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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】

回次
第85期

第２四半期
連結累計期間

第86期
第２四半期
連結累計期間

第85期

会計期間
自2020年４月１日
至2020年９月30日

自2021年４月１日
至2021年９月30日

自2020年４月１日
至2021年３月31日

売上高
（百万円）

131,012 135,239 267,749

（第２四半期連結会計期間） (70,032) (72,040)  

税引前四半期利益

又は税引前利益
（百万円） 15,404 11,161 29,150

親会社の所有者に帰属する

四半期（当期）利益 （百万円）
10,607 5,705 19,088

（第２四半期連結会計期間） (6,674) (1,964)  

親会社の所有者に帰属する

四半期（当期）包括利益
（百万円） 13,509 6,094 28,021

親会社の所有者に帰属する持分 （百万円） 242,021 255,442 253,089

総資産額 （百万円） 391,973 433,393 424,928

基本的１株当たり

四半期（当期）利益 （円）
94.44 50.78 169.94

（第２四半期連結会計期間） (59.42) (17.48)  

親会社所有者帰属持分比率 （％） 61.7 58.9 59.6

営業活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） 27,203 12,696 40,002

投資活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） △2,878 △24,411 △10,771

財務活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） △21,810 △5,082 △18,852

現金及び現金同等物の

四半期末（期末）残高
（百万円） 53,040 45,790 62,228

（注）１．当社は要約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。

２．希薄化後１株当たり四半期（当期）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。

３．前第１四半期連結会計期間において行われた企業結合に係る暫定的な会計処理が前連結会計年度末に確定し

ており、前第２四半期連結累計期間及び前第２四半期連結会計期間の関連する主要な経営指標等について

は、暫定的な会計処理の確定内容を関連する主要な経営指標等に反映させております。

４．株式会社日本カストディ銀行（信託口）が所有する当社株式（取締役に対する業績連動型株式報酬信託分）

を期中平均株式数の計算において控除する自己株式数に含めております。

５．上記指標は、国際会計基準（以下、「IFRS」という。）により作成された要約四半期連結財務諸表及び連結

財務諸表に基づいております。

 

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において営まれている事業の内容に重要な変更はあ

りません。また、主要な関係会社の異動は以下のとおりであります。

 

（水処理装置事業関連）

当社は、2021年４月１日付で、当社の100％子会社である栗田エンジニアリング株式会社を、当社を存続会社とし

て吸収合併しました。これにより栗田エンジニアリング株式会社は解散しております。
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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、新たな事業等のリスクの発生、または、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の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】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

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。

 

(1) 財政状態の分析

① 資産合計 433,393百万円（前連結会計年度末比8,465百万円増加）

流動資産は162,414百万円となり、前連結会計年度末比14,068百万円減少しました。これは主に有形固定資産

の取得による支出や法人所得税の支払等により現金及び現金同等物が16,438百万円減少したためであります。

非流動資産は270,979百万円となり、前連結会計年度末比22,534百万円増加しました。有形固定資産の増加

（20,203百万円）は、主に超純水供給事業（水処理装置事業）に係る設備の新規取得や2022年４月に開設を予定

している新研究開発拠点（東京都昭島市）の建設工事が進捗したことによるものであります。

 

② 負債合計 172,549百万円（前連結会計年度末比5,459百万円増加）

流動負債は92,795百万円となり、前連結会計年度末比17,843百万円増加しました。これは主に米国のペンタゴ

ン・テクノロジーズ・グループ,Inc.（水処理装置事業）の非支配株主と締結した先渡契約に係る負債を非流動

負債から振り替えたことに加え、当初認識後の測定を行った結果、その他の金融負債が16,137百万円増加したた

めであります。

非流動負債は79,754百万円となり、前連結会計年度末比12,383百万円減少しました。これは主に前述した先渡

契約に係る負債を流動負債へ振り替えたことで、その他の金融負債が11,534百万円減少したためであります。

 

③ 資本合計 260,843百万円（前連結会計年度末比3,006百万円増加）

これは主に親会社の所有者に帰属する四半期利益の計上等により利益剰余金が1,869百万円、企業結合等によ

り非支配持分が653百万円それぞれ増加したためであります。

 

