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（１）連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上収益 営業利益 税引前利益 四半期利益
親会社の

所有者に帰属する
四半期利益

四半期包括利益
合計額

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2022年３月期第２四半期 49,176 85.9 10,808 260.8 10,716 254.4 7,214 273.4 5,445 325.5 8,084 169.2

2021年３月期第２四半期 26,457 △3.4 2,995 3.7 3,023 12.3 1,932 9.8 1,279 △1.2 3,003 －

基本的１株当たり
四半期利益

希薄化後１株当たり
四半期利益

円 銭 円 銭

2022年３月期第２四半期 108.80 106.52

2021年３月期第２四半期 24.71 24.17

資産合計 資本合計
親会社の所有者に

帰属する持分
親会社所有者
帰属持分比率

百万円 百万円 百万円 ％

2022年３月期第２四半期 90,548 50,837 40,578 44.8(56.1)

2021年３月期 79,278 46,836 38,229 48.2(59.1)

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 － 12.00 － 14.00 26.00

2022年３月期 － 18.00

2022年３月期（予想） － 18.00 36.00

（％表示は、対前期増減率）

売上収益 営業利益
親会社の所有者に
帰属する当期利益

基本的１株当たり
当期利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 90,000 46.0 17,500 83.6 8,500 72.8 171.81

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）

（２）連結財政状態

(参考) (  )内は、資本合計(親会社の所有者に帰属する持分+非支配持分)の比率であります。

２．配当の状況

（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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無：無



①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 2022年３月期２Ｑ 55,000,000株 2021年３月期 55,000,000株

②  期末自己株式数 2022年３月期２Ｑ 5,731,653株 2021年３月期 4,105,615株

③  期中平均株式数（四半期累計） 2022年３月期２Ｑ 50,049,221株 2021年３月期２Ｑ 51,786,533株

※  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

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更

①  ＩＦＲＳにより要求される会計方針の変更：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

（３）発行済株式数（普通株式）

※  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

（将来に関する記述について）

　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、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P.２「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当社グループの業績は、中国をはじめ各市場とも順調に推移したことか

ら、売上収益が49,176百万円（前年同期比85.9％増）、営業利益が10,808百万円（同260.8％増）、親会社の所有

者に帰属する四半期利益が5,445百万円（同325.5％増）となりました。

セグメントごとの業績は、次のとおりであります。

①　日本につきましては、売上収益は17,506百万円(前年同期比80.6％増)、セグメント利益は1,420百万円(前年

同期はセグメント損失201百万円)となりました。

②　中国につきましては、売上収益は40,555百万円(同91.8％増)、セグメント利益は8,997百万円(前年同期比

173.3％増)となりました。

③　インドにつきましては、売上収益は1,158百万円(同144.9％増)、セグメント利益は０百万円(前年同期はセ

グメント損失38百万円)となりました。

④　韓国につきましては、売上収益は1,151百万円(同32.8％増)、セグメント利益は165百万円(前年同期比

32.1％増)となりました。

⑤　その他につきましては、売上収益は320百万円(同108.2％増)、セグメント損失は11百万円(前年同期はセグ

メント損失33百万円)となりました。

セグメント利益は売上収益から売上原価および販売費及び一般管理費を控除して算定しております。

（２）財政状態に関する説明

①資産、負債及び資本の状況

当第２四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ11,270百万円増加し、90,548百万

円となりました。

これは主に、現金及び現金同等物が3,718百万円、営業債権及びその他の債権が3,605百万円、棚卸資産が3,496

百万円増加したことによるものです。

当第２四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ7,269百万円増加し、39,710百万円

となりました。

これは主に、営業債務及びその他の債務が6,136百万円、借入金が537百万円、未払法人所得税が841百万円、繰

延税金負債が272百万円増加した一方、契約負債が761百万円減少したことによるものです。

当第２四半期連結会計期間末における資本合計は、前連結会計年度末に比べ4,001百万円増加し、50,837百万円

となりました。

これは主に、利益剰余金が4,619百万円、非支配持分が1,651百万円増加した一方、自己株式の取得による減少

2,757百万円によるものです。

②キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ、3,718百万円増加

し、20,925百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動による資金は、7,893百万円の増加となりました。

