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回次
第86期

第２四半期
連結累計期間

第87期
第２四半期
連結累計期間

第86期

会計期間
自　2020年10月１日
至　2021年３月31日

自　2021年10月１日
至　2022年３月31日

自　2020年10月１日
至　2021年９月30日

売上高 （百万円） 17,601 17,980 37,503

経常利益 （百万円） 833 711 1,302

親会社株主に帰属する四半期

（当期）純利益
（百万円） 445 518 855

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 814 355 1,419

純資産額 （百万円） 16,638 17,204 16,989

総資産額 （百万円） 34,129 34,886 34,154

１株当たり四半期（当期）純利益 （円） 94.37 114.06 183.10

潜在株式調整後１株当たり

四半期（当期）純利益
（円） － － －

自己資本比率 （％） 48.8 49.1 49.7

営業活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） 595 △125 1,927

投資活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） △543 △260 △1,061

財務活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） △498 △433 △998

現金及び現金同等物の

四半期末（期末）残高
（百万円） 3,687 3,305 4,012

回次
第86期

第２四半期
連結会計期間

第87期
第２四半期

連結会計期間

会計期間
自　2021年１月１日
至　2021年３月31日

自　2022年１月１日
至　2022年３月31日

１株当たり四半期純利益 （円） 112.17 87.04

第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

（注）１　潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

２　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

３　「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）等を第１四半期連結会計期間の期

首から適用しており、当第２四半期連結累計期間及び当第２四半期連結会計期間に係る主要な経営指標等に

ついては、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。

２【事業の内容】

　当第２四半期連結累計期間において、当社及び当社の関係会社（以下、当社グループという。）が営む事業の内容

について、重要な変更はありません。

　また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第２四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券

