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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 15,831 14.2 2,237 11.8 2,745 28.9 2,133 41.6

2022年3月期第2四半期 13,867 23.6 2,000 120.9 2,130 138.9 1,506 164.9

（注）包括利益 2023年3月期第2四半期　　2,811百万円 （66.6％） 2022年3月期第2四半期　　1,687百万円 （54.0％）

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 119.77 119.42

2022年3月期第2四半期 84.79 84.52

(2) 連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

2023年3月期第2四半期 42,773 35,332 82.2 1,971.10

2022年3月期 40,709 32,940 80.5 1,841.55

（参考）自己資本 2023年3月期第2四半期 35,168百万円 2022年3月期 32,759百万円

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 ― 13.00 ― 26.00 39.00

2023年3月期 ― 15.00

2023年3月期（予想） ― 24.00 39.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

（注）2022年3月期期末配当金の内訳　創立100周年記念配当　2円00銭

　　　2023年3月期（予想）期末配当金の内訳　創立100周年記念配当　2円00銭

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 31,294 11.2 3,750 16.6 4,320 18.1 3,389 33.1 190.17

（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

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

(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 17,894,089 株 2022年3月期 17,894,089 株

② 期末自己株式数 2023年3月期2Q 51,967 株 2022年3月期 105,013 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年3月期2Q 17,814,067 株 2022年3月期2Q 17,773,301 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

　2023年３月期の業績予想につきましては、2022年10月25日に公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。上記の予想は、現時点で

入手可能な情報に基づき算出したものであり、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、実際の業績は今後のさまざまな要因によって

異なる結果と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における世界経済は、新型コロナウイルス感染症との共生が進む各国の経済

政策などにより景気の持ち直しの動きがみられるものの、ロシア・ウクライナ問題の長期化による資源価

格の高騰や世界的なインフレの加速が懸念されるなど、先行き不透明な状況で推移いたしました。国内経

済についても、社会経済活動の正常化が進み景気回復の兆しがみられましたが、国際情勢の悪化や急激な

円安の進行など、先行きの不透明感を払拭できない状況が続きました。 

当社グループの当第２四半期連結累計期間の売上高は、国内、海外ともに好調に推移し、15,831百万円

と前年同期比1,964百万円(14.2%)の増収となりました。売上高に含まれる海外売上高は、8,571百万円(対売

上高54.1%)と前年同期比1,335百万円(18.5%)の増収となりました。 

営業利益は、販売費及び一般管理費が増加したものの、増収効果により2,237百万円と前年同期比236百

万円(11.8%)の増益となりました。 

経常利益は、為替差益の計上などにより増益幅が拡大し、2,745百万円と前年同期比615百万円(28.9%)

の増益となりました。 

特別利益として受取和解金112百万円や投資有価証券売却益44百万円を計上した結果、税金費用を差し引い

た親会社株主に帰属する四半期純利益は、2,133百万円と前年同期比626百万円(41.6%)の増益となりました。 

これらの結果、売上高、営業利益、経常利益、四半期純利益ともに第２四半期連結累計期間として、過

去 高の業績となりました。 

 

(デンタル関連事業) 

国内では、デジタル口腔撮影装置「アイスペシャル C-Ⅳ」や、歯科切削加工用セラミックス「松風ディ

スク ZR ルーセント」などのCAD/CAM関連製品が売上に寄与し、前年同期比増収となりました。海外では、

中国を含むアジア地域を中心に既存製品の拡販が図れるなど好調に推移し、さらに為替変動の影響もあり、

前年同期比増収となりました。 

これらの結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は、14,651百万円と前年同期比1,887百万円(14.8%)

の増収となり、販売費及び一般管理費が増加したものの、営業利益は2,195百万円と前年同期比267百万

円 (13.8%)の増益となりました。 

 

(ネイル関連事業) 

国内では、アクリル材料が回復基調にあり売上を伸ばしましたが、一般消費者向けジェルネイルが他社

の攻勢により低調に推移し、国内全体では前年同期比減収となりました。海外では、米国において急激な

インフレの影響による消費の落ち込みがみられましたが、為替変動の影響により前年同期比増収となりま

した。また、台湾では感染症の急拡大の影響から脱却し、需要が回復したことから前年同期比増収となり

ました。 

これらの結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は、1,136百万円と前年同期比77百万円(7.3%)の増収

となりましたが、販売費及び一般管理費が増加したため、営業利益は34百万円と前年同期比32百万円(48.6%)

の減益となりました。 

 

(その他の事業) 

当社グループの株式会社松風プロダクツ京都において、歯科用研磨材の生産技術を応用し、工業用研磨

材を製造販売しております。当第２四半期連結累計期間の売上高は、44百万円とほぼ前年同期並みとなり、

営業利益は4百万円と前年同期比2百万円(126.3%)の増益となりました。 

 

(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、前連結会計年度末に比べ2,063百万円増加し、42,773百万円と

なりました。現金及び預金や、受取手形及び売掛金、有形固定資産の増加が主な要因であります。 

負債は、前連結会計年度末に比べ329百万円減少し、7,440百万円となりました。長期繰延税金負債など

の固定負債の減少が主な要因であります。 
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純資産は、前連結会計年度末に比べ2,392百万円増加し、35,332百万円となりました。利益剰余金や為替

換算調整勘定の増加が主な要因であります。 

以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末に比べ1.7ポイント上昇し、82.2%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月期の業績予想につきましては、2022年10月25日に公表いたしました業績予想を修正しており

ません。  



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
(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 9,064 9,537