これは主に、税引前四半期利益10,716百万円、営業債務及びその他の債務の増加5,701百万円により資金が増加

した一方、棚卸資産の増加5,100百万円、法人所得税の支払2,589百万円、営業債権及びその他の債権の増加2,099

百万円により資金が減少したことによるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動による資金は、731百万円の減少となりました。

これは主に、有形固定資産の取得714百万円により資金が減少したことによるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動による資金は、3,730百万円の減少となりました。

これは主に、短期借入金の増加537百万円により資金が増加した一方、自己株式の取得3,049百万円、配当金の

支払712百万円により資金が減少したことによるものです。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2021年10月22日付の「業績予想および配当予想の修正に関するお知らせ」にて公表いたしました2022年３月期

の通期連結業績予想および配当予想に変更はありません。
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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）

資産

流動資産

現金及び現金同等物 17,207 20,925

営業債権及びその他の債権 20,428 24,034

その他の金融資産 30 30

棚卸資産 20,774 24,271

その他の流動資産 1,582 2,103

流動資産合計 60,023 71,364

非流動資産

有形固定資産 11,808 12,003

使用権資産 1,302 1,241

無形資産 1,116 995

退職給付に係る資産 91 81

その他の金融資産 4,420 4,410

繰延税金資産 253 255

その他の非流動資産 261 194

非流動資産合計 19,254 19,183

資産合計 79,278 90,548

２．要約四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）要約四半期連結財政状態計算書
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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）

負債及び資本

負債

流動負債

営業債務及びその他の債務 14,797 20,933

借入金 9,579 10,117

その他の金融負債 210 185

未払法人所得税等 1,332 2,173

引当金 384 488

契約負債 3,161 2,400

その他の流動負債 737 769

流動負債合計 30,204 37,069

非流動負債

その他の金融負債 123 85

退職給付に係る負債 893 912

繰延税金負債 887 1,159

その他の非流動負債 333 483

非流動負債合計 2,237 2,641

負債合計 32,441 39,710

資本

資本金 12,345 12,345

資本剰余金 3,332 3,222

自己株式 △4,371 △7,129

その他の資本の構成要素 2,560 3,158

利益剰余金 24,362 28,981

親会社の所有者に帰属する持分合計 38,229 40,578

非支配持分 8,607 10,258

資本合計 46,836 50,837

負債及び資本合計 79,278 90,548
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（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）

売上収益 26,457 49,176

売上原価 △19,536 △33,665

売上総利益 6,921 15,511

販売費及び一般管理費 △4,020 △4,963

その他の収益 119 2,359

その他の費用 △24 △2,099

営業利益 2,995 10,808

金融収益 159 168

金融費用 △131 △260

税引前四半期利益 3,023 10,716

法人所得税費用 △1,091 △3,501

四半期利益 1,932 7,214

四半期利益の帰属

親会社の所有者 1,279 5,445

非支配持分 652 1,769

四半期利益 1,932 7,214

１株当たり四半期利益

基本的１株当たり四半期利益（円） 24.71 108.80

希薄化後１株当たり四半期利益（円） 24.17 106.52

（２）要約四半期連結損益計算書及び要約四半期連結包括利益計算書

（要約四半期連結損益計算書）
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（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）

