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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 18,937 7.2 748 ― 822 ― 460 ―

2021年３月期第２四半期 17,666 △14.9 △32 ― 53 △95.8 △155 ―

(注)包括利益 2022年３月期第２四半期 2,267 百万円 ( 297.5％) 2021年３月期第２四半期 570 百万円 ( △30.6％)

　

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 14.15 ―

2021年３月期第２四半期 △4.74 ―
　

（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 60,584 48,096 76.2

2021年３月期 58,572 46,365 75.8

(参考) 自己資本 2022年３月期第２四半期 46,176百万円 2021年３月期 44,402百万円

　

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 ― 10.00 ― 10.00 20.00

2022年３月期 ― 10.00

2022年３月期(予想) ― 10.00 20.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

2021年３月期配当金の内訳 安定配当20円

2022年３月期配当金（予想）につきましては、2021年５月７日に「2021年３月期決算短信」にて公表したとお

り、安定配当20円に業績を加味して、連結配当性向35％を目安に決定いたします。

　

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 42,000 3.5 2,550 11.2 2,600 1.6 1,700 6.5 52.23

(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)

（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) 2022年３月期２Ｑ 34,536,635株 2021年３月期 34,536,635株

② 期末自己株式数 2022年３月期２Ｑ 1,990,616株 2021年３月期 2,017,212株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2022年３月期２Ｑ 32,528,522株 2021年３月期２Ｑ 32,826,435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

・本資料に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、不確定な要素を含んでおり

ます。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

・当社は、決算説明動画および決算補足説明資料を当社ホームページに掲載する予定です。
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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当社グループを取り巻く環境は、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の

拡大により依然として厳しい状況にあり、一部地域では都市封鎖や経済活動制限が断続的に発生するなど回復が遅

れていますが、多くの地域ではワクチン接種率の上昇などにより行動規制緩和の動きが進み、回復基調が続いてい

ます。

　このような環境の下、企業価値である「Smiles for the Public ――人々が笑顔になれる社会をつくる――」の

実現に向け、新たに2030年を見据えた経営ビジョンとして、「Dr.Sound －社会の音を良くするプロフェッショナル

集団－ になる」を策定いたしました。お客さまに選ばれる良い音体験の継続的提供を通じ、社会課題の特定、解

決、改善の一連のサイクルをお客さまと共に実現してゆく頼れるパートナーとして、人々の安心・信頼・感動の価

値実現を目指してまいります。国内においては、収益力・競争力の基盤となる音響機器及び映像機器のラインナッ

プ拡充を進めると共に、新たな価値の提供に向けて、社会課題を様々な企業との共創により解決する取り組みを開

始しております。また海外においては、社会経済活動の持ち直しの動きに伴い、営業活動の強化・効率化を進めて

います。

　これらの結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は18,937百万円（前年同四半期比＋1,271百万円、7.2