(2) 経営成績の分析

当第２四半期連結累計期間における世界経済は、各国の景気対策やワクチン接種の普及により経済活動が正常化

に向かったことで、持ち直しの動きがみられました。国内製造業の生産活動は、新型コロナウイルス感染再拡大に

よるサプライチェーンへの影響により一部に弱さがみられましたが、回復傾向が続き、設備投資も持ち直しの動き

がみられました。海外では、欧米および中国の景気は回復が進みましたが、アジアの一部は、新型コロナウイルス

感染の再拡大の影響により景気の回復に弱さがみられました。

このような状況のもとで、当社グループは、顧客にとって長期的に必要不可欠なパートナーとなることを目指

し、社会や顧客の課題に対する深い理解に基づき、節水やCO2排出削減、廃棄物削減といった環境負荷低減、生産

性の向上など顧客の課題解決に貢献する提案活動に注力するなど総合ソリューションの拡大に向けた取り組みを強

化しました。

以上の結果、当社グループ全体の受注高は147,810百万円（前年同期比15.9％増）、売上高は135,239百万円（前

年同期比3.2％増）となりました。利益につきましては、事業利益※は14,883百万円（前年同期比9.4％増）、営業

利益は14,749百万円（前年同期比7.9％減）、税引前四半期利益は11,161百万円（前年同期比27.5％減）、親会社

の所有者に帰属する四半期利益は5,705百万円（前年同期比46.2％減）となりました。当第２四半期連結累計期間

において、米国のペンタゴン・テクノロジーズ・グループ,Inc.の非支配株主と締結した先渡契約に係る負債の事

後測定により、金融費用3,611百万円を計上したことや、前年同期にその他の収益に計上した超純水供給事業にお

ける一部顧客との契約の解除に伴う清算益2,086百万円がなくなったことから、営業利益、税引前四半期利益、親

会社の所有者に帰属する四半期利益は減益となりました。

なお、第１四半期連結会計期間において、中東のクリタ・アクアケミーLtd.（水処理薬品事業）の株式51％分を

取得し、その100％子会社２社も含めて連結子会社化したことおよびカナダのキーテック・ウォーター・マネジメ

ント（水処理薬品事業）を買収し、連結子会社化したことに伴い、これらの経営成績を新規に連結しております。

また、前年同期に新規連結したペンタゴン・テクノロジーズ・グループ,Inc.のPPAが前期末に確定したことか

ら、前年同期の実績を遡及修正しております。
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※事業利益は、売上高から売上原価並びに販売費及び一般管理費を控除した恒常的な事業の業績を測る当社グループ独自の指標です。

IFRSで定義されている指標ではありませんが、財務諸表利用者にとって有用であると考え、自主的に開示しております。

 

セグメント別の業績は以下のとおりであります。

 

（水処理薬品事業）

国内では、受注高は、前年同期の機器類のスポット案件がなくなった影響もあり、微増にとどまりましたが、

売上高につきましては、製造業の生産活動回復の動きを受け、顧客の工場稼働率が上昇し、増加しました。

海外では、前年同期の新型コロナウイルス感染拡大による経済活動停滞に伴う需要減少の反動増に加え、第１

四半期連結会計期間に買収した中東およびカナダの子会社の経営成績（６カ月分）を新規に連結したことや円安

が進んだことに伴う海外子会社の円換算額の増加もあり、受注高・売上高は、ともに増加しました。

この結果、当社グループの水処理薬品事業全体の受注高は58,668百万円（前年同期比12.0％増）、売上高は

58,103百万円（前年同期比12.8％増）となりました。

利益につきましては、主に、売上高が増加したことにより、事業利益は7,514百万円（前年同期比16.7％

増）、営業利益は7,270百万円（前年同期比14.3％増）となりました。

 

（水処理装置事業）

国内では、電子産業分野向けの水処理装置の受注高は、大型案件の受注計上により大幅に増加し、売上高も増

加しました。同分野向けのメンテナンス・サービスの受注高は、顧客の工場稼働率が堅調に推移したことを背景

とした、増設および消耗品交換などの修繕案件により増加しましたが、売上高は、前年同期の大型案件の売上計

上の反動で減少しました。

一般産業分野向けの水処理装置は、受注高が大型案件の受注計上により増加しましたが、売上高は大型案件の

売上計上が一巡し、減少しました。同分野向けのメンテナンス・サービスの受注高・売上高は、顧客の工場稼働

率の回復を背景に需要が伸長し、増加しました。電力分野向け水処理装置は、大型案件の受注の減少と受注残か

らの売上計上の一巡により、受注高・売上高ともに減少しました。土壌浄化の受注高は増加しましたが、売上高

は、大型案件の売上計上が一巡し、減少しました。

海外では、受注高は、東アジアの電子産業向けの水処理装置の大型案件の受注により増加しました。一方、売

上高は、精密洗浄の売上が増加したものの、東アジアの電子産業向け水処理装置の売上が一巡し減少したことか

ら、海外全体では微増にとどまりました。

なお、超純水供給事業の国内および海外を合わせた売上高は、前連結会計年度に開始した契約案件の売上貢献

により増収となりました。

これらの結果、当社グループの水処理装置事業全体の受注高は、89,141百万円（前年同期比18.6％増）、売上

高は77,135百万円（前年同期比3.0％減）となりました。

利益につきましては、主に、原価低減など収益性改善に努めた結果、事業利益は7,368百万円（前年同期比

2.5％増）となりました。営業利益は、前年同期にその他の収益に計上した超純水供給事業における一部顧客と

の契約の解除に伴う清算益2,086百万円がなくなったことにより7,460百万円（前年同期比22.9％減）となりまし

た。
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(3) 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45,790百万円（前連結