四半期利益 1,932 7,214

その他の包括利益

純損益に振り替えられることのない項目

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金

融資産
680 △17

確定給付制度の再測定 － －

純損益に振り替えられることのない項目合計 680 △17

純損益に振り替えられる可能性のある項目

在外営業活動体の換算差額 390 887

純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 390 887

その他の包括利益合計 1,071 869

四半期包括利益 3,003 8,084

四半期包括利益の帰属

親会社の所有者 2,242 6,043

非支配持分 761 2,041

四半期包括利益 3,003 8,084

（要約四半期連結包括利益計算書）
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（単位：百万円）

親会社の所有者に帰属する持分

資本金 資本剰余金 自己株式

その他の資本の構成要素

在外営業活動
体の換算差額

その他の包括
利益を通じて
公正価値で測
定する金融資
産

2020年４月１日時点の残高 12,345 3,306 △2,994 △1,535 2,574

四半期利益

その他の包括利益 281 680

四半期包括利益合計 － － － 281 680

自己株式の取得 △0

自己株式の処分 △57 119

配当金

株式報酬取引による増減 54

利益剰余金への振替 △286

非支配持分との資本取引 △5 △1

所有者との取引額合計 － △8 119 △1 △286

2020年９月30日時点の残高 12,345 3,298 △2,875 △1,255 2,968

親会社の所有者に帰属する持分

非支配持分 資本合計
その他の資本の構成要素

利益剰余金 合計
確定給付制
度の再測定

合計

2020年４月１日時点の残高 － 1,038 18,784 32,480 6,593 39,073

四半期利益 － 1,279 1,279 652 1,932

その他の包括利益 962 962 108 1,071

四半期包括利益合計 － 962 1,279 2,242 761 3,003

自己株式の取得 － △0 △0

自己株式の処分 － △61 0 0

配当金 － △620 △620 △228 △849

株式報酬取引による増減 － 54 54

利益剰余金への振替 △286 286 － －

非支配持分との資本取引 △1 △7 △28 △35

所有者との取引額合計 － △287 △396 △572 △257 △830

2020年９月30日時点の残高 － 1,713 19,668 34,149 7,096 41,246

（３）要約四半期連結持分変動計算書
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（単位：百万円）

親会社の所有者に帰属する持分

資本金 資本剰余金 自己株式

その他の資本の構成要素

在外営業活動
体の換算差額

その他の包括
利益を通じて
公正価値で測
定する金融資
産

2021年４月１日時点の残高 12,345 3,332 △4,371 478 2,081

四半期利益

その他の包括利益 615 △17

四半期包括利益合計 － － － 615 △17

自己株式の取得 △3,046

自己株式の処分 △113 288

配当金

株式報酬取引による増減 3

所有者との取引額合計 － △109 △2,757 － －

2021年９月30日時点の残高 12,345 3,222 △7,129 1,094 2,063

親会社の所有者に帰属する持分

非支配持分 資本合計
その他の資本の構成要素

利益剰余金 合計
確定給付制
度の再測定

合計

2021年４月１日時点の残高 － 2,560 24,362 38,229 8,607 46,836

四半期利益 － 5,445 5,445 1,769 7,214

その他の包括利益 598 598 271 869

四半期包括利益合計 － 598 5,445 6,043 2,041 8,084

自己株式の取得 － △3,046 △3,046

自己株式の処分 － △113 61 61

配当金 － △712 △712 △389 △1,102

株式報酬取引による増減 － 3 3

所有者との取引額合計 － － △826 △3,693 △389 △4,083

2021年９月30日時点の残高 － 3,158 28,981 40,578 10,258 50,837
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（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）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益 3,023 10,716

減価償却費及び償却費 710 847

減損損失 － 182

災害損失 － 1,887

金融収益 △159 △168

金融費用 48 55

固定資産除却損 7 13

受取保険金 △3 △1,890

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） △2,343 △2,099

棚卸資産の増減額（△は増加） 75 △5,100

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） 518 5,701

契約負債の増減額（△は減少） 253 △821

引当金の増減額（△は減少） △40 121

退職給付に係る資産及び負債の増減額 △15 29

その他 79 △371

小計 2,158 9,104

利息及び配当金の受取額 157 211

補助金の受取額 8 428

助成金の受取額 20 －

保険金の受取額 3 787

利息の支払額 △48 △55

法人所得税の支払額 △932 △2,589

法人所得税の還付額 134 6

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,501 7,893

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 △20 △20

定期預金の払戻による収入 20 20

有形固定資産の取得による支出 △1,008 △714

有形固定資産の除却による支出 △4 －

無形資産の取得による支出 △188 △13

投資有価証券の取得による支出 △1 △1

投資有価証券の売却による収入 471 －

その他 △0 △2

投資活動によるキャッシュ・フロー △730 △731

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） 1,284 537

非支配持分からの子会社持分取得による支出 △35 －

自己株式の売却による収入 0 0

自己株式の取得による支出 △0 △3,049

配当金の支払額 △620 △712

非支配株主への配当金の支払額 △228 △389

リース負債の返済による支出 △137 △116

財務活動によるキャッシュ・フロー 261 △3,730

現金及び現金同等物に係る換算差額 115 286

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,148 3,718

現金及び現金同等物の期首残高 10,921 17,207

現金及び現金同等物の四半期末残高 12,070 20,925

（４）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
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（５）要約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。

