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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 1,351,231 14.4 85,808 △24.2 86,394 △27.5 51,720 △43.3

2022年３月期第２四半期 1,181,049 19.4 113,144 47.4 119,233 53.9 91,290 95.1
(注) 包括利益 2023年３月期第２四半期244,583百万円(150.6％) 2022年３月期第２四半期 97,609百万円(115.7％)

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 37.28 －

2022年３月期第２四半期 65.79 －

（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 3,690,751 1,940,270 51.7 1,374.52

2022年３月期 3,349,075 1,718,815 50.4 1,216.33
(参考) 自己資本 2023年３月期第２四半期 1,907,080百万円 2022年３月期 1,687,410百万円

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 － 17.00 － 17.00 34.00

2023年３月期 － 18.00

2023年３月期(予想) － 18.00 36.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

３．2023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 2,851,000 15.8 177,000 △12.7 178,000 △16.1 129,000 △20.3 92.98
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有

連結業績予想につきましては、本日公表の「2022年度第２四半期決算説明資料」をご参照ください。

　　



※ 注記事項(詳細は、【添付資料】８ページ「(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。)

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 有

(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 １社（社名） Bionova Holdings, Inc.

（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 ： 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 1,393,932,032株 2022年３月期 1,393,932,032株

② 期末自己株式数 2023年３月期２Ｑ 6,478,328株 2022年３月期 6,640,935株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年３月期２Ｑ 1,387,358,834株 2022年３月期２Ｑ 1,387,530,651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。
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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 244,641 243,271

受取手形、売掛金及び契約資産 434,595 451,816

商品及び製品 252,521 308,337

仕掛品 146,120 169,829

原材料及び貯蔵品 141,608 170,206

その他 117,195 135,702

貸倒引当金 △2,471 △2,624

流動資産合計 1,334,209 1,476,535

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 646,311 665,201

減価償却累計額 △333,966 △344,558

建物及び構築物（純額） 312,344 320,643

機械装置及び運搬具 1,569,782 1,624,746

減価償却累計額 △1,288,462 △1,320,711

機械装置及び運搬具（純額） 281,320 304,035

土地 69,567 70,671

リース資産 8,679 14,182

減価償却累計額 △6,814 △7,109

リース資産（純額） 1,865 7,073

建設仮勘定 102,284 104,803

その他 159,312 163,607

減価償却累計額 △121,477 △121,381

その他（純額） 37,834 42,226

有形固定資産合計 805,215 849,452

無形固定資産

のれん 431,335 526,651

その他 405,508 457,880

無形固定資産合計 836,843 984,531

投資その他の資産

投資有価証券 246,701 245,737

長期貸付金 6,227 8,547

長期前渡金 30,432 29,680

退職給付に係る資産 1,193 3,076

繰延税金資産 54,276 55,480

その他 34,404 38,188

貸倒引当金 △426 △475

投資その他の資産合計 372,808 380,233

固定資産合計 2,014,866 2,214,216

資産合計 3,349,075 3,690,751
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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

支払手形及び買掛金 178,092 193,424

短期借入金 239,491 223,951

コマーシャル・ペーパー 113,000 150,000

1年内償還予定の社債 － 20,000

リース債務 2,224 2,500

未払費用 146,275 141,836

未払法人税等 58,115 20,208

前受金 62,476 72,205

株式給付引当金 208 －

修繕引当金 4,738 6,380

製品保証引当金 4,007 4,301

固定資産撤去費用引当金 4,445 4,268

その他 110,778 95,353

流動負債合計 923,850 934,426

固定負債

社債 160,000 140,000

長期借入金 253,785 376,406

リース債務 8,715 12,037

繰延税金負債 52,017 53,691

株式給付引当金 490 490

修繕引当金 5,396 3,829

固定資産撤去費用引当金 12,298 10,086

退職給付に係る負債 152,081 150,973

長期預り保証金 22,490 22,656

その他 39,139 45,890

固定負債合計 706,410 816,056

負債合計 1,630,260 1,750,482

純資産の部

株主資本

資本金 103,389 103,389

資本剰余金 79,887 79,841

利益剰余金 1,282,325 1,310,320

自己株式 △6,219 △6,016

株主資本合計 1,459,381 1,487,534

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 66,287 65,478

繰延ヘッジ損益 △341 164

為替換算調整勘定 167,225 358,277

退職給付に係る調整累計額 △5,142 △4,373

その他の包括利益累計額合計 228,029 419,546

非支配株主持分 31,405 33,190

純資産合計 1,718,815 1,940,270

負債純資産合計 3,349,075 3,690,751
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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 1,181,049 1,351,231