報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1）経営成績の状況

　当第２四半期連結累計期間における国内経済は、新型コロナウイルス感染症（以下、「感染症」という。）の拡

大防止対策であるワクチン接種普及率の向上効果もあり、一時持ち直しの動きが見られたものの、新たな変異株の

感染拡大により経済活動は停滞した状況が続きました。また、海外経済におきましては、経済活動は正常化へ向か

い、持ち直しが見られました。一方、先行きにつきましては、ウクライナ情勢の緊迫化、原材料の高騰及び半導体

等の供給面の制約など様々な下振れリスクが残る状況が続いております。

　当社グループが主力とする農林業用機械業界におきましては、感染症の拡大は続くものの、営業活動の再開など

により、出荷・生産実績が、輸出向けを中心に前年同四半期に比べ大幅に増加しました。

　このような状況において当社グループは、国内におきましては、今後の感染症の拡大による大規模展示会の中止

も見込まれるため、機会損失の回避へ向けてホームページ上に新たにオンライン展示会を設け、製品の紹介やライ

ンナップの充実を図りながら、新規分野の開拓を目的として、当社の強みであるポンプ技術を活かしたウルトラフ

ァインバブル製品の拡販活動を展開しました。また、海外におきましては、オンライン商談にて継続的に農林業用

機械やウルトラファインバブル製品などの拡販活動を展開しました。

　これらの結果、国内におきましては、アグリ流通において大型機械やセット動噴の売上が減少した結果、国内売

上高は12,946百万円（前年同四半期比7.6％減）となりました。また、海外におきましては、欧州、北米及び中南

米向けの刈払機や北米及び欧州向けの工業用ポンプの増加などにより、海外売上高は5,034百万円（前年同四半期

比40.2％増）となり、当第２四半期連結累計期間の売上高合計は17,980百万円（前年同四半期比2.2％増）となり

ました。

　利益面では、原材料費の高騰による売上総利益率の悪化などにより、営業利益は651百万円（前年同四半期比

27.2％減）、経常利益は711百万円（前年同四半期比14.7％減）となり、親会社株主に帰属する四半期純利益は負

ののれん発生益の計上などにより518百万円（前年同四半期比16.6％増）となりました。

　セグメント別の経営成績は、次のとおりであります。

　なお、第１四半期連結累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。詳細は「第４　経理の状況　１　

四半期連結財務諸表　注記事項　（セグメント情報等）」に記載のとおりであります。

①　農林業用機械

　国内におきましてはアグリ流通では大型機械やセット動噴が減少いたしました。また、海外におきましては、

刈払機が増加したことなどにより、国内外の農林業用機械の売上高合計は13,414百万円（前年同四半期比1.5％

減）、営業利益は680百万円（前年同四半期比29.7％減）となりました。

②　工業用機械

　国内におきましては、工業用ポンプが増加いたしました。また、海外におきましても、北米及び欧州向けの工

業用ポンプが増加した結果、国内外の工業用機械の売上高合計は3,239百万円（前年同四半期比25.6％増）、営

業利益は575百万円（前年同四半期比9.6％増）となりました。

③　その他の機械

　消防機械を主なものとする、その他の機械の売上高は1,232百万円（前年同四半期比6.0％減）、営業利益は63

百万円（前年同四半期比1.1％減）となりました。

④　不動産賃貸他

　不動産賃貸他の売上高は239百万円（前年同四半期比0.9％減）、営業利益は139百万円（前年同四半期比6.7％

増）となりました。
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(2）財政状態の状況

　当第２四半期連結会計期間末における資産総額は34,886百万円となり、前連結会計年度末より731百万円増加い

たしました。これは、現金及び預金の減少（811百万円）、電子記録債権の減少（1,021百万円）はありましたが、

受取手形及び売掛金の増加（1,564百万円）、原材料及び貯蔵品の増加（1,018百万円）などによるものでありま

す。

　負債総額は17,682百万円となり、前連結会計年度末より517百万円増加いたしました。これは、流動負債その他

に含まれる未払費用の減少（384百万円）及び未払金の減少（303百万円）はありましたが、支払手形及び買掛金の

増加（1,265百万円）などによるものであります。

　純資産総額は17,204百万円となり、前連結会計年度末より214百万円増加いたしました。これは、親会社株主に

帰属する四半期純利益を計上したことなどによる利益剰余金の増加（322百万円）などによるものであります。

(3）キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、有形固定資産の取得によ

る支出の減少はありましたが、売上債権の増加、棚卸資産の増加、法人税等の支払額の増加などにより、当第２四

半期連結会計期間末は、前連結会計年度末と比べ707百万円減少し、3,305百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当第２四半期連結累計期間において営業活動の結果、使用した資金は125百万円（前年同四半期は595百万円の収

入）となりました。これは、前年同四半期に比べ棚卸資産の増加、売上債権の増加、法人税等の支払額の増加など

によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当第２四半期連結累計期間において投資活動の結果、使用した資金は260百万円（前年同四半期比283百万円減）

となりました。これは、前年同四半期に比べ有形固定資産の取得による支出の減少などによるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当第２四半期連結累計期間において財務活動の結果、使用した資金は433百万円（前年同四半期比65百万円減）

となりました。これは、前年同四半期に比べ自己株式の取得による支出の減少などによるものであります。

(4）会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

　前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分

析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について、重要な変更はありません。

(5）経営方針・経営戦略等

　当第２四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について、重要な変更は

ありません。

(6）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

　当第２四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について、重

要な変更はありません。

(7）研究開発活動

　当第２四半期連結累計期間における当社グループ全体の研究開発費は132百万円であり、その他に製品の改良・

改善に要した408百万円を製造経費としており、研究開発関連費用は540百万円であります。なお、研究開発活動の

状況に重要な変更はありません。

３【経営上の重要な契約等】

　当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 13,906,100

計 13,906,100

第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類
第２四半期会計期間
末現在発行数（株）
（2022年３月31日）

提出日現在
発行数（株）

（2022年５月13日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 5,029,332 5,029,332
東京証券取引所

（スタンダード市場）

単元株式数は100株で

あります。

計 5,029,332 5,029,332 － －

②【発行済株式】

（注）当社は東京証券取引所市場第一部に上場しておりましたが、2022年４月４日付けの東京証券取引所の市場区分

見直しに伴い、同日以降の上場金融商品取引所名は、東京証券取引所スタンダード市場となっております。

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

　該当事項はありません。

②【その他の新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

年月日
発行済株式
総数増減数
（千株）

発行済株式
総数残高
（千株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額

（百万円）

資本準備金
残高

（百万円）

2022年１月１日～

2022年３月31日
－ 5,029 － 4,651 － 1,225

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】
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2022年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式
（自己株式を
除く。）の総
数に対する所
有株式数の割

