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1. 2022年8月期第2四半期の連結業績（2021年9月1日～2022年2月28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8月期第2四半期 14,218 7.0 2,786 28.4 2,864 29.0 1,893 30.9

2021年8月期第2四半期 13,293 △8.1 2,169 △12.9 2,220 △12.3 1,446 △14.3

（注）包括利益 2022年8月期第2四半期　　1,879百万円 （20.5％） 2021年8月期第2四半期　　1,559百万円 （△5.4％）

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8月期第2四半期 68.91 68.87

2021年8月期第2四半期 52.85 52.53

(2) 連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

2022年8月期第2四半期 51,954 40,594 77.3

2021年8月期 51,667 39,544 75.7

（参考）自己資本 2022年8月期第2四半期 40,144百万円 2021年8月期 39,108百万円

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8月期 ― 35.00 ― 35.00 70.00

2022年8月期 ― 35.00

2022年8月期（予想） ― 35.00 70.00

（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 8月期の連結業績予想（2021年 9月 1日～2022年 8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 30,000 8.6 4,500 12.6 4,550 9.3 3,200 4.1 116.69

（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

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有

(注)詳細は、添付資料８ページ「２．四半期連結財務諸表及び主な注記(３)四半期連結財務諸表に関する注記事項（四半期連結財務諸表の作成に特有の

会計処理の適用）」をご覧ください。

(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8月期2Q 28,194,728 株 2021年8月期 28,115,928 株

② 期末自己株式数 2022年8月期2Q 692,998 株 2021年8月期 692,963 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2022年8月期2Q 27,482,348 株 2021年8月期2Q 27,371,430 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

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。

実際の業績等は、業績の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。



１．当四半期決算に関する定性的情報 …………………………………………………………………………………… 2

（１）経営成績に関する説明 …………………………………………………………………………………………… 2

（２）財政状態に関する説明 …………………………………………………………………………………………… 3

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 ……………………………………………………………… 3

２．四半期連結財務諸表及び主な注記 …………………………………………………………………………………… 4

（１）四半期連結貸借対照表 …………………………………………………………………………………………… 4

（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 ……………………………………………………… 6

四半期連結損益計算書

第２四半期連結累計期間 ……………………………………………………………………………………… 6

四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間 ……………………………………………………………………………………… 7

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項 ………………………………………………………………………… 8

（継続企業の前提に関する注記） ………………………………………………………………………………… 8

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） ………………………………………………………… 8

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用） ……………………………………………………… 8

（会計方針の変更） ………………………………………………………………………………………………… 8

（収益認識関係） …………………………………………………………………………………………………… 8

（セグメント情報） ………………………………………………………………………………………………… 9

○添付資料の目次

- 1 -

㈱技研製作所(6289) 2022年８月期 第２四半期決算短信



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における当社グループを取り巻く事業環境は、国内では、年初からの新型コロナウイル

