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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３四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の行動制限の緩和による、経済活

動の回復が期待されていました。しかしその一方で、ウクライナ情勢の長期化などによる原材料、エネルギー価格

の高騰、円安の進行による家計圧迫など、国内景気を下押しするリスクもあり、経営環境は依然として予断を許さ

ない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、自動車生産台数は、コロナや半導体不足等による需給のひっ迫もあ

り、緩やかな回復に留まりました。

このような状況のなか、連結業績につきましては、国内の各完成車メーカーは、半導体等の部品供給不足による

生産遅れも徐々に回復基調にあり、当社グループの売上高は当初の予想値を若干下回る結果となりました。各利益

につきましては、売上高の減少による利益率の低下、原材料、副資材、電力価格等の高騰により利益が圧迫されて

おりますが、一時的な試作受注に関する一括売上が計上され、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する四半期

純利益ともに、当初の予想値を上回る結果となりました。

この結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は10,713百万円（前年同期比11.6％増加）、営業利益430

百万円（前年同期比753.5％増加）、経常利益439百万円（前年同期比652.9％増加）、親会社株主に帰属する四半

期純利益280百万円（前年同期比82.6％増加）となりました。

なお、当第３四半期連結会計期間における特殊要因として、投資有価証券評価損１百万円を特別損失として計上

しております。

（２）財政状態に関する説明

（資産）

当第3四半期連結会計期間末における流動資産は7,067百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,542百万円増加

しました。主な内訳は、受取手形及び売掛金374百万円、仕掛品228百万円が増加したこと等によるものです。有形

固定資産は6,264百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,427百万円増加しました。主な内訳は、連結子会社

PT.IKUYO INDONESIAの自社工場建設に係る建設仮勘定等の計上によるものです。投資その他の資産は487百万円と

なり、前連結会計年度末に比べ66百万円増加しました。

この結果、資産合計は14,292百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,111百万円増加しました。

（負債）

当第３四半期連結会計期間末における流動負債は6,133百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,228百万円増加

しました。主な内訳は、支払手形及び買掛金876百万円、設備関係支払手形1,068百万円が増加したこと等によるも

のです。固定負債は2,798百万円となり、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、長期借入

金345百万円が増加したこと等によるものです。

この結果、負債合計は8,931百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,583百万円増加しました。

（純資産）

当第３四半期連結会計期間末における純資産は5,360百万円となり、前連結会計年度末に比べ527百万円増加しま

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利益280百万円計上したこ

とにより、利益剰余金264百万円が増加、為替換算調整勘定250百万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月期における通期の業績予想につきましては、現時点では2022年11月14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３四半期連結会計期間
(2022年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,282,817 2,997,283

受取手形及び売掛金 1,894,325 2,269,193

電子記録債権 550,578 586,865

商品及び製品 126,989 131,090

仕掛品 204,284 432,782

原材料及び貯蔵品 330,028 381,461

その他 136,199 268,647

流動資産合計 5,525,223 7,067,325

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 5,528,496 5,544,958

減価償却累計額 △4,303,226 △4,383,830

建物及び構築物（純額） 1,225,270 1,161,128

機械装置及び運搬具 3,696,187 3,723,868

減価償却累計額 △2,937,701 △3,097,544

機械装置及び運搬具（純額） 758,486 626,324

工具、器具及び備品 26,916,926 28,054,288

減価償却累計額 △25,525,117 △25,968,862

工具、器具及び備品（純額） 1,391,809 2,085,425

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 △5,066

リース資産（純額） 2,216 1,266

建設仮勘定 171,935 1,103,282

有形固定資産合計 4,836,876 6,264,585

無形固定資産 398,507 473,417

投資その他の資産 420,735 487,152

固定資産合計 5,656,119 7,225,155

資産合計 11,181,342 14,292,480

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３四半期連結会計期間
(2022年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,535,674 3,411,762

１年内返済予定の長期借入金 340,000 485,000

未払法人税等 129,484 84,908

賞与引当金 68,673 77,656

前受金 10,614 179,485

設備関係支払手形 127,269 1,195,843

その他 692,899 698,407

流動負債合計 3,904,615 6,133,062

固定負債

長期借入金 1,620,000 1,965,000

退職給付に係る負債 821,592 833,246

その他 1,652 432

固定負債合計 2,443,245 2,798,678

負債合計 6,347,860 8,931,741

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 2,743,378

自己株式 △26,907 △26,963

株主資本合計 4,773,544 5,038,286

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 94,448

為替換算調整勘定 △31,793 218,293

退職給付に係る調整累計額 △35,151 △28,744

その他の包括利益累計額合計 26,028 283,996

非支配株主持分 33,907 38,455

純資産合計 4,833,481 5,360,738

負債純資産合計 11,181,342 14,292,480
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（単位：千円）

 前第３四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日
　至　2022年12月31日)

売上高 9,596,964 10,713,284

売上原価 8,523,993 9,187,867

売上総利益 1,072,971 1,525,417

販売費及び一般管理費 1,022,513 1,094,755

営業利益 50,457 430,662

営業外収益

受取利息 2,998 10,186

受取配当金 8,353 7,333

その他 8,573 5,045

営業外収益合計 19,925 22,565

営業外費用

支払利息 9,038 9,672

為替差損 - 2,514

その他 3,030 1,987

営業外費用合計 12,068 14,174

経常利益 58,314 439,053

特別利益

固定資産売却益 994 171

投資有価証券売却益 103,526 -

補助金収入 82,080 -

特別利益合計 186,601 171

特別損失

固定資産除売却損 11,126 2,361

投資有価証券評価損 6,560 1,679

投資有価証券売却損 5 -

特別損失合計 17,691 4,041

税金等調整前四半期純利益 227,224 435,183

法人税、住民税及び事業税 52,460 117,709

法人税等調整額 18,415 37,584

法人税等合計 70,876 155,293

四半期純利益 156,347 279,889

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主

に帰属する四半期純損失（△）
3,001 △140

親会社株主に帰属する四半期純利益 153,345 280,029

（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３四半期連結累計期間）
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（単位：千円）

 前第３四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日
　至　2022年12月31日)

四半期純利益 156,347 279,889

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △60,275 1,474

為替換算調整勘定 22,768 254,774

退職給付に係る調整額 12,113 6,406

その他の包括利益合計 △25,392 262,655

四半期包括利益 130,954 542,545

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 125,163 537,998

非支配株主に係る四半期包括利益 5,790 4,547

（四半期連結包括利益計算書）

（第３四半期連結累計期間）
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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。

（会計方針の変更）

（時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用）

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年６月17日。以下「時価算定会

計基準適用指針」という。）を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-２項に

定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用すること

といたしました。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。

（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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