合（％）

日本マスタートラスト信託銀行株式会社

（信託口）
東京都港区浜松町二丁目11番３号 462 10.19

丸山製作所取引先持株会 東京都千代田区内神田三丁目４番15号 230 5.09

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町一丁目５番５号 210 4.63

農林中央金庫 東京都千代田区大手町一丁目２番１号 205 4.52

株式会社千葉興業銀行 千葉県千葉市美浜区幸町二丁目１番２号 162 3.58

丸山製作所従業員持株会 東京都千代田区内神田三丁目４番15号 160 3.53

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 東京都中央区晴海一丁目８番12号 123 2.73

株式会社クボタ 大阪府大阪市浪速区敷津東一丁目２番47号 95 2.10

みずほ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目３番３号 90 1.98

三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 73 1.62

計 － 1,814 39.97

（５）【大株主の状況】

（注）１　上記のほか当社所有の自己株式490千株があります。

２　2022年３月31日現在において株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口）が所有する当社株式95千株を自己

株式数に含めて記載しております。

2022年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

953 －
普通株式 490,900

完全議決権株式（その他） 普通株式 4,525,000 45,250 －

単元未満株式 普通株式 13,432 － １単元（100株）未満の株式

発行済株式総数 5,029,332 － －

総株主の議決権 － 46,203 －

（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

（注）１　「完全議決権株式（自己株式等）」の欄には当社所有の自己株式が395,600株、株式会社日本カストディ銀

行（信託Ｅ口）が所有する当社株式が95,300株（議決権953個）含まれております。

２　「完全議決権株式（その他）」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が500株（議決権５個）含

まれております。
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2022年３月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義
所有株式数

（株）

他人名義
所有株式数

（株）

所有株式数
の合計
（株）

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合（％）

（自己保有株式）

株式会社丸山製作所

東京都千代田区内神田

三丁目４番15号
395,600 95,300 490,900 9.76

計 － 395,600 95,300 490,900 9.76

所有理由 名義人の氏名又は名称 名義人の住所

「株式給付信託（J-ESOP）」制度の

信託財産として拠出

株式会社日本カストディ銀行

（信託Ｅ口）
東京都中央区晴海一丁目８番12号

②【自己株式等】

（注）　他人名義で所有している理由等

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について
　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（2007年内閣府令

第64号）に基づいて作成しております。

２．監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（2022年１月１日から2022

年３月31日まで）及び第２四半期連結累計期間（2021年10月１日から2022年３月31日まで）に係る四半期連結財務諸

表について、青南監査法人による四半期レビューを受けております。
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2021年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(2022年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,466 3,655

受取手形及び売掛金 4,620 －

受取手形、売掛金及び契約資産 － 6,185

電子記録債権 2,785 1,764

商品及び製品 5,556 6,163

仕掛品 297 320

原材料及び貯蔵品 2,440 3,459

その他 1,701 1,201

貸倒引当金 △6 △11

流動資産合計 21,863 22,737

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,590 3,411

土地 2,608 2,635

その他（純額） 1,805 1,993

有形固定資産合計 8,004 8,040

無形固定資産 91 73

投資その他の資産

投資有価証券 3,453 3,159

その他 758 887

貸倒引当金 △16 △11

投資その他の資産合計 4,195 4,034

固定資産合計 12,291 12,148

資産合計 34,154 34,886

１【四半期連結財務諸表】

(1)【四半期連結貸借対照表】
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2021年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(2022年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,954 3,220

電子記録債務 6,643 6,770

短期借入金 3,283 3,197

未払法人税等 329 294

賞与引当金 534 503

製品保証引当金 124 122

株主優待引当金 15 －

資産除去債務 75 75

その他 1,797 999

流動負債合計 14,757 15,184

固定負債

長期借入金 100 115

退職給付に係る負債 1,830 1,876

資産除去債務 162 162

その他 314 343

固定負債合計 2,407 2,497

負債合計 17,165 17,682

純資産の部

株主資本

資本金 4,651 4,651

資本剰余金 4,514 4,514

利益剰余金 7,023 7,346

自己株式 △772 △791

株主資本合計 15,417 15,720

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,330 1,171

繰延ヘッジ損益 － △0

為替換算調整勘定 70 64

退職給付に係る調整累計額 171 183

その他の包括利益累計額合計 1,572 1,418

非支配株主持分 － 64

純資産合計 16,989 17,204

負債純資産合計 34,154 34,886
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(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間
(自　2020年10月１日
　至　2021年３月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2021年10月１日