スの変異株（オミクロン株）の流行により事業活動には一定の制約を受ける状況が続きました。そうした中、国内の

公共投資は高水準で底堅く推移しており、また、減少していた民間建設投資にも持ち直しの動きが見られたことなど

により、顧客の設備投資意欲は緩やかな回復基調で推移しました。しかしながら、電子部品類の供給不足や物流の混

乱、原材料価格や建設資材価格の高騰などの影響は、軽微であるものの顕在化してきており、引き続き注視していく

必要があります。

　国内における工法提案活動では、災害からの復旧・復興事業に加え、地震・津波・高潮に備える防潮堤の改修や、

耐震化・水害対策での海岸および河川の護岸改修など、将来に備える防災・減災、国土強靱化施策を中心に、高速道

路リニューアルなどの道路延伸・改良事業や、岸壁を大水深化する港湾整備事業、ため池の耐震化対策、また、民間

プラントの液状化対策や洪水対策の遮水壁など、インプラント工法
※1
の適用範囲の拡大に取り組んだ結果、工法採用

は順調に増加しました。

　海外展開では、圧入原理の優位性を 大限に発揮し、建設の五大原則を高次元に遵守する工法提案活動に注力して

います。この活動による工事件数は着実に増加しており、インプラント工法の認知度を向上させています。海外の大

型案件については、オランダ・アムステルダム市の運河護岸改修に係る新技術開発プロジェクトでは、本案件のため

に新開発された電動ＧＲＢシステム
※2
が１月末に現地に到着し、パイロット施工の準備を進めています。ブラジルの

鉱滓ダム防災対策工事では、本格的な工事に向けて、防護壁の施工計画や現地企業への日本人スタッフによる技術指

導などを進めました。また、オーストラリアのシドニーフィッシュマーケット再開発プロジェクトで受注している基

礎工事（仮締切工）でも、圧入施工を進めています。

　当社グループは、当期を初年度とする新たな「中期経営計画（2022年８月期－2024年８月期）」を発表しました。

長期事業展望に掲げた10年後（2031年８月期）の売上高1,000億円を目指して、圧入原理の優位性を活かした新ビジ

ネスの創出に向け、具体的な取り組みをスタートさせています。その取り組みの一つとして、建設機械レンタル 大

手の株式会社アクティオとレンタル業務提携契約を締結しました。同社が国内外に有する広域レンタルの営業網と、

当社の製品への保守技術、オペレータ向け現場技術や営業などのノウハウを活かし、機械の供給体制を整え、新規顧

客の開拓を進め、圧入市場の拡大を図ります。

　このような状況のもと、当第２四半期連結累計期間における売上高は、14,218百万円（前年同四半期比7.0％

増）、営業利益は2,786百万円（同28.4％増）、経常利益は2,864百万円（同29.0％増）、親会社株主に帰属する四半

期純利益は1,893百万円（同30.9％増）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。

①建設機械事業

　顧客の設備投資意欲の回復に伴い、400ｍｍ幅Ｕ形鋼矢板用のサイレントパイラーＦ101、Ｆ111、ＳＸ１などの

一般機の入れ替え需要や、900ｍｍ幅ハット形鋼矢板用のサイレントパイラーＦ301-900の新規導入需要などで、販

売は堅調に推移したことにより、売上高は10,010百万円（前年同四半期比8.9％増）、セグメント利益は3,243百万

円（同30.3％増）となりました。

②圧入工事事業

　インプラント工法は、その優位性から緊急度や難易度の高い災害復旧、重要性の高い防災・減災対策や老朽化対

策、高速道路をはじめとする交通ネットワークの機能強化などを目的として、海岸堤防や河川護岸などの治水施設

の整備、港湾施設の岸壁改良、道路復旧や地すべり対策、道路の延伸・改良などに広く採用されています。

　このような状況のもと、圧入工事事業の売上高は4,208百万円（前年同四半期比2.5％増）となりました。一方、

利益面においては、前期と比較して、人員増強等により販売費及び一般管理費が増加し、セグメント利益は624百

万円（同7.5％減）となりました。

※１　インプラント工法：一本一本が高い剛性と品質を有した杭材を地中深く圧入し、地震や津波、洪水などの外

　　　力に粘り強く耐える「インプラント構造物」を構築する工法

※２　電動ＧＲＢシステム：完全電動化によりＣＯ２排出ゼロを可能とする次世代の圧入システム
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（２）財政状態に関する説明

（資産）

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287百万円増加して、51,954百万円と

なりました。これは、現金及び預金等の流動資産の増加837百万円に対し、機械装置及び運搬具等の固定資産の減

少549百万円の差引合計によるものであります。

（負債）

当第２四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末に比べ762百万円減少して、11,359百万円とな

りました。これは、賞与引当金等の流動負債において628百万円、長期借入金等の固定負債において134百万円の減

少があったことによるものであります。

（純資産）

当第２四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末に比べ1,050百万円増加して、40,594百万円

となりました。これは、利益剰余金等の増加によるものであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　通期の業績予想につきましては、2021年10月11日公表の業績予想から変更はありません。
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(2021年８月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2022年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 10,589 12,228

受取手形及び売掛金 6,699 －

受取手形、売掛金及び契約資産 － 6,672

電子記録債権 1,234 1,140

製品 3,296 3,163

仕掛品 1,627 1,478

未成工事支出金 104 37

原材料及び貯蔵品 2,877 2,698

その他 483 330

貸倒引当金 △4 △5

流動資産合計 26,907 27,745

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 6,900 7,468

機械装置及び運搬具 13,134 12,412

土地 9,720 9,717

建設仮勘定 1,206 823

その他 1,421 1,617

減価償却累計額 △12,318 △12,588

有形固定資産合計 20,064 19,450

無形固定資産 275 253

投資その他の資産

投資有価証券 1,186 1,202

繰延税金資産 1,700 1,684

その他 1,548 1,634

貸倒引当金 △16 △16

投資その他の資産合計 4,418 4,505

固定資産合計 24,759 24,209

資産合計 51,667 51,954

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：百万円）

前連結会計年度
(2021年８月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2022年２月28日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,534 1,512

