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1. 2023年3月期第2四半期の連結業績（2022年4月1日～2022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 ％

2023年3月期第2四半期 20,292 △5.3 2,810 1.7 4,751 56.2 2,986 68.4

2022年3月期第2四半期 21,434 48.2 2,762 481.7 3,042 602.4 1,773 ―

（注）包括利益 2023年3月期第2四半期　　3,977百万円 （52.8％） 2022年3月期第2四半期　　2,603百万円 （181.0％）

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

2023年3月期第2四半期 92.51 ―

2022年3月期第2四半期 54.94 ―

※当社は2021年11月１日付で普通株式１株につき４株の割合で株式分割を実施しております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１
株当たり四半期純利益を算定しております。

(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 ％

2023年3月期第2四半期 85,184 43,823 42.7

2022年3月期 81,317 40,231 40.7

（参考）自己資本 2023年3月期第2四半期 36,364百万円 2022年3月期 33,121百万円

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

2022年3月期 ― 25.00 ― 12.00 ―

2023年3月期 ― 14.00

2023年3月期（予想） ― 14.00 28.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

※当社は2021年11月１日付で普通株式１株を４株とする株式分割を実施しております。2022年３月期の第２四半期以前の配当金については当該株式分前の

実際の配当金の額を記載しておりますので、年間配当金合計は「－」として記載しております。なお、株式分割を考慮しない場合の期末配当金は１株当たり48
円、年間配当金は１株当たり73円となります。

3. 2023年 3月期の連結業績予想（2022年4月1日～2023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 39,500 △4.4 4,000 △23.0 5,400 △17.5 3,400 △11.6 105.33

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有



※ 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 ： 有

（注）詳細は、添付資料９ページ「２．四半期連結財務諸表及び主な注記（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項」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 ： 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

(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） 2023年3月期2Q 36,196,968 株 2022年3月期 36,196,968 株

② 期末自己株式数 2023年3月期2Q 3,917,864 株 2022年3月期 3,917,336 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年3月期2Q 32,279,428 株 2022年3月期2Q 32,281,073 株

※2021年11月１日付で普通株式１株を４株とする株式分割を実施したため、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、期末発行済株

式数、期末自己株式数及び期中平均株式数を算定しております。

※ 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、業況の変化
等により、上記予想数値と異なる場合があります。

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、添付資料２ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業
績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

（決算補足説明資料の入手方法）

2022年11月30日開催予定の決算説明会後、当社ホームページに記載する予定です。
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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2四半期連結累計期間（2022年４月１日～2022年９月30日）における経済活動は設備投資が底堅く推移した

ものの、国内では円安が加速し、中国ではゼロコロナ政策による上海ロックダウンの影響でサプライチェーンが混

乱しました。また、各国のインフレ進行に対する金融政策が継続、強化され、景気の減速感が高まりました。新型

コロナウイルス変異株による感染再拡大の懸念や、半導体不足の長期化、ウクライナ情勢に起因するエネルギー供

給リスク問題など、依然として先行き不透明な状況が継続しています。

　このような環境の中、当社グループでは円安の影響も加わり、車載向けを中心に民生、産業分野の販売は増加し

ましたが、中国スマホが低調に推移したため通信分野の販売が減少し、売上高は20,292百万円（前年同期比5.3%

減）となりました。利益面につきましては、円安の影響などにより、営業利益は2,810百万円（前年同期比1.7%

増）となりました。為替差益1,870百万円を営業外収益に計上し、経常利益は4,751百万円（前年同期比56.2%

増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は2,986百万円（前年同期比68.4%増）となりました。

（２）財政状態に関する説明

　当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前期末と比較して3,866百万円増加し、85,184百万円となりまし

た。これは主に棚卸資産の増加などによるものであります。

　負債合計は、前期末に比べ274百万円増加し、41,361百万円となりました。これは主に借入金が増加したこと

によるものであります。

　純資産合計は、前期末に比べ3,592百万円増加し、43,823百万円となりました。これは主に利益剰余金が増加

したことによるものであります。

　自己資本比率は、前期末に比べ2.0ポイント増加し、42.7％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

　2023年３月期の通期の業績予想につきましては、本日（2022年11月11日）公表の「業績予想の修正に関するお

知らせ」をご参照ください。
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2022年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 18,516,683 16,885,422

受取手形、売掛金及び契約資産 10,144,686 10,681,720

商品及び製品 5,839,701 7,747,232

仕掛品 4,976,962 5,208,649

原材料及び貯蔵品 5,716,907 6,194,962

その他 1,864,112 2,027,875

貸倒引当金 △9,478 △8,995

流動資産合計 47,049,574 48,736,867

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,166,833 3,271,099

機械装置及び運搬具（純額） 12,533,597 13,829,116

工具、器具及び備品（純額） 969,135 1,061,693

土地 5,803,771 5,953,849

リース資産（純額） 510,029 427,138

建設仮勘定 4,701,569 5,808,198

有形固定資産合計 27,684,936 30,351,095

無形固定資産 569,853 923,287

投資その他の資産

投資有価証券 3,276,853 2,094,783

長期貸付金 1,548 1,496

退職給付に係る資産 720,102 836,021

繰延税金資産 800,879 898,118

その他 1,241,887 1,370,941

貸倒引当金 △27,800 △27,800

投資その他の資産合計 6,013,470 5,173,562

固定資産合計 34,268,259 36,447,945

資産合計 81,317,834 85,184,813

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２四半期連結会計期間
(2022年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,882,669 3,261,931