　至　2022年３月31日)

売上高 17,601 17,980

売上原価 12,738 13,434

売上総利益 4,863 4,546

販売費及び一般管理費 ※１ 3,967 ※１ 3,894

営業利益 895 651

営業外収益

受取利息 0 0

受取配当金 31 33

その他 46 76

営業外収益合計 78 110

営業外費用

支払利息 26 21

その他 114 29

営業外費用合計 140 50

経常利益 833 711

特別利益

固定資産売却益 25 2

負ののれん発生益 － 63

その他 0 4

特別利益合計 25 70

特別損失

固定資産処分損 2 58

投資有価証券評価損 36 －

その他 0 －

特別損失合計 38 58

税金等調整前四半期純利益 821 723

法人税等 376 215

四半期純利益 445 508

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） － △10

親会社株主に帰属する四半期純利益 445 518

(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】
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(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間
(自　2020年10月１日
　至　2021年３月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2021年10月１日

　至　2022年３月31日)

四半期純利益 445 508

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 357 △158

繰延ヘッジ損益 △0 △0

為替換算調整勘定 △4 △5

退職給付に係る調整額 17 11

その他の包括利益合計 369 △153

四半期包括利益 814 355

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 814 365

非支配株主に係る包括利益 － △10

【四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】
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(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間
(自　2020年10月１日
　至　2021年３月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2021年10月１日

　至　2022年３月31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 821 723

減価償却費 461 467

貸倒引当金の増減額（△は減少） 5 △0

賞与引当金の増減額（△は減少） △7 △37

製品保証引当金の増減額（△は減少） 19 △1

株主優待引当金の増減額（△は減少） － △15

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 55 63

負ののれん発生益 － △63

受取利息及び受取配当金 △32 △34

支払利息 26 21

投資有価証券評価損益（△は益） 36 －

売上債権の増減額（△は増加） △212 △321

棚卸資産の増減額（△は増加） △1,189 △1,537

仕入債務の増減額（△は減少） 1,094 1,052

その他 △273 △127

小計 803 188

利息及び配当金の受取額 32 34

利息の支払額 △26 △21

法人税等の支払額 △213 △327

営業活動によるキャッシュ・フロー 595 △125

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 △51 －

定期預金の払戻による収入 51 102

有形固定資産の取得による支出 △557 △363

有形固定資産の売却による収入 40 5

無形固定資産の取得による支出 △18 △3

投資有価証券の取得による支出 △0 △0

投資有価証券の売却による収入 0 26

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による

支出
－ △43

その他 △7 15

投資活動によるキャッシュ・フロー △543 △260

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） △80 △60

長期借入金の返済による支出 △183 △145

リース債務の返済による支出 △6 △8

自己株式の取得による支出 △62 △21

配当金の支払額 △165 △195

非支配株主への配当金の支払額 － △1

財務活動によるキャッシュ・フロー △498 △433

現金及び現金同等物に係る換算差額 9 30

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △436 △788

現金及び現金同等物の期首残高 4,124 4,012

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 80

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 3,687 ※ 3,305

(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

　第１四半期連結会計期間において、株式の追加取得により持分法非適用関連会社であった双葉商事株式会社を

連結の範囲に含めております。

（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。

　この適用により、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奨励金及び営業外費用に計上してお

りました売上割引については、関連する財又はサービスの移転に対する収益を認識する時点で、売上高から減額

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。

　この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は153百万円、販売費及び一般管理費は147百万円、営業利益は

５百万円、営業外費用は５百万円それぞれ減少し、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ０百万円

減少しております。また、利益剰余金の期首残高は０百万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

ることといたしました。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。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。

（時価の算定に関する会計基準の適用）

　「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号及び「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いたしました。なお、これにより四半期連結財務

