロシアにおいて自動車用売上高について、前期は新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け、主要

客先の受注が減少していましたが、今期は、受注の増加等により、前期比大幅に増加しました。この結果、当該セ

グメントの売上高は、前年同期比1,261百万円増加し、2,352百万円となりました。外貨ベースでは、93.8％の増加

となりました。

営業利益は、売上の大幅増加等により、前年同期比307百万円増加し、27百万円の黒字となりました。外貨ベー

スでは、108.9％の増益となりました。

④ アジア

タイ、インドネシア及びベトナム拠点ともに自動車用売上高は、前期は新型コロナウイルスの感染拡大の影響を

受け、主要客先の受注が減少していましたが、今期は、受注の増加等により、前期比大幅に増加しました。この結

果、当該セグメントの売上高は、前年同期比1,850百万円増加し、7,497百万円となりました。外貨ベースでは、

28.0％の増加となりました。

営業利益は、売上の大幅増加等により、前年同期比940百万円増加し、1,281百万円となりました。外貨ベースで

は、274.6％の増益となりました。

⑤ 中国

自動車用及び建設産業機械用売上高は、前期は新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け、主要客先の受注が

減少していましたが、今期は、受注の増加等により、前期比大幅に増加しました。この結果、当該セグメントの売

上高は、前年同期比2,977百万円増加し、12,328百万円となりました。外貨ベースでは、19.9％の増加となりまし

た。

営業利益は、売上の大幅増加等により、前年同期比815百万円増加し、1,864百万円となりました。外貨ベースで

は、58.1％の増益となりました。

（２）財政状態に関する説明

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の総資産は、現預金、売掛金及び棚卸資産等の増加により、前連結会計年度末比

4,403百万円増加し、91,203百万円となりました。

　負債は、買掛金及び借入金等の増加により、1,734百万円増加し、45,317百万円となりました。

　純資産は、利益剰余金及び為替換算調整勘定の増加等により、2,668百万円増加し、45,886百万円となりまし

た。

② キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前年同期比3,437百万円増加し、16,088

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・フローの増減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・フローは、税金等調整前四半期純利益の増加により前年同期比3,432百万円増加

し、5,125百万円のキャッシュインとなりました。

　投資活動によるキャッシュ・フローは、支出が前年同期比637百万円増加し、3,074百万円のキャッシュアウト

となりました。

　この結果、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローの合計であるフリー・キ

ャッシュフローは、前年同期比2,795百万円増加し、2,050百万円のキャッシュインとなりました。

　また、財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済、自己株式の取得等により、支出が前年同期

比978百万円増加し、999百万円のキャッシュアウトとなりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

連結業績予想につきましては、2021年５月17日公表しました業績予想の見直しは、行っておりません。
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 14,403 15,861

受取手形及び売掛金 24,145 24,701

電子記録債権 3,025 3,041

有価証券 489 489

商品及び製品 2,962 3,132

仕掛品 523 638

原材料及び貯蔵品 5,290 6,537

その他 2,650 2,859

貸倒引当金 △165 △184

流動資産合計 53,326 57,077

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 5,844 5,819

機械装置及び運搬具（純額） 14,537 14,350

土地 2,344 2,366

リース資産（純額） 424 407

建設仮勘定 3,642 4,406

その他（純額） 1,883 1,857

有形固定資産合計 28,676 29,207

無形固定資産

のれん 11 -

その他 1,222 1,405

無形固定資産合計 1,234 1,405

投資その他の資産

投資有価証券 2,009 1,936

退職給付に係る資産 848 835

繰延税金資産 89 126

従業員に対する長期貸付金 0 0

その他 628 625

貸倒引当金 △13 △11

投資その他の資産合計 3,563 3,513

固定資産合計 33,474 34,126

資産合計 86,800 91,203

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

- 4 -

株式会社ティラド（7236）
2022年3月期　第2四半期決算短信



（単位：百万円）

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 13,074 13,591

電子記録債務 3,295 3,740

短期借入金 10,675 9,626

リース債務 444 459

未払法人税等 484 739

未払費用 2,628 2,846

賞与引当金 1,116 1,663

役員賞与引当金 - 30

製品保証引当金 578 411

受注損失引当金 148 158

営業外電子記録債務 461 266

その他 1,774 1,037

流動負債合計 34,681 34,571

固定負債

長期借入金 5,910 7,442

リース債務 1,856 1,761

繰延税金負債 694 1,100

退職給付に係る負債 230 241

資産除去債務 91 91

その他 117 107

固定負債合計 8,900 10,745

負債合計 43,582 45,317

純資産の部

株主資本

資本金 8,570 8,570

資本剰余金 7,521 7,534

利益剰余金 27,466 29,330

自己株式 △2,258 △2,909

株主資本合計 41,299 42,526

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定 △1,171 40

退職給付に係る調整累計額 920 913

その他の包括利益累計額合計 △250 953

非支配株主持分 2,169 2,405

純資産合計 43,218 45,886

負債純資産合計 86,800 91,203
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日
　至　2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

