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（百万円未満切捨て）

（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 1,257,996 3.3 2,431 △93.8 10,229 △79.9 10,340 △75.7

2022年３月期第２四半期 1,218,212 6.5 39,021 31.6 50,870 70.2 42,516 78.9

(注) 包括利益 2023年３月期第２四半期 49,290百万円（5.9％） 2022年３月期第２四半期 46,535百万円（43.5％）

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 16.34 －

2022年３月期第２四半期 69.61 －

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2023年３月期第２四半期 2,226,929 534,098 23.2

2022年３月期 1,956,288 469,269 23.2

(参考) 自己資本 2023年３月期第２四半期 517,222百万円 2022年３月期 454,268百万円

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 － 0.00 － 40.00 40.00

2023年３月期 － 0.00

2023年３月期（予想） － － －

（％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 2,700,000 8.2 25,000 △70.5 12,000 △89.6 5,000 △93.2 7.81

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）

(注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの希薄化効果を有しないため、記載
しておりません。

（２）連結財政状態

２．配当の状況

(注)1 直近に公表されている配当予想からの修正の有無：無
2 現時点において、2023年３月期の１株当たり配当金は未定です。

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）

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無：有



①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 2023年３月期２Ｑ 650,406,538 株 2022年３月期 611,952,858 株

②  期末自己株式数 2023年３月期２Ｑ 1,132,329 株 2022年３月期 1,131,071 株

③  期中平均株式数（四半期累計） 2023年３月期２Ｑ 632,794,752 株 2022年３月期２Ｑ 610,798,835 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）：有

新規   1社（社名） 堺ディスプレイプロダクト(株)

除外  －社

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用：無

（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

（注）詳細は、添付資料Ｐ.7「１．四半期連結財務諸表及び主な注記（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項
（会計方針の変更）」をご覧ください。

（４）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

１. 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、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。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。

２. 当社は2022年11月４日(金)に四半期決算説明会を開催する予定です。この説明会で使用する四半期決算説明資料につ

いては、公表後速やかに当社ホームページに掲載する予定です。
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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）

資産の部

流動資産

現金及び預金 287,361 256,550

受取手形、売掛金及び契約資産 487,160 536,390

棚卸資産 310,283 380,268

その他 148,165 98,848

貸倒引当金 △2,342 △2,545

流動資産合計 1,230,628 1,269,511

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 689,458 778,984

機械装置及び運搬具 1,191,042 1,232,705

工具、器具及び備品 177,359 177,410

その他 150,215 194,565

減価償却累計額 △1,789,815 △1,821,882

有形固定資産合計 418,260 561,784

無形固定資産

のれん 8,439 53,501

その他 33,845 32,438

無形固定資産合計 42,285 85,940

投資その他の資産

投資有価証券 171,392 256,184

その他 93,721 53,508

投資その他の資産合計 265,114 309,692

固定資産合計 725,660 957,417

資産合計 1,956,288 2,226,929

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 379,394 437,439

電子記録債務 42,980 40,298

短期借入金 54,300 91,475

賞与引当金 18,506 22,056

製品保証引当金 19,750 13,497

訴訟損失引当金 12,288 14,649

その他の引当金 16,715 13,545

その他 264,260 319,146

流動負債合計 808,198 952,107

固定負債

長期借入金 572,270 620,978

引当金 3,239 8,887

退職給付に係る負債 73,630 67,962

その他 29,679 42,894

固定負債合計 678,820 740,722

負債合計 1,487,018 1,692,830

１．四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
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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）

純資産の部

株主資本

資本金 5,000 5,000

資本剰余金 108,623 148,930

利益剰余金 345,218 330,985

自己株式 △13,747 △13,748

株主資本合計 445,094 471,167

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 20,169 28,456

繰延ヘッジ損益 1,835 1,418

為替換算調整勘定 △9,085 19,874

退職給付に係る調整累計額 △3,745 △3,692

その他の包括利益累計額合計 9,173 46,055

新株予約権 304 295

非支配株主持分 14,696 16,580

純資産合計 469,269 534,098

負債純資産合計 1,956,288 2,226,929
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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)