％増）となりました。利益については、原価率の改善や販売費及び一般管理費の減少により、営業利益は748百万円

（前年同四半期比＋780百万円）、経常利益は822百万円（前年同四半期比＋768百万円）、親会社株主に帰属する四

半期純利益は460百万円（前年同四半期比＋616百万円）となりました。

セグメントの業績は、次のとおりであります。

（日本）

売上高は11,543百万円（前年同四半期比＋5百万円、0.0％増）、セグメント利益（営業利益）は2,224百万円

（前年同四半期比＋325百万円、17.2％増）となりました。

　鉄道車両向けの売上が減少しましたが、空港施設向けや教育市場向けの売上は伸長し、セグメント全体での売

上高は横ばいとなりました。

　日本国内販売や鉄道車両向けの原価率が改善し、また、販売費及び一般管理費も減少したことなどにより、セ

グメント利益は増加しました。

（アジア・パシフィック）

売上高は3,186百万円（前年同四半期比＋391百万円、14.0％増）、セグメント利益（営業利益）は508百万円

（前年同四半期比＋80百万円、18.9％増）となりました。

　タイでは、鉄道施設向けの大型案件の納入が進みましたが、新型コロナウイルス感染症拡大による工期遅延の

影響などを受け、売上高は減少しました。ベトナムでは、官公庁向け大型案件などの納入が進み、販売が伸長し

ております。インドネシアやマレーシアにおいても、官公庁向け大型案件の納入が進み、また、宗教市場向け音

響設備の販売が堅調に推移し、セグメント全体での売上高は増加しました。

　原価率の悪化や、販売費及び一般管理費の増加はありましたが、売上高の増加によりセグメント利益は増加し

ました。

（欧州・中東・アフリカ）

売上高は2,153百万円（前年同四半期比＋300百万円、16.2％増）、セグメント利益（営業利益）は290百万円

（前年同四半期比＋157百万円、118.6％増）となりました。

　イギリスや南アフリカで大型案件の納入が進み、欧州や中東での販売も堅調に推移しました。また、為替円安

の影響もあり、売上高は増加しました。

　販売費及び一般管理費は増加しましたが、売上高の増加や、原価率の改善により、セグメント利益は増加しま

した。

（アメリカ）

売上高は1,082百万円（前年同四半期比＋294百万円、37.4％増）、セグメント利益（営業利益）は98百万円

（前年同四半期比＋93百万円）となりました。

　アメリカでは、新型コロナウイルス感染症の拡大が峠を越え、経済活動は持ち直しの動きを見せ、小売店向け

の音響機器の販売が堅調に推移し、売上高は増加しました。カナダでは、教育市場向けの販売が伸長し、売上高

は増加しました。

　原価率の悪化や、販売費及び一般管理費の増加はありましたが、売上高の増加によりセグメント利益は増加し

ました。
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（中国・東アジア）

売上高は971百万円（前年同四半期比＋278百万円、40.3％増）、セグメント利益（営業利益）は130百万円（前

年同四半期比＋76百万円、140.9％増）となりました。

　新型コロナウイルス感染症の広がりが落ち着きを見せ、台湾では工場市場向けに、中国では教育市場向けなど

に複数の大型案件の納入があり、売上高は増加しました。香港では、前期に複数の大型案件の納入があったこと

により、前年同期比で売上高は減少しましたが、台湾や中国での販売が堅調に推移し、セグメント全体での売上

高は増加しました。

　販売費及び一般管理費は増加しましたが、売上高の増加や原価率の改善により、セグメント利益は増加しまし

た。

（２）財政状態に関する説明

①資産、負債及び純資産の状況

当第２四半期連結会計期間末における総資産は60,584百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,011百万円の増加

となりました。資産の部は、売上債権の減少などありましたが、現金及び預金の増加や投資有価証券の評価替えな

どにより増加しました。負債及び純資産の部は、その他有価証券評価差額金の増加や、為替円安に伴う為替換算調

整勘定の増加などにより増加しました。

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（以下、「資金」という。）は17,069百万円となり、

前連結会計年度末に比べ800百万円の増加となりました。当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フロー

の状況とそれらの要因は次のとおりです。

　（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841百万円、減価償却費699百万円、売上債権の減少額1,089百万円、未払金の減少額

△509百万円、法人税等の支払額△178百万円などにより、営業活動による資金の増加は1,937百万円となりまし

た。

　（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874百万円、有形固定資産の取得による支出124百万円、定期預金の払戻による収入331

百万円などにより、投資活動による資金の減少は776百万円となりました。

　（財務活動によるキャッシュ・フロー）

配当金の支払324百万円、ファイナンス・リース債務の返済による支出251百万円、非支配株主への払戻による支

出142百万円などにより、財務活動による資金の減少は779百万円となりました。

（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月期の通期の業績予想につきましては、「2021年３月期決算短信」にて公表しております当初予想から

変更しておりません。
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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 16,838 18,208

受取手形及び売掛金 9,095 ―

受取手形、売掛金及び契約資産 ― 8,115

商品及び製品 6,242 6,153

仕掛品 554 843

原材料及び貯蔵品 2,916 3,221

その他 728 622

貸倒引当金 △53 △54

流動資産合計 36,322 37,111

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 6,443 6,303

その他 4,305 4,232

有形固定資産合計 10,749 10,536

無形固定資産 1,347 1,377

投資その他の資産

投資有価証券 9,073 10,441

その他 1,081 1,118

貸倒引当金 △0 △0

投資その他の資産合計 10,154 11,559

固定資産合計 22,250 23,472

資産合計 58,572 60,584

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,704 2,833

短期借入金 1,271 1,341

未払法人税等 261 359

引当金 187 212

その他 2,335 1,905

流動負債合計 6,759 6,651

固定負債

退職給付に係る負債 2,504 2,521

その他 2,943 3,313

固定負債合計 5,447 5,835

負債合計 12,207 12,487
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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)

純資産の部

株主資本

資本金 5,279 5,279

資本剰余金 5,061 5,065

利益剰余金 30,819 30,939

自己株式 △1,370 △1,352

株主資本合計 39,790 39,933

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 5,708 6,661

為替換算調整勘定 △1,168 △476

退職給付に係る調整累計額 72 58

その他の包括利益累計額合計 4,611 6,243

非支配株主持分 1,962 1,920

純資産合計 46,365 48,096

負債純資産合計 58,572 60,584
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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 17,666 18,937

売上原価 10,288 10,823

売上総利益 7,377 8,114

販売費及び一般管理費 7,409 7,365

営業利益又は営業損失（△） △32 748

営業外収益

受取利息 14 7

受取配当金 50 51

助成金収入 78 ―

持分法による投資利益 ― 2

その他 75 64

営業外収益合計 218 126

営業外費用

支払利息 35 21

為替差損 89 23

持分法による投資損失 3 ―

その他 5 7

営業外費用合計 133 52

経常利益 53 822

特別利益

為替換算調整勘定取崩益 ― 19

特別利益合計 ― 19

特別損失

解体撤去費用 11 ―

特別損失合計 11 ―

税金等調整前四半期純利益 42 841

法人税等 163 298

四半期純利益又は四半期純損失（△） △121 543

非支配株主に帰属する四半期純利益 34 82

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（△）

△155 460
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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)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △121 543