電子記録債務 978 832

短期借入金 718 719

未払法人税等 849 945

前受金 3,711 －

契約負債 － 4,128

賞与引当金 679 398

その他の引当金 20 21

その他 2,035 1,342

流動負債合計 10,527 9,899

固定負債

長期借入金 538 448

製品機能維持引当金 53 29

退職給付に係る負債 102 107

その他の引当金 1 2

その他 898 873

固定負債合計 1,594 1,460

負債合計 12,122 11,359

純資産の部

株主資本

資本金 8,892 8,958

新株式申込証拠金 0 －

資本剰余金 10,069 10,135

利益剰余金 20,596 21,530

自己株式 △304 △305

株主資本合計 39,253 40,318

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 0 12

繰延ヘッジ損益 18 9

為替換算調整勘定 △138 △170

退職給付に係る調整累計額 △26 △25

その他の包括利益累計額合計 △145 △174

新株予約権 0 －

非支配株主持分 435 450

純資産合計 39,544 40,594

負債純資産合計 51,667 51,954
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　2020年９月１日
　至　2021年２月28日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2021年９月１日

　至　2022年２月28日)

売上高 13,293 14,218

売上原価 7,995 8,275

売上総利益 5,297 5,942

販売費及び一般管理費 3,127 3,156

営業利益 2,169 2,786

営業外収益

受取利息 0 3

受取配当金 7 8

不動産賃貸料 16 21

為替差益 － 17

保険解約返戻金 9 －

その他 25 32

営業外収益合計 59 83

営業外費用

支払利息 5 3

不動産賃貸費用 0 0

株式交付費 1 1

その他 0 0

営業外費用合計 8 6

経常利益 2,220 2,864

特別損失

固定資産廃棄損 21 －

特別損失合計 21 －

税金等調整前四半期純利益 2,199 2,864

法人税等 750 964

四半期純利益 1,448 1,899

非支配株主に帰属する四半期純利益 2 5

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,446 1,893

（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９月１日
　至　2021年２月28日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2021年９月１日

　至　2022年２月28日)

四半期純利益 1,448 1,899

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 23 11

繰延ヘッジ損益 △11 △16

為替換算調整勘定 99 △16

退職給付に係る調整額 0 0

その他の包括利益合計 110 △20

四半期包括利益 1,559 1,879

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,533 1,864

非支配株主に係る四半期包括利益 26 14

（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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（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。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

・税金費用の計算

　税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計

適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

（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。

　この結果、当第２四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表に与える影響は軽微であります。また、利益剰余金

の当期首残高への影響はありません。

　収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた

「受取手形及び売掛金」は、第１四半期連結会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含め表示し、ま

た、「流動負債」に表示していた「前受金」は、第１四半期連結会計期間より「契約負債」に含めて表示すること

としました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな

表示方法により組替えを行っておりません。さらに、「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することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響

はありません。

（収益認識関係）

　顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「２．四半期連結財務諸表及び主な注記（３）四半期連結財務諸

表に関する注記事項（セグメント情報）」に記載のとおりであります。
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（単位：百万円）

報告セグメント
合計

調整額
(注)１

四半期連結損益
計算書計上額

(注)２建設機械事業 圧入工事事業

売上高

外部顧客への売上高 9,188 4,104 13,293 － 13,293

セグメント間の内部

売上高または振替高
445 100 546 △546 －

計 9,634 4,205 13,839 △546 13,293

セグメント利益 2,489 675 3,164 △994 2,169

（単位：百万円）

報告セグメント
合計

調整額
(注)１

四半期連結損益
計算書計上額

(注)２建設機械事業 圧入工事事業

売上高

日本 9,268 2,821 12,089 － 12,089

その他の地域 742 1,386 2,128 － 2,128

顧客との契約から

生じる収益
10,010 4,208 14,218 － 14,218

外部顧客への売上高 10,010 4,208 14,218 － 14,218

セグメント間の内部

売上高または振替高
454 62 517 △517 －

計 10,464 4,270 14,735 △517 14,218

セグメント利益 3,243 624 3,868 △1,081 2,786

（セグメント情報）

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　2020年９月１日　至　2021年２月28日）

　報告セグメントごとの売上高および利益または損失の金額に関する情報

（注）１．セグメント利益の調整額△994百万円には、セグメント間取引消去34百万円、各報告セグメント

に配分していない全社費用△1,029百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメント

に帰属しない一般管理費であります。

　　　２．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。

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　2021年９月１日　至　2022年２月28日）

　報告セグメントごとの売上高および利益または損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

（注）１．セグメント利益の調整額△1,081百万円には、セグメント間取引消去34百万円、各報告セグメン

トに配分していない全社費用△1,116百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメン

トに帰属しない一般管理費であります。

　　　２．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。
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