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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１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症を中心として経済活動の停滞が依

然として続いております。また、世界的な半導体等の部品不足、ウクライナ情勢等の影響による原材料価格及び原

油価格の高騰、為替相場の動向等による世界的なインフレ懸念の高まりにより、国内景気や企業収益に与える影響

については依然として先行き不透明な状況が続いております。

当社グループの関係する自動車業界では、半導体不足の影響は少しずつ改善しているものの、今期全般にわたっ

てこの状況が続くという見方もあり、新車発表のスケジュールに遅れが出るなどの懸念もされております。

このような状況のなか、当社グループにおきましては、生産調整等の受注減少により、売上高は当初の予想値を

下回る結果となりました。各利益につきましては、原価低減、販売費及び一般管理費の低減等により収益の改善に

取り組みましたが、各利益ともに当初の予想値を下回る結果となりました。

この結果、当第１四半期連結累計期間における売上高は2,923百万円（前年同期比12.0％減少）、営業損失27百

万円（前年同四半期は営業利益1百万円）、経常損失21百万円（前年同四半期は経常利益５百万円）、親会社株主

に帰属する四半期純損失59百万円（前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純損失19百万円）となりました。

（２）財政状態に関する説明

（資産）

当第１四半期連結会計期間末における流動資産は5,004百万円となり、前連結会計年度末に比べ521百万円減少し

ました。主な内訳は、現金及び預金495百万円が減少したこと等によるものです。有形固定資産は5,192百万円とな

り、前連結会計年度末に比べ355百万円増加しました。主な内訳は、連結子会社PT.IKUYO INDONESIAの自社工場建

設等により建設仮勘定の計上によるものです。投資その他の資産は393百万円となり、前連結会計年度末に比べ27

百万円減少しました。主な内訳は、繰延税金資産21百万円が減少したこと等によるものです。

この結果、資産合計は11,007百万円となり、前連結会計年度末に比べ174百万円減少しました。

（負債）

当第１四半期連結会計期間末における流動負債は3,797百万円となり、前連結会計年度末に比べ106百万円減少し

ました。主な内訳は、1年内返済予定の長期借入金50百万円、未払法人税等95百万円が減少したこと等によるもの

です。固定負債は2,351百万円となり、前連結会計年度末に比べ91百万円減少しました。主な内訳は、長期借入金

90百万円が減少したこと等によるものです。

この結果、負債合計は6,149百万円となり、前連結会計年度末に比べ197百万円減少しました。

（純資産）

当第１四半期連結会計期間末における純資産は4,857百万円となり、前連結会計年度末に比べ23百万円増加しま

した。主な内訳は配当金の支払により15百万円減少し、親会社株主に帰属する四半期純損失59百万円計上したこと

により、利益剰余金74百万円が減少、為替換算調整勘定89百万円が増加したこと等によるものです。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2023年３月期における第２四半期累計期間及び通期の業績予想につきましては、現時点では2022年５月16日に公

表いたしました業績予想に変更はありません。
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2022年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,282,817 1,787,198

受取手形及び売掛金 1,894,325 1,977,917

電子記録債権 550,578 439,873

商品及び製品 126,989 138,528

仕掛品 204,284 156,451

原材料及び貯蔵品 330,028 325,283

その他 136,199 178,794

流動資産合計 5,525,223 5,004,046

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 5,528,496 5,533,869

減価償却累計額 △4,303,226 △4,329,749

建物及び構築物（純額） 1,225,270 1,204,120

機械装置及び運搬具 3,696,187 3,703,463

減価償却累計額 △2,937,701 △2,990,048

機械装置及び運搬具（純額） 758,486 713,414

工具、器具及び備品 26,916,926 27,024,257

減価償却累計額 △25,525,117 △25,658,371

工具、器具及び備品（純額） 1,391,809 1,365,885

土地 1,287,158 1,287,158

リース資産 6,333 6,333

減価償却累計額 △4,116 △4,433

リース資産（純額） 2,216 1,900

建設仮勘定 171,935 619,630

有形固定資産合計 4,836,876 5,192,109

無形固定資産 398,507 417,266

投資その他の資産 420,735 393,653

固定資産合計 5,656,119 6,003,028

資産合計 11,181,342 11,007,074

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
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2022年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,535,674 2,326,246

１年内返済予定の長期借入金 340,000 290,000

未払法人税等 129,484 34,029

賞与引当金 68,673 27,799

前受金 10,614 128,871

設備関係支払手形 127,269 78,957

その他 692,899 912,077

流動負債合計 3,904,615 3,797,980

固定負債

長期借入金 1,620,000 1,530,000

退職給付に係る負債 821,592 820,620

繰延税金負債 329 391

その他 1,323 882

固定負債合計 2,443,245 2,351,893

負債合計 6,347,860 6,149,874

純資産の部

株主資本

資本金 2,298,010 2,298,010

資本剰余金 23,860 23,860

利益剰余金 2,478,582 2,403,945

自己株式 △26,907 △26,907

株主資本合計 4,773,544 4,698,908

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 92,973 89,657

為替換算調整勘定 △31,793 57,523

退職給付に係る調整累計額 △35,151 △24,775

その他の包括利益累計額合計 26,028 122,405

非支配株主持分 33,907 35,886

純資産合計 4,833,481 4,857,200

負債純資産合計 11,181,342 11,007,074
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（単位：千円）

 前第１四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日
　至　2022年６月30日)

売上高 3,320,390 2,923,127

売上原価 2,962,365 2,620,432

売上総利益 358,024 302,694

販売費及び一般管理費 356,281 330,235

営業利益又は営業損失（△） 1,742 △27,540

営業外収益

受取利息 720 4,173

受取配当金 5,904 4,309

その他 1,069 1,971

営業外収益合計 7,694 10,455

営業外費用

支払利息 3,096 2,882

為替差損 - 1,134

その他 609 279

営業外費用合計 3,705 4,296

経常利益又は経常損失（△） 5,731 △21,381

特別利益

固定資産売却益 765 9

特別利益合計 765 9

特別損失

固定資産除売却損 - 931

投資有価証券売却損 5 -

特別損失合計 5 931

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（△）
6,492 △22,303

法人税、住民税及び事業税 6,799 5,164

法人税等調整額 17,311 31,630

法人税等合計 24,111 36,795

四半期純損失（△） △17,618 △59,099

非支配株主に帰属する四半期純利益 2,090 304

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △19,709 △59,403

（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１四半期連結累計期間）
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（単位：千円）

 前第１四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日
　至　2022年６月30日)

四半期純損失（△） △17,618 △59,099

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △8,885 △3,316

為替換算調整勘定 13,661 90,990

退職給付に係る調整額 4,037 10,375

その他の包括利益合計 8,813 98,050

四半期包括利益 △8,805 38,951

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △12,569 36,973

非支配株主に係る四半期包括利益 3,763 1,978

（四半期連結包括利益計算書）

（第１四半期連結累計期間）
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（３）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）

該当事項はありません。

（セグメント情報等）
【セグメント情報】

当社は、自動車部品事業を単一のセグメントとして運営しており、これ以外に報告セグメントがないため、記

載を省略しております。
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