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(百万円未満切捨て)

１．2022年３月期第２四半期の連結業績(2021年４月１日～2021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 ％

2022年３月期第２四半期 358,691 42.3 118,035 81.5 126,074 84.7 90,269 95.0

2021年３月期第２四半期 251,993 △4.7 65,045 △11.5 68,272 △6.4 46,281 △13.7
(注) 包括利益 2022年３月期第２四半期 98,966百万円( 75.8％) 2021年３月期第２四半期 56,281百万円( 535.4％)

　

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３月期第２四半期 1,366.16 －

2021年３月期第２四半期 695.78 －
　

　

（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３月期第２四半期 1,636,467 1,458,872 88.9

2021年３月期 1,539,871 1,379,987 89.4

(参考) 自己資本 2022年３月期第２四半期 1,455,452百万円 2021年３月期 1,376,704百万円
　

　　

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３月期 － 200.00 － 300.00 500.00

2022年３月期 － 300.00

2022年３月期(予想) － 300.00 600.00

(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３月期の連結業績予想(2021年４月１日～2022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 700,000 26.8 218,000 42.2 228,000 32.7 163,000 33.8 2,466.89

(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 ： 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３月期２Ｑ 67,369,359株 2021年３月期 67,369,359株

② 期末自己株式数 2022年３月期２Ｑ 1,294,197株 2021年３月期 1,294,348株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 2022年３月期２Ｑ 66,075,009株 2021年３月期２Ｑ 66,517,609株
　

(注) 取締役に対する株式報酬のための「役員向け株式給付信託」が保有する当社株式(2021年３月期２Ｑ及び2021
年３月期：3,000株、2022年３月期２Ｑ：2,600株)は、②期末自己株式数及び③期中平均株式数(四半期累計)
の計算において控除する自己株式数に含めております。

　

※ 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あります。
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

１ 2022年３月期の通期連結業績予想については、本資料において修正しております。詳細は、添付資料P.2をご
覧ください。

２ 本資料におけ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、実際の業績等は、今後の様々な要因により、予想と大きく異なる可能性があり
ます。
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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(2021年４月１日から同年９月30日まで)においては、新型コロナウイルスワクチン

接種の進展に伴い、各国で経済活動の再開が進み、製造業全般において設備投資意欲が回復いたしましたが、変

異株による感染再拡大、半導体供給不足、原材料価格の高騰、物流の停滞、中国における電力不足など、先行き

の不透明な状況は継続しております。

自動制御機器の需要は、半導体関連は、中国を中心に日本・北米・欧州・アジアなど各地域とも高い水準が継

続いたしました。自動車関連及び工作機械関連は、半導体等部品不足の影響はあったものの、総じて堅調に推移

いたしました。医療機器関連及び食品機械関連はコロナ後の新たな省人化・自動化需要などもあり、好調であり

ました。

このような環境において、当社グループは、一部で部品供給の停滞による生産影響を受けたものの、持続可能

なBCP(事業継続計画)を推進し、供給能力の維持・拡大に努めました。また、省エネルギー性能に優れ、小型・軽

量化を進めた新製品の開発、グローバル連携による積極的な販売活動の推進などの課題に引続き取り組みまし

た。

この結果、当社グループの売上高は358,691百万円(前年同四半期比42.3％増)となり、主に増収効果から営業利

益は118,035百万円(同81.5％増)となりました。受取利息は減少したものの、前期の為替差損が円安により為替差

益に転じ、経常利益は126,074百万円(同84.7％増)、税金等調整前四半期純利益は125,826百万円(同85.5％増)、

親会社株主に帰属する四半期純利益は90,269百万円(同95.0％増)となりました。

自己資本四半期純利益率(ROE)は、前年同四半期に比べ2.8ポイント上昇して6.4％となりました。

　(2) 財政状態に関する説明

(資産)

資産合計は、1,636,467百万円(前連結会計年度末比96,596百万円増)となりました。

現金及び預金は、利益の獲得により、657,270百万円(同27,979百万円増)となりました。

受取手形及び売掛金は、増収に伴って増加し、194,121百万円(同19,187百万円増)となりました。

有形固定資産は、グループ管理機能向上を目的とした本社建設のための用地取得や更なる需要の取り込みのた

め、利益剰余金の増加に伴い増加した現金及び預金を充当した積極的な設備投資を実施し、240,065百万円(同

41,524百万円増)となりました。

(負債)

負債合計は、177,595百万円(前連結会計年度末比17,712百万円増)となりました。

支払手形及び買掛金は、増収に伴って増加し、53,534百万円(同9,442百万円増)となりました。

(純資産)

純資産は、四半期純利益の獲得による利益剰余金の増加を主因として、1,458,872百万円(前連結会計年度末比

78,884百万円増)となりました。

この結果、自己資本比率は、88.9％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

2022年３月期通期の業績予想については、半導体関連向けを中心に、需要が想定を上回るペースで増加してい

ることから、2021年８月11日の「業績予想の修正等に関するお知らせ」で公表した内容を、以下のとおり変更い

たします。

なお、新たな業績予想の前提とした通期の平均為替レートは、１米ドル＝109円、１ユーロ＝130円、１人民元

＝17円で、変更しておりません。

2022年３月期通期 連結業績予想の修正(2021年４月１日～2022年３月31日)

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

前回発表予想(Ａ) 680,000 200,000 210,000 150,000 2,270.15

今回修正予想今回修正予想今回修正予想今回修正予想今回修正予想(((((ＢＢＢＢＢ))))) 777770000000000,,,,,000000000000000 222221111188888,,,,,000000000000000 222222222288888,,,,,000000000000000 111116666633333,,,,,000000000000000 22222,,,,,444446666666666.....8888899999