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 1,057 952

為替換算調整勘定 △369 784

持分法適用会社に対する持分相当額 0 0

退職給付に係る調整額 4 △12

その他の包括利益合計 691 1,724

四半期包括利益 570 2,267

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 590 2,091

非支配株主に係る四半期包括利益 △20 175
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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 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

税金等調整前四半期純利益 42 841

減価償却費 704 699

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △40 △21

受取利息及び受取配当金 △64 △59

為替差損益（△は益） △16 △47

持分法による投資損益（△は益） 3 △2

支払利息 35 21

助成金収入 △78 ―

為替換算調整勘定取崩益 ― △19

売上債権の増減額（△は増加） 3,137 1,089

棚卸資産の増減額（△は増加） △266 △173

仕入債務の増減額（△は減少） △1,265 69

未払金の増減額（△は減少） △206 △509

その他 △303 186

小計 1,680 2,076

利息及び配当金の受取額 73 59

利息の支払額 △33 △20

助成金の受取額 72 ―

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △327 △178

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,464 1,937

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 △411 △874

定期預金の払戻による収入 447 331

有形固定資産の取得による支出 △459 △124

有形固定資産の売却による収入 8 0

無形固定資産の取得による支出 △153 △96

その他 △7 △12

投資活動によるキャッシュ・フロー △575 △776

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） 162 37

自己株式の取得による支出 △1,004 △0

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △164 △251

配当金の支払額 △682 △324

非支配株主への配当金の支払額 △30 △98

非支配株主への払戻による支出 ― △142

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,719 △779

現金及び現金同等物に係る換算差額 △145 418

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △975 800

現金及び現金同等物の期首残高 16,108 16,268

現金及び現金同等物の四半期末残高 15,132 17,069
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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。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

〇税金費用の計算

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。

（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しております。これによる主な変更点は

以下のとおりです。

　（１）顧客に支払われる対価

　顧客に支払われる対価について、従来は、販売費及び一般管理費として処理する方法によっておりましたが、取

引価格から減額する方法に変更しております。

　（２）一定の期間にわたり充足される履行義務

　従来、一時点で収益を認識していた契約のうち、支配が顧客に一定の期間にわたり移転する場合には、顧客に移

転する履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。履行義務の充

足に係る進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した原価が、予想される原価の合計に占める割合に基づ

いて行っております。

　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。また、収益認識会計基準第

86項また書き(１)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行われた契約変更について、

すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、そ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ております。

　この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高が83百万円増加し、売上原価は140百万円増加し、販売費及び一般

管理費は89百万円減少し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ31百万円増加しておりま

す。また、利益剰余金の当期首残高は17百万円減少しております。

収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた

「受取手形及び売掛金」は、第１四半期連結会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示するこ

ととしました。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。

（時価の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することとしております。なお、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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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 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)

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

（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日本

アジア・パ
シフィック

欧州・中東
・アフリカ

アメリカ
中国・
東アジア

計

売上高

外部顧客への売上高 11,538 2,794 1,852 787 692 17,666 ― 17,666

セグメント間の内部
売上高又は振替高

1,410 33 9 2 12 1,468 △1,468 ―

計 12,948 2,828 1,862 790 705 19,134 △1,468 17,666

セグメント利益 1,898 428 133 4 54 2,518 △2,550 △32

(注)１．セグメント利益の調整額△2,550百万円には、セグメント間取引消去０百万円及び各報告セグメントに配分し

ていない全社費用△2,551百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない本社部

門等に係る費用であります。

　２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

Ⅱ 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)

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

（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日本

アジア・パ
シフィック

欧州・中東
・アフリカ

アメリカ
中国・
東アジア

計

売上高

外部顧客への売上高 11,543 3,186 2,153 1,082 971 18,937 ― 18,937

セグメント間の内部
売上高又は振替高

1,603 50 9 7 13 1,683 △1,683 ―

計 13,147 3,237 2,162 1,089 984 20,621 △1,683 18,937

セグメント利益 2,224 508 290 98 130 3,252 △2,503 748

(注)１．セグメント利益の調整額△2,503百万円には、セグメント間取引消去20百万円及び各報告セグメントに配分し

ていない全社費用△2,524百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない本社部

門等に係る費用であります。

　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。

　３．報告セグメントの変更等に関する事項

　 会計方針の変更に記載のとおり、第１四半期連結会計期間の期首から収益認識会計基準等を適用し、収益認

識に関する会計処理方法を変更したため、事業セグメントの利益又は損失の算定方法を同様に変更しておりま

す。

　 当該変更により、従来の方法に比べて、当第２四半期連結累計期間の日本セグメントの売上高は83百万円増

加し、セグメント利益は31百万円増加しております。

　