短期借入金 3,199,497 3,424,061

１年内返済予定の長期借入金 6,346,612 7,203,936

リース債務 196,001 200,290

未払金 3,610,751 2,087,463

未払法人税等 1,335,991 1,112,630

契約負債 807 55

賞与引当金 724,959 721,982

役員賞与引当金 15,000 7,500

その他 1,349,251 1,275,838

流動負債合計 20,661,542 19,295,690

固定負債

長期借入金 17,769,476 19,154,569

リース債務 330,669 242,566

繰延税金負債 1,008,881 1,221,542

退職給付に係る負債 1,092,986 1,228,710

長期未払金 93,247 82,984

資産除去債務 27,379 27,608

その他 102,634 107,857

固定負債合計 20,425,275 22,065,838

負債合計 41,086,817 41,361,529

純資産の部

株主資本

資本金 19,344,883 19,344,883

資本剰余金 7,168,224 7,172,364

利益剰余金 4,131,434 6,730,396

自己株式 △1,928,693 △1,929,200

株主資本合計 28,715,849 31,318,444

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,287,673 664,579

為替換算調整勘定 2,551,740 3,895,357

退職給付に係る調整累計額 566,533 485,686

その他の包括利益累計額合計 4,405,948 5,045,622

非支配株主持分 7,109,218 7,459,216

純資産合計 40,231,016 43,823,284

負債純資産合計 81,317,834 85,184,813
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（単位：千円）

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

当第２四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

売上高 21,434,064 20,292,298

売上原価 15,229,814 13,655,136

売上総利益 6,204,250 6,637,162

販売費及び一般管理費 3,442,144 3,826,913

営業利益 2,762,105 2,810,248

営業外収益

受取利息 20,024 25,670

受取配当金 40,682 61,751

為替差益 205,269 1,870,025

その他 99,468 123,843

営業外収益合計 365,444 2,081,290

営業外費用

支払利息 60,268 85,706

その他 25,039 54,815

営業外費用合計 85,308 140,521

経常利益 3,042,241 4,751,017

特別利益

固定資産売却益 13,195 12,521

投資有価証券売却益 － 30,634

特別利益合計 13,195 43,155

特別損失

固定資産売却損 0 447

固定資産除却損 1,438 60

減損損失 1,453 38,272

特別損失合計 2,892 38,780

税金等調整前四半期純利益 3,052,544 4,755,393

法人税、住民税及び事業税 560,205 1,158,496

過年度法人税等 31,939 －

法人税等調整額 124,350 163,845

法人税等合計 716,494 1,322,341

四半期純利益 2,336,049 3,433,051

非支配株主に帰属する四半期純利益 562,680 446,733

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,773,368 2,986,318

（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：千円）

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

当第２四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

四半期純利益 2,336,049 3,433,051

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 128,428 △1,147,283

繰延ヘッジ損益 64,071 －

為替換算調整勘定 133,587 1,772,256

退職給付に係る調整額 △58,799 △80,858

その他の包括利益合計 267,288 544,115

四半期包括利益 2,603,338 3,977,167

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,952,648 3,625,992

非支配株主に係る四半期包括利益 650,689 351,175

（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：千円）

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

当第２四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日

　至　2022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 3,052,544 4,755,393

減価償却費 1,659,540 1,890,766

長期前払費用償却額 38,083 38,083

貸倒引当金の増減額（△は減少） 348 △955

賞与引当金の増減額（△は減少） 281,000 △3,437

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 7,500 △7,500

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △191,881 △115,918

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △51,777 △73,490

受取利息及び受取配当金 △60,707 △87,422

支払利息 60,268 85,706

為替差損益（△は益） △1,430 △291,971

投資有価証券売却損益（△は益） － △30,634

有形固定資産売却損益（△は益） △13,195 △12,074

有形固定資産除却損 1,438 60

減損損失 1,453 38,272

売上債権の増減額（△は増加） △450,927 432,551

棚卸資産の増減額（△は増加） 224,463 △1,668,755

仕入債務の増減額（△は減少） 580,672 △1,609,706

その他 109,283 △72,642

小計 5,246,679 3,266,324

利息及び配当金の受取額 60,707 87,422

利息の支払額 △60,070 △79,331

法人税等の支払額 △528,907 △1,409,516

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,718,409 1,864,897

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 △371,170 －

定期預金の払戻による収入 751,400 －

有形固定資産の取得による支出 △2,713,948 △4,500,754

有形固定資産の売却による収入 305,352 19,686

無形固定資産の取得による支出 △12,210 △244,049

投資有価証券の取得による支出 △4,723 △4,884

投資有価証券の売却による収入 － 40,612

貸付けによる支出 － △60

貸付金の回収による収入 479 336

その他 150,448 257,585

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,894,372 △4,431,528

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
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（単位：千円）

