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(百万円未満切捨て)

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 13,826 22.9 633 － 873 － 273 －

2022年３月期第２四半期 11,250 50.0 △77 － △5 － △187 －
(注) 包括利益 2023年３月期第２四半期1,777百万円( 202.4％) 2022年３月期第２四半期 587百万円( －％)
　

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

2023年３月期第２四半期 42.85 －

2022年３月期第２四半期 △28.57 －
　

　

（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 44,281 23,186 40.8

2022年３月期 41,546 21,765 41.6
(参考) 自己資本 2023年３月期第２四半期 18,087百万円 2022年３月期 17,296百万円
　

　　

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 － 5.00 － 15.00 20.00

2023年３月期 － 15.00

2023年３月期(予想) － 25.00 40.00

(注1)直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

(注2)2023年３月期配当金の内訳 第２四半期（確定） 普通配当５円 創立100周年記念配当10円
　 期末（予想） 普通配当25円　

　

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 28,000 5.7 1,500 121.0 1,700 99.5 750 100.6 117.49
(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 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

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Ｐ．７「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) 2023年３月期２Ｑ 6,578,122株 2022年３月期 6,578,122株

② 期末自己株式数 2023年３月期２Ｑ 189,764株 2022年３月期 166,975株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年３月期２Ｑ 6,390,645株 2022年３月期２Ｑ 6,552,819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

本資料に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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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。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。
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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におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症対策に加えて、円安の進行や世界

的な物価高騰への対応などの課題に直面する中、個人消費や設備投資に持ち直しの動きがみられました。

このような状況のなか、(一社)日本工作機械工業会の2022年１月～６月における受注総額は9,112億円となり、前

年同期比29.8％増となりました。内需3,145億円（前年同期比48.9％増）、外需5,966億円（前年同期比21.6％増）

となり、外需比率65.5％となっております。

当社グループにおきましては、主に中国をはじめとしたアジア及び欧州において、建機・一般機械向け等の需要

が増加したことにより当第２四半期連結累計期間の売上高は13,826百万円となり、前年同累計期間に比べ22.9％増

となりました。利益につきましては、原材料価格の高騰、電力料・輸送コスト上昇の影響があるものの、売上高の

増加、プロダクトミックスの好転及び為替差益の増加もあり、営業利益は633百万円（前年同累計期間は営業損失77

百万円）、経常利益は873百万円（前年同累計期間は経常損失5百万円）、親会社株主に帰属する四半期純利益は273

百万円（前年同累計期間は親会社株主に帰属する四半期純損失187百万円）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における総資産は、前連結会計年度末に比べ2,734百万円増加し、44,281百万円とな

りました。この増加は、現金及び預金1,374百万円の減少もありましたが、棚卸資産、有価証券、売上債権がそれぞ

れ1,899百万円、1,200百万円、881百万円増加したことによるものであります。

また、負債は前連結会計年度末に比べ1,313百万円増加し、21,094百万円となりました。この増加は、長期借入

金、仕入債務がそれぞれ842百万円、336百万円増加したことによるものであります。純資産は、前連結会計年度末

に比べ1,421百万円増加し、23,186百万円となりました。この増加は、為替換算調整勘定、非支配株主持分、利益剰

余金がそれぞれ639百万円、630百万円、177百万円増加したこと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

2023年３月期の業績予想につきましては、2022年７月29日付「業績予想の修正に関するお知らせ」にて公表いた

しました連結業績予想から変更はございません。

（４）商号変更について

当社は、本年、創立100周年を迎えるにあたり、10月１日をもって、社名を株式会社ＴＡＫＩＳＡＷＡへ変更いた

しました。社名を変更し、新しい経営理念のもと、お客様に喜ばれる製品・サービスのご提供を通じ、豊かな未来、

持続可能な社会の実現に向け、次なる100年も鋭意取り組んでまいります。
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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