（単位：百万円）

報告セグメント
調整額 連結

日本 中国 インド 韓国 その他 計

売上収益

外部収益 7,257 17,759 473 841 126 26,457 － 26,457

セグメント間収益 2,434 3,381 － 25 27 5,868 △5,868 －

合計 9,691 21,140 473 867 154 32,326 △5,868 26,457

セグメント利益（△損失） △201 3,291 △38 125 △33 3,144 △243 2,900

その他の収益・費用（純額） － － － － － － － 94

営業利益 － － － － － － － 2,995

金融収益・費用（純額） － － － － － － － 28

税引前四半期利益 － － － － － － － 3,023

（セグメント情報）

(1）報告セグメントの概要

　当社グループの事業セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締

役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものでありま

す。なお、事業セグメントの集約は行っておりません。

　当社グループは、国内外で工作機械の製造及び販売を行っております。製造・販売体制を基礎とした所在地別の

セグメントから構成されており、「日本」、「中国」、「インド」、「韓国」、および「その他」の各グループ会

社の所在地を報告セグメントとしております。

(2）セグメント収益及び業績

　セグメント間の売上収益は、市場実勢価格に基づいております。

　当社グループの報告セグメントによる収益及び業績は以下のとおりであります。

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）

（注)１．セグメント利益は売上収益から売上原価および販売費及び一般管理費を控除して算定しております。

 　　２．セグメント利益の調整額△243百万円は、未実現利益の調整等であります。

- 10 -

㈱ツガミ（6101）2022年3月期第2四半期決算短信



（単位：百万円）

報告セグメント
調整額 連結

日本 中国 インド 韓国 その他 計

売上収益

外部収益 10,797 35,812 1,154 1,111 300 49,176 － 49,176

セグメント間収益 6,708 4,742 3 40 20 11,516 △11,516 －

合計 17,506 40,555 1,158 1,151 320 60,692 △11,516 49,176

セグメント利益（△損失） 1,420 8,997 0 165 △11 10,573 △25 10,547

その他の収益・費用（純額） － － － － － － － 260

営業利益 － － － － － － － 10,808

金融収益・費用（純額） － － － － － － － △91

税引前四半期利益 － － － － － － － 10,716

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）

（注)１．セグメント利益は売上収益から売上原価および販売費及び一般管理費を控除して算定しております。

 　　２．セグメント利益の調整額△25百万円は、未実現利益の調整等であります。

（重要な後発事象）

(自己株式の消却)

当社は、2021年10月22日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づき、自己株式を消却すること

を決議し、自己株式の消却を実施いたしました。

 (1)消却した株式の種類　　　当社普通株式

 (2)消却した株式の総数　　　5,000,000株

 　(消却前の発行済株式総数に対する割合　9.09％)

 (3)消却日　　　　　　　　　2021年10月28日

 (4)消却後の発行済株式総数　50,000,000株
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（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）

中国 17,659 35,036

アジア 3,732 6,735

米国 1,573 2,057

欧州 584 1,566

海外売上収益 23,550 45,396

売上収益 26,457 49,176

海外売上収益比率（％） 89.0 92.3

（単位：百万円）

報告セグメント

日本 中国 インド 韓国 その他 合計

主要な製品ライン

自動旋盤 5,026 15,160 455 812 73 21,529

研削盤 604 645 － 5 － 1,255

マシニングセンタ・転造盤・専用機 652 1,539 － 5 8 2,206

その他 973 413 17 18 44 1,466

合計 7,257 17,759 473 841 126 26,457

（単位：百万円）

報告セグメント

日本 中国 インド 韓国 その他 合計

主要な製品ライン

自動旋盤 8,252 31,423 1,062 1,070 251 42,059

研削盤 556 1,518 40 － － 2,115

マシニングセンタ・転造盤・専用機 683 2,140 15 － 1 2,841

その他 1,304 730 36 40 48 2,160

合計 10,797 35,812 1,154 1,111 300 49,176

３．補足説明資料

（1）海外売上収益

（注）売上収益は顧客の所在地を基礎とし、国または地域に分類しております。

（2）連結販売実績

主要な製品ラインによる収益の分解と報告セグメントとの関連は以下のとおりであります。

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）

（注）主要な製品ラインのその他には、部品、サービス等が含まれております。

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）

（注）主要な製品ラインのその他には、部品、サービス等が含まれております。
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