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

当第２四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

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） 572,528 △11,238

長期借入れによる収入 4,596,585 5,240,000

長期借入金の返済による支出 △3,329,412 △3,306,934

リース債務の返済による支出 △63,964 △98,626

配当金の支払額 △201,393 △385,267

非支配株主への配当金の支払額 △308,603 △1,074,792

自己株式の売却による収入 － 23

自己株式の取得による支出 △1,251 △516

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,264,488 362,647

現金及び現金同等物に係る換算差額 △107,496 572,722

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,981,029 △1,631,260

現金及び現金同等物の期首残高 13,940,884 18,516,683

現金及び現金同等物の四半期末残高 17,921,914 16,885,422
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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）

　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）

　一部の連結子会社の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金等調整前当期

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、税金等調整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。

（追加情報）

（新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積り）

　当第２四半期連結累計期間において、前連結会計年度の有価証券報告書に記載した新型コロナウイルス感染症

の影響による会計上の見積りへの影響について、重要な変更はありません。

（単位：千円）

報告セグメント
調整額

（注）１

四半期連結
損益計算書

計上額
（注）２日本

北米
（注）３

欧州
（注）３

中国 台湾
アジア

（注）３
計

売上高

顧客との契約

から生じる収

益（注）４

4,339,937 651,644 1,466,839 7,913,498 5,964,530 1,097,614 21,434,064 － 21,434,064

その他の収益 － － － － － － － － －

外部顧客への

売上高
4,339,937 651,644 1,466,839 7,913,498 5,964,530 1,097,614 21,434,064 － 21,434,064

セグメント間

の内部売上高

又は振替高

11,137,296 24,030 3,021 1,224,854 1,321,406 2,772,251 16,482,861 △16,482,861 －

計 15,477,234 675,674 1,469,861 9,138,352 7,285,936 3,869,866 37,916,925 △16,482,861 21,434,064

セグメント利益

又は損失（△）
1,353,609 2,215 17,389 243,054 1,382,479 △49,024 2,949,724 △187,618 2,762,105

（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　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並びに収益の分解情報

（注）１.　セグメント利益又は損失の調整額△187,618千円には、セグメント間取引消去△1,922千円、その

他の調整額△185,696千円が含まれております。

２.　セグメント利益又は損失は、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。

３.　日本、中国、台湾以外の各セグメントに属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。

(1）北米………米国

(2）欧州………ドイツ

(3）アジア……インドネシア、シンガポール、タイ

４.　繰延ヘッジ損益から生じる収益は、金額的重要性が乏しいため顧客との契約から生じる収益に含

めております。
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日本 北米 欧州 中国 台湾 アジア 合計

減損損失 － － － － 1,453 － 1,453

（単位：千円）

報告セグメント
調整額
（注）１

四半期連結
損益計算書

計上額
（注）２日本

北米
（注）３

欧州
（注）３

中国 台湾
アジア

（注）３
計

売上高

顧客との契約

から生じる収

益

4,059,180 808,724 1,822,898 7,020,240 5,084,331 1,496,923 20,292,298 － 20,292,298

その他の収益 － － － － － － － － －

外部顧客への

売上高
4,059,180 808,724 1,822,898 7,020,240 5,084,331 1,496,923 20,292,298 － 20,292,298

セグメント間

の内部売上高

又は振替高

11,753,725 24,408 2,558 2,418,366 1,582,910 3,183,748 18,965,718 △18,965,718 －

計 15,812,906 833,133 1,825,457 9,438,606 6,667,241 4,680,672 39,258,017 △18,965,718 20,292,298

セグメント利益

又は損失（△）
1,926,626 5,727 47,375 345,701 666,567 △38,134 2,953,863 △143,614 2,810,248

日本 北米 欧州 中国 台湾 アジア 合計

減損損失 － － － － 38,272 － 38,272

２．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）

（単位：千円）

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　2022年４月１日　至　2022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並びに収益の分解情報

（注）１.　セグメント利益又は損失の調整額△143,614千円には、セグメント間取引消去6,999千円、その他

の調整額△150,614千円が含まれております。

２.　セグメント利益又は損失は、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。

３.　日本、中国、台湾以外の各セグメントに属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。

(1）北米………米国

(2）欧州………ドイツ

(3）アジア……インドネシア、シンガポール、タイ

２．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）

（単位：千円）

- 10 -

㈱大真空（6962） 2023年３月期 第２四半期決算短信