売上高 1,218,212 1,257,996

売上原価 1,007,941 1,077,980

売上総利益 210,270 180,016

販売費及び一般管理費 171,249 177,585

営業利益 39,021 2,431

営業外収益

受取利息 1,355 1,154

受取配当金 1,221 1,158

固定資産賃貸料 1,748 2,056

為替差益 6,927 18,757

持分法による投資利益 6,659 －

投資関連収益 2,319 5,755

その他 3,381 3,296

営業外収益合計 23,613 32,179

営業外費用

支払利息 2,541 3,590

持分法による投資損失 － 12,430

その他 9,222 8,360

営業外費用合計 11,763 24,380

経常利益 50,870 10,229

特別利益

固定資産売却益 518 1,977

固定資産受贈益 1,245 －

投資有価証券売却益 － 0

段階取得に係る差益 － 12,422

持分変動利益 － 261

負ののれん発生益 182 －

新株予約権戻入益 － 2

特別利益合計 1,946 14,665

特別損失

固定資産除売却損 108 512

投資有価証券売却損 7 －

関係会社株式売却損 268 －

事業構造改革費用 － 1,068

訴訟損失引当金繰入額 － 2,267

特別損失合計 385 3,848

税金等調整前四半期純利益 52,431 21,047

法人税、住民税及び事業税 10,654 6,619

法人税等調整額 360 2,939

法人税等合計 11,014 9,558

四半期純利益 41,417 11,488

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に

帰属する四半期純損失（△）
△1,098 1,147

親会社株主に帰属する四半期純利益 42,516 10,340

（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 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 41,417 11,488

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △106 8,286

繰延ヘッジ損益 △2,011 △401

為替換算調整勘定 1,376 34,022

退職給付に係る調整額 5,603 △29

持分法適用会社に対する持分相当額 256 △4,076

その他の包括利益合計 5,118 37,801

四半期包括利益 46,535 49,290

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 47,533 47,222

非支配株主に係る四半期包括利益 △997 2,067

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 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 52,431 21,047

減価償却費 34,782 39,802

受取利息及び受取配当金 △2,577 △2,313

支払利息 2,541 3,590

持分法による投資損益（△は益） △6,659 12,430

投資関連損益（△は益） △2,319 △5,755

固定資産除売却損益（△は益） △410 △1,465

固定資産受贈益 △1,245 －

段階取得に係る差損益（△は益） － △12,422

持分変動損益（△は益） － △261

新株予約権戻入益 － △2

事業構造改革費用 － 1,068

訴訟損失引当金繰入額 － 2,267

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） △682 △46,753

未収入金の増減額（△は増加） 5,637 △478

棚卸資産の増減額（△は増加） △36,076 △27,999

仕入債務の増減額（△は減少） 8,117 6,789

その他 △13,560 △19,855

小計 39,980 △30,313

利息及び配当金の受取額 4,374 4,179

利息の支払額 △2,521 △3,488

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △12,085 105

営業活動によるキャッシュ・フロー 29,747 △29,517

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 △49,377 △46,484

定期預金の払戻による収入 52,651 43,778

有形固定資産の取得による支出 △24,160 △21,753

有形固定資産の売却による収入 1,862 3,911

無形固定資産の取得による支出 △8,076 △6,909

投資有価証券の取得による支出 △6,992 △124

投資有価証券の売却による収入 1,734 151

事業譲渡による収入 － 619

その他 15,381 6,864

投資活動によるキャッシュ・フロー △16,977 △19,945

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） △73,066 24,280

長期借入れによる収入 11,000 －

長期借入金の返済による支出 △10,886 △3,635

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
△216 －

配当金の支払額 △18,303 △24,411

その他 △2,745 △3,821

財務活動によるキャッシュ・フロー △94,219 △7,588

現金及び現金同等物に係る換算差額 4,350 20,617

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △77,099 △36,434

現金及び現金同等物の期首残高 292,792 239,359

株式交換による現金及び現金同等物の増加額 － 2,099

現金及び現金同等物の四半期末残高 215,693 205,024

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
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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）

当社は、2022年６月27日を効力発生日として、当社を株式交換完全親会社、堺ディスプレイプ

ロダクト㈱を株式交換完全子会社とする株式交換を行いました。

この結果、前連結会計年度末に比べ、資本剰余金が40,337百万円増加しております。

（会計方針の変更）

米国会計基準ASC第842号「リース」

米国会計基準を適用している在外連結子会社等において、第１四半期連結会計期間より米国会

計基準ASC第842号「リース」を適用しております。

本基準の適用により、借手のリース取引については、使用権資産及びリース債務を認識するこ

とといたしました。ただし、短期リースに該当する場合は、使用権資産及びリース債務を認識し

ておりません。本基準の適用にあたっては、経過措置として認められている、本基準の適用によ

る累積的影響を適用開始日に認識する方法を採用しております。

これに伴い、当第２四半期連結会計期間末において、「有形固定資産」が7,880百万円、「流

動負債」の「その他」が1,570百万円、「固定負債」の「その他」が6,742百万円、それぞれ増加

しております。

なお、当該会計基準の適用が当第２四半期連結累計期間の損益に及ぼす影響は軽微でありま

す。

- 7 -

シャープ株式会社（6753）2023年3月期 第2四半期決算短信