増減額(Ｂ)－(Ａ) 20,000 18,000 18,000 13,000

増減率(％) 2.9 9.0 8.6 8.7

前期実績(2021年３月期) 552,178 153,355 171,827 121,790 1,831.98
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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：百万円)

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 629,291 657,270

受取手形及び売掛金 174,934 194,121

有価証券 11,256 11,289

商品及び製品 112,131 115,671

仕掛品 21,314 22,502

原材料及び貯蔵品 115,306 118,596

その他 33,470 26,756

貸倒引当金 △751 △692

流動資産合計 1,096,953 1,145,517

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 81,450 87,785

機械装置及び運搬具（純額） 38,515 40,544

土地 38,812 68,757

その他（純額） 39,761 42,978

有形固定資産合計 198,540 240,065

無形固定資産 11,389 13,588

投資その他の資産

投資有価証券 72,383 72,696

保険積立金 145,373 149,423

その他 16,719 16,707

貸倒引当金 △1,488 △1,531

投資その他の資産合計 232,987 237,296

固定資産合計 442,917 490,950

資産合計 1,539,871 1,636,467
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 44,091 53,534

短期借入金 1,465 6,790

未払法人税等 30,029 32,402

賞与引当金 3,055 2,845

引当金 － 1,925

その他 39,402 42,664

流動負債合計 118,043 140,162

固定負債

長期借入金 9,323 4,389

役員退職慰労引当金 286 256

役員株式給付引当金 57 52

退職給付に係る負債 6,674 6,791

その他 25,497 25,942

固定負債合計 41,839 37,433

負債合計 159,883 177,595

純資産の部

株主資本

資本金 61,005 61,005

資本剰余金 73,335 73,335

利益剰余金 1,277,198 1,347,386

自己株式 △59,139 △59,132

株主資本合計 1,352,399 1,422,594

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 11,404 12,866

為替換算調整勘定 12,056 19,185

退職給付に係る調整累計額 842 806

その他の包括利益累計額合計 24,304 32,858

非支配株主持分 3,283 3,419

純資産合計 1,379,987 1,458,872

負債純資産合計 1,539,871 1,636,467
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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：百万円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

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

売上高 251,993 358,691

売上原価 133,533 176,187

売上総利益 118,460 182,503

販売費及び一般管理費 53,415 64,467

営業利益 65,045 118,035

営業外収益

受取利息 3,935 3,025

為替差益 － 3,076

その他 1,799 2,221

営業外収益合計 5,735 8,322

営業外費用

支払利息 73 98

売上割引 165 －

為替差損 1,931 －

その他 337 186

営業外費用合計 2,508 284

経常利益 68,272 126,074

特別利益

固定資産売却益 81 47

投資有価証券売却益 7 73

その他 6 14

特別利益合計 95 135

特別損失

固定資産売却損 31 6

固定資産除却損 247 145

減損損失 － 214

その他 245 17

特別損失合計 525 383

税金等調整前四半期純利益 67,843 125,826

法人税等 21,688 35,415

四半期純利益 46,154 90,410

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（△）

△127 141

親会社株主に帰属する四半期純利益 46,281 90,269
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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：百万円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

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

四半期純利益 46,154 90,410

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 1,570 1,450

為替換算調整勘定 8,682 7,135

退職給付に係る調整額 △126 △30

その他の包括利益合計 10,126 8,556

四半期包括利益 56,281 98,966

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 56,327 98,822

非支配株主に係る四半期包括利益 △46 144
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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。

なお、一部の連結子会社の税金費用については当該見積実効税率に代えて法定実効税率により計算し、繰

延税金資産については回収見込額を合理的に見積り、その範囲内で計上しております。

　(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することといたしました。

収益は、顧客との契約において約束された対価から、返品、値引き及びリベート等を控除した金額で計上

しております。また、従来は、「販売費及び一般管理費」に計上しておりました販売促進費の一部及び「営

業外費用」に計上しておりました「売上割引」は、「売上高」より控除しております。

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、当該会計基準の適用が四半期連結財務諸表に与える影響は軽微であります。

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しております。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。
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３．決算補足資料

(1) 仕向地別売上高 (単位：百万円)

日本 米国 中国
アジア

(中国を除く)
欧州 その他 合計

86,246 40,452 96,079 62,346 58,778 14,787 358,691

(注) 上記は顧客の所在地別の売上高であります。日本、米国、中国(香港を含む)の売上高は、連結売上高の10％以上

であるため、国単位で区分して表示しております。

(2) 所在地別売上高 (単位：百万円)

日本 北米 欧州 中華圏 その他アジア その他 合計

90,011 51,157 57,044 102,230 52,001 6,245 358,691

(注) 上記は当社及び連結子会社の所在地別の売上高であります。「北米」には米国、カナダ、メキシコ、「中華圏」

には中国(香港を含む)、台湾の売上高が含まれております。

(3) 連結設備投資額、減価償却費及び研究開発費 　(単位：百万円)

2022年３月期第２四半期(累計) 2022年３月期(予想)

金額
対前年同四半期

増減率
金額 対前期増減率

設 備 投 資 額 53,451 377.0％ 80,000 191.6％

減 価 償 却 費 9,736 8.9％ 21,500 15.7％

研 究 開 発 費 11,241 10.4％ 22,500 7.8％

(4) 主要為替レート

2022年３月期第２四半期 2022年３月期

平均レート 期末日レート 予想平均レート

Ｕ Ｓ ＄ 109円81銭 111円95銭 109円

Ｅ Ｕ Ｒ 130円87銭 129円90銭 130円

人 民 元 16円98銭 17円29銭 17円

(5) 連結従業員数 　(単位：人)

2022年３月期第２四半期 前期(末)比増減

従 業 員(期 末) 21,075 456

臨時従業員(期中平均) 5,416 355

以 上

　