諸表に与える影響額はありません。

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

（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。

　また、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

使用しております。
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（追加情報）

（新型コロナウイルス感染症拡大に伴う会計上の見積りについて）

　当第２四半期連結累計期間において、前連結会計年度の有価証券報告書の追加情報に記載した、新型コロナウ

イルス感染症の影響等を含む仮定及び会計上の見積りについて、重要な変更は行っておりません。

（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、「所得税法等の一部を改正する法律」（2020年法律第８号）において創設

されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項

目については、「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に関する取扱い」（実務

対応報告第39号　2020年３月31日）第３項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用方針」（企業会

計基準適用指針第28号　2018年２月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額につい

て、改正前の税法の規定に基づいております。

（従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引）

(1）取引の概要

　当社は当社及びグループ会社従業員のうち、一定の要件を満たす者に対する報酬の一部として当社株式を給付

することにより、報酬と当社の株価や業績との連動性をより強め、従業員が株主の皆様と株価上昇による経済的

な利益を共有することにより従業員の株価への意識や労働意欲を高め、ひいては中長期にみて当社グループの企

業価値を高めることを目的として、「株式給付信託（J-ESOP）」（以下「本制度」という。）を導入しておりま

す。

　本制度は、あらかじめ定めた株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした当社及びグループ会社の従業員

（管理職員）に対し当社株式を給付する仕組みです。

　当社及びグループ会社は、従業員に対し個人の貢献度等に応じてポイントを付与し、当該従業員の退職時に累

積した付与ポイントに相当する当社株式を給付します。退職者等に対し給付する当社株式については、あらかじ

め信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理いたします。

　本制度の導入により、従業員の勤労意欲や株価への関心が高まるほか、優秀な人材の確保にも寄与することが

期待されます。

(2）信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する会計処理

　「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第30号　2015

年３月26日）第20項を適用し、従来採用していた方法により会計処理を行っております。

(3）信託が保有する自社の株式に関する事項

　①信託における帳簿価額は前連結会計年度170百万円、当第２四半期連結会計期間169百万円であります。信託

が保有する自社の株式は株主資本において自己株式として計上しております。

　②期末株式数は、前連結会計年度96,300株、当第２四半期連結会計期間95,300株であり、期中平均株式数は、

前第２四半期連結累計期間96,854株、当第２四半期連結累計期間95,602株であります。期中平均株式数は、

１株当たり情報の算定上、控除する自己株式に含めております。
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　前第２四半期連結累計期間
（自　2020年10月１日

　　至　2021年３月31日）

　当第２四半期連結累計期間
（自　2021年10月１日

　　至　2022年３月31日）

賞与引当金繰入額 244百万円 280百万円

退職給付費用 101 125

貸倒引当金繰入額 6 2

製品保証引当金繰入額 19 △1

従業員給与及び手当 1,112 1,171

（四半期連結損益計算書関係）

※１　販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

２　売上高の季節的変動

　前第２四半期連結累計期間（自　2020年10月１日　至　2021年３月31日）及び当第２四半期連結累計期間

（自　2021年10月１日　至　2022年３月31日）

　当社グループの主力事業である農林業用機械の販売は、当用期である下半期に売上高が集中する傾向が強

くみられるため、第１四半期連結会計期間の売上高が、他の四半期連結会計期間に比べ低くなり、第１四半

期連結会計期間と他の四半期連結会計期間の業績に季節的変動があります。

前第２四半期連結累計期間
（自　2020年10月１日

至　2021年３月31日）

当第２四半期連結累計期間
（自　2021年10月１日

至　2022年３月31日）

現金及び預金 4,106百万円 3,655百万円

預入期間が３か月を超える定期預金 △418 △350

現金及び現金同等物 3,687 3,305

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次の

とおりであります。

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2020年11月12日

取締役会
普通株式 169 35 2020年９月30日 2020年12月23日 利益剰余金

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2021年11月12日

取締役会
普通株式 199 43 2021年９月30日 2021年12月22日 利益剰余金

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　2020年10月１日　至　2021年３月31日）

　配当金支払額

（注）　「配当金の総額」には、株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口）が、基準日現在に所有する当社株式

97,100株に対する配当金３百万円を含んでおります。

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　2021年10月１日　至　2022年３月31日）

　配当金支払額

（注）　「配当金の総額」には、株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口）が、基準日現在に所有する当社株式