(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 10,502,746 9,128,266

受取手形及び売掛金 6,857,912 7,586,847

電子記録債権 652,228 804,759

有価証券 500,000 1,700,054

商品及び製品 3,244,482 4,116,479

仕掛品 2,645,798 3,329,735

原材料及び貯蔵品 4,732,782 5,076,470

その他 1,188,066 840,557

貸倒引当金 △70,831 △68,020

流動資産合計 30,253,185 32,515,150

固定資産

有形固定資産

土地 3,646,733 3,847,855

その他（純額） 6,348,544 6,884,484

有形固定資産合計 9,995,277 10,732,339

無形固定資産 114,432 113,159

投資その他の資産

投資その他の資産 1,186,766 923,905

貸倒引当金 △3,382 △3,382

投資その他の資産合計 1,183,383 920,522

固定資産合計 11,293,093 11,766,021

資産合計 41,546,278 44,281,172
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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 5,271,844 5,510,644

電子記録債務 1,715,721 1,813,033

短期借入金 5,205,579 4,837,285

未払法人税等 250,197 280,063

賞与引当金 144,009 155,326

製品保証引当金 144,253 152,700

その他 2,968,431 3,343,673

流動負債合計 15,700,036 16,092,729

固定負債

長期借入金 3,000,671 3,843,604

退職給付に係る負債 744,498 699,673

資産除去債務 30,286 30,313

その他 305,725 428,489

固定負債合計 4,081,181 5,002,080

負債合計 19,781,218 21,094,810

純資産の部

株主資本

資本金 2,319,024 2,319,024

資本剰余金 1,568,289 1,567,966

利益剰余金 12,746,806 12,924,449

自己株式 △211,282 △238,643

株主資本合計 16,422,838 16,572,797

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 53,200 51,503

為替換算調整勘定 842,924 1,482,018

退職給付に係る調整累計額 △22,043 △18,644

その他の包括利益累計額合計 874,081 1,514,877

非支配株主持分 4,468,141 5,098,687

純資産合計 21,765,060 23,186,362

負債純資産合計 41,546,278 44,281,172
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（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

(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 11,250,969 13,826,275

売上原価 8,721,319 10,012,767

売上総利益 2,529,650 3,813,508

販売費及び一般管理費 2,607,140 3,179,634

営業利益又は営業損失（△） △77,490 633,873

営業外収益

受取利息 8,012 12,526

受取配当金 2,836 56,514

為替差益 － 175,110

助成金収入 114,965 11,950

その他 42,018 39,923

営業外収益合計 167,832 296,026

営業外費用

支払利息 27,337 46,660

為替差損 62,501 －

その他 6,264 9,259

営業外費用合計 96,102 55,920

経常利益又は経常損失（△） △5,761 873,979

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（△）

△5,761 873,979

法人税等 36,847 214,231

四半期純利益又は四半期純損失（△） △42,608 659,747

非支配株主に帰属する四半期純利益 144,586 385,936

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（△）

△187,195 273,810
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四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間

(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)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △42,608 659,747

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △420 △1,697

為替換算調整勘定 627,431 1,116,243

退職給付に係る調整額 3,533 3,399

その他の包括利益合計 630,544 1,117,944

四半期包括利益 587,936 1,777,692

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 153,737 914,606

非支配株主に係る四半期包括利益 434,198 863,085
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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）

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)

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)

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）

当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する方法を採用しております。ただし、当該見積実効税率を用いて税

金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用する方法によっておりま

す。なお、一部の連結子会社においては、原則的な方法によっております。

（会計方針の変更）

（米国財務会計基準審議会会計基準編纂書（ASC）第842号「リース」の適用）

　米国会計基準を採用している一部の在外連結子会社は、第１四半期連結会計期間より、ASC第842号「リー

ス」を適用しています。これにより、当該在外連結子会社における借手のリース取引については、原則とし

てすべてのリースを貸借対照表に資産および負債として計上することとしました。

　当該会計基準の適用にあたっては、経過措置で認められている、当該会計基準の適用による累積的影響を

適用開始日に認識する方法を採用しています。この結果、第１四半期連結会計期間の期首において、有形固

定資産の「その他（純額）」が9,684千円、流動負債の「その他」が2,697千円、固定負債の「その他」が

5,648千円増加し、流動資産の「その他」が1,338千円減少しています。資産の測定方法はリース債務の測定

額には前払リース料を調整する方法を採用しており、期首利益剰余金への影響はありません。なお、当第２

四半期連結累計期間の営業利益、経常利益および税金等調整前四半期純利益における影響額は軽微です。

　