売上原価 795,025 948,432

売上総利益 386,024 402,799

販売費及び一般管理費 272,881 316,991

営業利益 113,144 85,808

営業外収益

受取利息 546 1,144

受取配当金 2,184 2,138

持分法による投資利益 5,005 2,292

その他 3,741 2,606

営業外収益合計 11,475 8,180

営業外費用

支払利息 1,779 2,134

その他 3,607 5,460

営業外費用合計 5,386 7,594

経常利益 119,233 86,394

特別利益

投資有価証券売却益 6,116 2,194

固定資産売却益 328 998

受取保険金 － 1,843

段階取得に係る差益 1,700 －

特別利益合計 8,144 5,035

特別損失

投資有価証券評価損 35 1,443

固定資産処分損 2,877 3,283

減損損失 178 45

火災損失 － 4,053

事業構造改善費用 5,089 1,881

特別損失合計 8,179 10,704

税金等調整前四半期純利益 119,198 80,725

法人税等 26,811 28,309

四半期純利益 92,387 52,416

非支配株主に帰属する四半期純利益 1,097 696

親会社株主に帰属する四半期純利益 91,290 51,720
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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 92,387 52,416

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △2,276 △524

繰延ヘッジ損益 530 505

為替換算調整勘定 7,215 189,254

退職給付に係る調整額 1,176 774

持分法適用会社に対する持分相当額 △1,423 2,157

その他の包括利益合計 5,223 192,166

四半期包括利益 97,609 244,583

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 96,559 243,237

非支配株主に係る四半期包括利益 1,050 1,345
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(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)

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 119,198 80,725

減価償却費 58,230 66,781

減損損失 178 45

のれん償却額 13,715 18,099

株式給付引当金の増減額（△は減少） △124 △208

修繕引当金の増減額（△は減少） △4,485 74

製品保証引当金の増減額（△は減少） 196 181

固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） △2,058 △2,397

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △2,014 △1,708

受取利息及び受取配当金 △2,729 △3,282

支払利息 1,779 2,134

持分法による投資損益（△は益） △5,005 △2,292

投資有価証券売却損益（△は益） △6,116 △2,194

投資有価証券評価損益（△は益） 35 1,443

固定資産売却損益（△は益） △328 △998

固定資産処分損益（△は益） 2,877 3,283

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） △23,749 1,001

棚卸資産の増減額（△は増加） △39,400 △87,817

仕入債務の増減額（△は減少） 14,508 4,947

未払費用の増減額（△は減少） △2,563 △13,243

前受金の増減額（△は減少） 10,143 7,792

その他 △19,747 △11,968

小計 112,541 60,400

利息及び配当金の受取額 4,034 8,419

利息の支払額 △1,813 △2,047

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △38,074 △70,454

営業活動によるキャッシュ・フロー 76,687 △3,682

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 △1,786 △1,336

定期預金の払戻による収入 5,846 1,231

有形固定資産の取得による支出 △64,838 △78,332

有形固定資産の売却による収入 693 3,695

無形固定資産の取得による支出 △15,122 △7,788

投資有価証券の取得による支出 △2,862 △1,987

投資有価証券の売却による収入 7,762 3,813

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

△19,862 △42,361

貸付けによる支出 △4,004 △10,419

貸付金の回収による収入 2,672 2,355

その他 △78 △104

投資活動によるキャッシュ・フロー △91,579 △131,233
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(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)

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） 12,368 △18,955

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） 39,000 37,000

長期借入れによる収入 542 130,641

長期借入金の返済による支出 △18,790 △16,880

リース債務の返済による支出 △1,884 △1,763

自己株式の取得による支出 △212 △4

自己株式の処分による収入 125 208

配当金の支払額 △23,594 △23,593

非支配株主からの払込みによる収入 － 1,094

非支配株主への配当金の支払額 △1,227 △1,270

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得
による支出

－ △163

その他 △8 △7

財務活動によるキャッシュ・フロー 6,320 106,305

現金及び現金同等物に係る換算差額 183 26,808

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △8,388 △1,803

現金及び現金同等物の期首残高 216,235 242,948

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

1,112 212

現金及び現金同等物の四半期末残高 208,959 241,357
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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。

（当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動）

当第２四半期連結累計期間において、Bionova Holdings, Inc.を新たに連結の範囲に含めています。

（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います。

（会計方針の変更）

時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用

　「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号。以下「時価算定会計基準適用指

針」という。)を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27－２項に定める経

過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針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

しています。この変更による当第２四半期連結財務諸表への影響はありません。

　