受取手形及び売掛金 3,294 3,902

商品及び製品 5,303 5,654

仕掛品 1,126 1,291

原材料及び貯蔵品 1,125 1,194

その他 555 735

貸倒引当金 △6 △8

流動資産合計 20,462 22,307

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 9,837 10,123

減価償却累計額 △5,930 △6,146

建物及び構築物（純額） 3,907 3,976

その他 11,742 12,579

減価償却累計額 △7,219 △7,504

その他（純額） 4,522 5,074

有形固定資産合計 8,429 9,051

無形固定資産 427 448

投資その他の資産

投資有価証券 9,626 9,018

退職給付に係る資産 1,220 1,218

その他 550 736

貸倒引当金 △7 △7

投資その他の資産合計 11,390 10,966

固定資産合計 20,247 20,465

資産合計 40,709 42,773
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(単位：百万円)

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

買掛金 928 827

1年内返済予定の長期借入金 325 325

未払法人税等 656 895

役員賞与引当金 50 25

その他 2,476 2,440

流動負債合計 4,437 4,513

固定負債

長期借入金 1,153 1,013

退職給付に係る負債 235 244

その他 1,943 1,669

固定負債合計 3,332 2,926

負債合計 7,769 7,440

純資産の部

株主資本

資本金 5,968 5,968

資本剰余金 6,123 6,142

利益剰余金 16,001 17,672

自己株式 △115 △57

株主資本合計 27,978 29,727

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 3,426 3,124

為替換算調整勘定 713 1,721

退職給付に係る調整累計額 641 595

その他の包括利益累計額合計 4,781 5,441

新株予約権 116 99

非支配株主持分 64 65

純資産合計 32,940 35,332

負債純資産合計 40,709 42,773
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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 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 13,867 15,831

売上原価 5,877 6,631

売上総利益 7,990 9,200

販売費及び一般管理費 5,989 6,963

営業利益 2,000 2,237

営業外収益

受取利息 9 18

受取配当金 57 91

会費収入 41 43

為替差益 47 370

その他 114 84

営業外収益合計 270 607

営業外費用

支払利息 4 2

当社主催会費用 71 66

持分法による投資損失 42 9

その他 22 21

営業外費用合計 141 99

経常利益 2,130 2,745

特別利益

投資有価証券売却益 - 44

受取和解金 - 112

特別利益合計 - 156

特別損失

固定資産除却損 40 -

特別損失合計 40 -

税金等調整前四半期純利益 2,089 2,902

法人税等 574 754

四半期純利益 1,515 2,147

非支配株主に帰属する四半期純利益 8 13

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,506 2,133
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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 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 1,515 2,147

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 25 △302

為替換算調整勘定 188 1,012

退職給付に係る調整額 △41 △46

その他の包括利益合計 172 664

四半期包括利益 1,687 2,811

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,677 2,793

非支配株主に係る四半期包括利益 9 17

　

㈱松風(7979)　2023年３月期第２四半期決算短信

- 7 -



㈱松風(7979) 2023年3月期第２四半期決算短信 

- 8 - 

（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） 

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。 

 

（追加情報） 

（連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用） 

当社及び一部の国内連結子会社は、第１四半期連結会計期間から、連結納税制度からグループ通

算制度へ移行しております。これに伴い、法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び

開示については、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対

応報告第42号 2021年８月12日。以下「実務対応報告第42号」という。）に従っております。また、

実務対応報告第42号第32項(1)に基づき、実務対応報告第42号の適用に伴う会計方針の変更による影

響はないものとみなしております。 

 

（セグメント情報等） 

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 

 

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) 

                                          (単位：百万円) 

 

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 

デンタル 

関連事業 

ネイル 

関連事業 

その他の 

事業 
計 

 売  上  高       

  外部顧客への売上高 12,764 1,058 44 13,867 ― 13,867 

  セグメント間の   
内部売上高又は振替高

 ― ― 3 3 △3 ― 

計 12,764 1,058 47 13,870 △3 13,867 

セグメント利益 1,928 67 1 1,997 2 2,000 

（注）１ セグメント間取引消去によるものであります。 

 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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  (単位：百万円) 

 

報告セグメント 

合計 デンタル 
関連事業 

ネイル 
関連事業 

その他の 
事業 

日本 6,240 692 44 6,977 

北米・中南米 1,587 133 ― 1,721 

欧州 2,926 ― ― 2,926 

アジア 2,009 233 ― 2,242 

顧客との契約から生じる収益 12,764 1,058 44 13,867 

その他の収益 ― ― ― ― 

外部顧客への売上高 12,764 1,058 44 13,867 

（注）外部顧客への売上高は、当社及び連結子会社の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。 

 

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) 

                                                                                 (単位：百万円) 

 

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 

デンタル 

関連事業 

ネイル 

関連事業 

その他の 

事業 
計 

 売  上  高       

  外部顧客への売上高 14,651 1,136 44 15,831 ― 15,831 

  セグメント間の   
内部売上高又は振替高

 ― ― 2 2 △2 ― 

計 14,651 1,136 46 15,834 △2 15,831 

セグメント利益 2,195 34 4 2,234 2 2,237 

（注）１ セグメント間取引消去によるものであります。 

 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。 

 

  (単位：百万円) 

 

報告セグメント 

合計 デンタル 
関連事業 

ネイル 
関連事業 

その他の 
事業 

日本 6,937 649 44 7,630 

北米・中南米 1,900 143 ― 2,043 

欧州 3,121 ― ― 3,121 

アジア 2,693 343 ― 3,036 

顧客との契約から生じる収益 14,651 1,136 44 15,831 

その他の収益 ― ― ― ― 

外部顧客への売上高 14,651 1,136 44 15,831 

（注）外部顧客への売上高は、当社及び連結子会社の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。 
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