96,300株に対する配当金４百万円を含んでおります。
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（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

農林業用
機械

工業用
機械

その他の
機械

不動産
賃貸他

計

売上高

外部顧客への売上高 13,617 2,578 1,310 95 17,601 － 17,601

セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － 146 146 △146 －

計 13,617 2,578 1,310 241 17,747 △146 17,601

セグメント利益 968 525 63 130 1,688 △792 895

（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

農林業用
機械

工業用
機械

その他の
機械

不動産
賃貸他

計

売上高

一時点で移転される財又は 

サービス
13,414 3,239 1,232 8 17,893 － 17,893

一定期間にわたり移転される 

財又はサービス
－ － － － － － －

顧客との契約から生じる収益 13,414 3,239 1,232 8 17,893 － 17,893

その他の収益 － － － 87 87 － 87

外部顧客への売上高 13,414 3,239 1,232 95 17,980 － 17,980

セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － 143 143 △143 －

計 13,414 3,239 1,232 239 18,124 △143 17,980

セグメント利益 680 575 63 139 1,458 △806 651

（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10月１日　至　2021年３月31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

（注）１　セグメント利益の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用等であります。全社費用は、

主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

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。

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　2021年10月１日　至　2022年３月31日）

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

（注）１　セグメント利益の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用等であります。全社費用は、

主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

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。

２．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、報告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、売上高は「農林業用機械」で115百万円減少、「工業用機械」で36百万円減少、「そ

の他の機械」で１百万円減少し、セグメント利益は「農林業用機械」で４百万円減少、「工業用機械」で

０百万円減少、「その他の機械」で０百万円減少しております。
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３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　第１四半期連結会計期間に双葉商事株式会社の株式を取得し、持分法非適用関連会社から連結子会社化

したことにより、負ののれん発生益63百万円を計上しております。なお、当該負ののれん発生益は報告セ

グメントには配分しておりません。

（収益認識関係）

　顧客との契約から生じる収益を分解した資料は、「注記事項（セグメント情報等）」に記載のとおりでありま

す。

項目
前第２四半期連結累計期間
（自　2020年10月１日

至　2021年３月31日）

当第２四半期連結累計期間
（自　2021年10月１日

至　2022年３月31日）

１株当たり四半期純利益 94円37銭 114円６銭

（算定上の基礎）

親会社株主に帰属する四半期純利益

（百万円）
445 518

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する

四半期純利益（百万円）
445 518

普通株式の期中平均株式数（株） 4,715,664 4,549,883

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

（注）１　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２　「１株当たり四半期純利益」を算定するための普通株式の期中平均自己株式数については、株式会社日本カ

ストディ銀行（信託Ｅ口）が所有する当社株式を含めております。

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

　該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

2022年５月13日

株式会社丸山製作所

取締役会　御中

青南監査法人

東京都港区

代表社員
業務執行社員

公認会計士 大　　野　　木　　猛

業務執行社員 公認会計士 鳥　　海　　美　　穂

監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社丸山製

作所の2021年10月１日から2022年９月30日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（2022年１月１日から2022年３

月31日まで）及び第２四半期連結累計期間（2021年10月１日から2022年３月31日まで）に係る四半期連結財務諸表、すな

わち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算

書及び注記について四半期レビューを行った。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社丸山製作所及び連結子会社の2022年３月31日現在の財政状態

及び同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績並びにキャッシュ・フローの状況を適正に表示していない

と信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。

監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し

ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入

手したと判断している。

四半期連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適

切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続

企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期

連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。



(注) １　上記の四半期レビュー報告書の原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。

２　XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。

・　主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー

手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施され

る年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・　継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め

られると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と

認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかど

うか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において

四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が

適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人

の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業

として存続できなくなる可能性がある。

・　四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成

基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財務

諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさ

せる事項が認められないかどうかを評価する。

・　四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査

人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査

人の結論に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見事

項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監

査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて

いる場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以　上
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１【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

　当社代表取締役社長内山剛治は、当社の第87期第２四半期（自2022年１月１日　至2022年３月31日）の四半期報告

書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしました。

２【特記事項】

　確認に当たり、特記すべき事項はありません。