売上高 48,768 65,574

売上原価 45,951 57,181

売上総利益 2,817 8,392

販売費及び一般管理費

荷造及び発送費 587 874

給料及び手当 971 900

賞与引当金繰入額 209 467

役員賞与引当金繰入額 0 30

退職給付費用 40 37

福利厚生費 550 565

製品保証引当金繰入額 131 106

研究開発費 519 620

その他 1,442 1,371

販売費及び一般管理費合計 4,452 4,975

営業利益又は営業損失（△） △1,634 3,417

営業外収益

受取利息 52 71

受取配当金 3 2

持分法による投資利益 - 13

為替差益 23 -

補助金収入 89 -

その他 114 119

営業外収益合計 283 205

営業外費用

支払利息 137 114

持分法による投資損失 152 -

為替差損 - 16

その他 5 8

営業外費用合計 296 139

経常利益又は経常損失（△） △1,647 3,483

特別利益

固定資産売却益 39 5

ゴルフ会員権売却益 - 11

特別利益合計 39 16

特別損失

固定資産売却損 34 1

固定資産除却損 76 44

関係会社清算損 12 -

課徴金等 3 -

特別損失合計 126 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（△）
△1,734 3,453

法人税、住民税及び事業税 481 1,033

法人税等調整額 109 372

法人税等合計 590 1,406

四半期純利益又は四半期純損失（△） △2,324 2,046

非支配株主に帰属する四半期純利益 144 181

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株

主に帰属する四半期純損失（△）
△2,469 1,864

（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）
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日
　至　2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年９月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △2,324 2,046

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 1 -

為替換算調整勘定 △820 1,367

退職給付に係る調整額 △4 △7

持分法適用会社に対する持分相当額 △59 8

その他の包括利益合計 △883 1,368

四半期包括利益 △3,207 3,414

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △3,287 3,069

非支配株主に係る四半期包括利益 79 345

（四半期連結包括利益計算書）

（第２四半期連結累計期間）
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日
　至　2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日

　至　2021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又は税金等調整前四

半期純損失（△）
△1,734 3,453

減価償却費 3,060 2,788

退職給付費用 △6 △9

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 28 18

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △4 -

貸倒引当金の増減額（△は減少） 76 4

賞与引当金の増減額（△は減少） △446 545

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △42 30

製品保証引当金の増減額（△は減少） 56 △180

固定資産除却損 76 44

固定資産売却損益（△は益） △5 △3

課徴金等 3 -

受取利息及び受取配当金 △56 △73

支払利息 137 114

為替差損益（△は益） △2 △5

持分法による投資損益（△は益） 152 △13

売上債権の増減額（△は増加） 3,809 363

棚卸資産の増減額（△は増加） △496 △1,080

仕入債務の増減額（△は減少） △2,175 334

その他の流動資産の増減額（△は増加） 329 △170

その他の流動負債の増減額（△は減少） △341 △311

その他 60 56

小計 2,480 5,905

利息及び配当金の受取額 56 166

利息の支払額 △131 △97

法人税等の支払額 △712 △849

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,692 5,125

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △2,508 △2,749

有形固定資産の売却による収入 165 12

無形固定資産の取得による支出 △129 △277

投資有価証券の売却による収入 1 7

定期預金の預入による支出 △465 △432

定期預金の払戻による収入 485 462

資産除去債務の履行による支出 - △100

その他 14 1

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,437 △3,074

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） 1,252 468

長期借入れによる収入 - 3,520

長期借入金の返済による支出 △502 △3,980

自己株式の取得による支出 △0 △687

配当金の支払額 △359 -

非支配株主への配当金の支払額 △132 △108

その他 △278 △211

財務活動によるキャッシュ・フロー △21 △999

現金及び現金同等物に係る換算差額 △308 422

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,074 1,473

現金及び現金同等物の期首残高 13,724 14,614

現金及び現金同等物の四半期末残高 12,650 16,088

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
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（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

　当社は、2021年７月20日開催の取締役会決議に基づき、取締役及び常務執行役員に対する譲渡制限付株式報酬と

して2021年８月20日付で、自己株式18,047株の処分を実施いたしました。また、2021年8月２日開催の取締役会決

議に基づき、自己株式214,500株の取得を行いました。

　この結果、当第２四半期連結累計期間において自己株式が650百万円、資本剰余金（自己株式処分差益）が12百

万円増加し、当第２四半期連結会計期間末において自己株式が2,909百万円、資本剰余金が7,534百万円となってお

ります。

(会計方針の変更）

（収益認識に関する会計基準等の適用）

　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」という。）等を

第１四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又は

サービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。

収益認識会計基準の適用により、有償支給取引について、従来は、有償支給した支給品について消滅を認識して

おりましたが、支給品を買い戻す義務を負っている場合、当該支給品の消滅を認識しない方法に変更しておりま

す。

　収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従ってお

り、第１四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第１四半期連

結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認

識会計基準第86項に定める方法を適用し、第１四半期連結会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従ってほと

んどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第

86項また書き(1)に定める方法を適用し、第１四半期連結会計期間より前までに行われた契約変更について、すべて

の契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を第１四半期連結会計期間の期

首の利益剰余金に加減しております。

　この結果、当第２四半期連結累計期間の売上原価は11百万円減少し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半

期純利益はそれぞれ11百万円増加しております。なお、利益剰余金の当期首残高は、1百万円減少しております。

　なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号　2020年３月31日）第28－15項に定める経過的

な取扱いに従って、前第２四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しており

ません。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」という。）等

を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業

会計基準第10号 2019年７月４日）第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな

会計方針を、将来にわたって適用しております。これによる四半期連結財務諸表に与える影響はありません。

(追加情報）

(新型コロナウイルス感染拡大に伴う会計上の見積りについて)

　前連結会計年度の有価証券報告書の(追加情報)に記載した、新型コロナウイルス感染症による当社グループ事業

への影響に関する仮定について重要な変更はありません。
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（単位：百万円）

報告セグメント その他

（注）３
合計

日本 米国 欧州 アジア 中国 計

売上高

外部顧客への売上高 21,366 10,821 1,090 5,646 9,350 48,275 493 48,768

セグメント間の内部

売上高又は振替高
2,570 156 156 26 643 3,553 807 4,361

計 23,936 10,977 1,247 5,673 9,994 51,829 1,301 53,130

セグメント利益

又は損失（△）
△1,765 △1,043 △279 341 1,049 △1,698 △15 △1,713

利益又は損失 金額

報告セグメント計 △1,698

「その他」の区分の損失 △15

セグメント間取引消去 78

四半期連結損益計算書の営業損失（△） △1,634

（セグメント情報）

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自2020年４月１日 至2020年９月30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

（注）１．当社は、生産・販売体制を基礎とした当社・現地法人のセグメントから構成されており、「日本」、「米

国」、「欧州」、「アジア」、及び「中国」の５つを報告セグメントとしております。

　　　２．各報告セグメントに属する主な国又は地域

　　　　　欧州……………チェコ・ロシア・ドイツ

　　　　　アジア…………タイ・インドネシア・ベトナム

　　　３．「その他」の区分は、報告区分に含まれない事業セグメントであり、運送業などを営む国内子会社の事業

活動を含んでおります。

　　　４．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

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：百万円）

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

　該当事項はありません。

（のれんの金額の重要な変動）

　該当事項はありません。

（重要な負ののれん発生益）

　該当事項はありません。
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（単位：百万円）

報告セグメント その他

（注）３
合計

日本 米国 欧州 アジア 中国 計

売上高

外部顧客への売上高 28,534 14,750 2,352 7,497 12,328 65,462 112 65,574

セグメント間の内部

売上高又は振替高
3,528 73 136 105 941 4,784 932 5,716

計 32,062 14,823 2,488 7,603 13,269 70,246 1,044 71,291

セグメント利益

又は損失（△）
138 △12 27 1,281 1,864 3,299 13 3,313

利益又は損失 金額

報告セグメント計 3,299

「その他」の区分の利益 13

セグメント間取引消去 103

四半期連結損益計算書の営業利益 3,417

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自2021年４月１日 至2021年９月30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

（注）１．当社は、生産・販売体制を基礎とした当社・現地法人のセグメントから構成されており、「日本」、「米

国」、「欧州」、「アジア」、及び「中国」の５つを報告セグメントとしております。

　　　２．各報告セグメントに属する主な国又は地域

　　　　　欧州……………チェコ・ロシア・ドイツ

　　　　　アジア…………タイ・インドネシア・ベトナム

　　　３．「その他」の区分は、報告区分に含まれない事業セグメントであり、運送業などを営む国内子会社の事業

活動を含んでおります。

　　　４．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

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：百万円）

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

　該当事項はありません。

（のれんの金額の重要な変動）

　該当事項はありません。

（重要な負ののれん発生益）

　該当事項はありません。
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営業年度

前第2四半期連結

累計期間

（2020年４月１日

～2020年９月30日）

当第2四半期連結

累計期間

（2021年４月１日

～2021年９月30日）

差引 前連結会計年度

（2020年４月１日

～2021年３月31日）

用途 金額 構成比(%) 金額 構成比(%) 金額 増減率(%) 金額 構成比(%)

自動車用 36,160 74.1 48,683 74.2 12,522 34.6 85,817 75.9

建設産業機械用 10,260 21.0 14,780 22.6 4,519 44.1 22,381 19.8

空調機器用 1,005 2.1 997 1.5 △8 △0.8 1,961 1.7

その他 1,342 2.8 1,113 1.7 △229 △17.1 2,885 2.6

合計 48,768 100.0 65,574 100.0 16,805 34.5 113,046 100.0

３．補足情報

販売の状況（連結）

（単位:百万円）

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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