会計年度末比16,438百万円減少）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主な要因は以下のとおりでありま

す。

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動で得られた資金は12,696百万円（前年同期比14,507百万円減少）となりました。これは主に税引前四

半期利益11,161百万円、減価償却費及び償却費11,287百万円などで資金が増加したものの、法人所得税の支払額

8,263百万円などで資金が減少したためであります。

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動で使用した資金は24,411百万円（前年同期比21,533百万円増加）となりました。これは主に有形固定

資産の取得による支出20,948百万円、子会社の取得による支出（取得資産に含まれる現金及び現金同等物控除

後）2,401百万円などで資金を使用したためであります。

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動で使用した資金は5,082百万円（前年同期比16,728百万円減少）となりました。これは主に配当金の

支払額で3,873百万円資金を使用したためであります。

 

当社グループは事業運営上必要な流動性確保と安定した資金調達体制の確立を基本方針としております。短期

運転資金は自己資金を基本とし、設備投資やその他成長分野への投資資金は自己資金を基本としつつも、必要に

応じて債券市場での調達や銀行借入を想定しております。なお、当第２四半期連結会計期間末において、当社は

取引金融機関１社とコミットメントライン契約を締結しております（借入実行残高 －百万円、借入未実行残高

20,000百万円）。

 

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更および新たに生じた課題

はありません。

 

(5) 研究開発活動

当第２四半期連結累計期間における研究開発費の総額は、2,537百万円であります。

なお、当第２四半期連結累計期間において、当社グループの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または締結等はありません。
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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 発行可能株式総数（株）

普通株式 531,000,000

計 531,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末
現在発行数（株）
（2021年９月30日）

提出日現在
発行数（株）

（2021年11月５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 116,200,694 116,200,694
東京証券取引所

市場第一部

権利内容に何ら限定のない

当社における標準となる株

式であり、単元株式数は100

株であります。

計 116,200,694 116,200,694 － －

 

（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。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

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）

2021年７月１日～

　2021年９月30日
－ 116,200 － 13,450 － 11,428
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（５）【大株主の状況】

  2021年９月30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11－３ 13,998 12.42

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８－12 6,069 5.38

日本生命保険相互会社

（常任代理人　日本マスタートラスト

　信託銀行株式会社）

東京都千代田区丸の内一丁目６－６

（東京都港区浜松町二丁目11－３）
5,979 5.30

株式会社日本カストディ銀行

（信託口７）
東京都中央区晴海一丁目８－12 2,400 2.13

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目７－１ 2,056 1.82

CACEIS BANK LUXEMBOURG

BRANCH/UCITS CLIENTS

（常任代理人　香港上海銀行

　東京支店）

5 ALLEE SCHEFFER, L-2520 LUXEMBOURG

（東京都中央区日本橋三丁目11－１）
1,969 1.74

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

LUXEMBOURG/JASDEC/FIM/LUXEMBOURG

FUNDS/UCITS ASSETS

（常任代理人　香港上海銀行

　東京支店　カストディ業務部）

33 RUE DE GASPERICH, L-5826 HOWALD-

HESPERANGE, LUXEMBOURG

（東京都中央区日本橋三丁目11－１）

1,861 1.65

ステート　ストリート　バンク

アンド　トラスト　カンパニー　

505025

（常任代理人　株式会社みずほ銀行

　決済営業部）

P.O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS

02101 U.S.A

（東京都港区港南二丁目15－１）

1,826 1.62

ステート　ストリート　バンク

ウェスト　クライアント

トリーティー　505234

（常任代理人　株式会社みずほ銀行

　決済営業部）

1776 HERITAGE DRIVE, NORTH QUINCY,

MA 02171,U.S.A

（東京都港区港南二丁目15－１）

1,821 1.61

ジェーピー モルガン チェース

バンク 385781

（常任代理人　株式会社みずほ銀行

　決済営業部）

25 BANK STREET, CANARY WHARF,

LONDON, E14 5JP, UNITED KINGDOM

（東京都港区港南二丁目15－１）

1,447 1.28

計 － 39,430 35.00

（注）１．株式会社日本カストディ銀行（信託口）が所有する6,069千株には当社株式244千株（取締役に対する業績連

動型株式報酬信託分）を含めております。

２．上記のほか、当社保有の自己株式が3,576千株あります。なお、自己株式3,576千株には株式会社日本カスト

ディ銀行（信託口）が所有する当社株式244千株（取締役に対する業績連動型株式報酬信託分）は含まれて

おりません。
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（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

    2021年９月30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）

2,446
権利内容に何ら限定のない

当社における標準となる株式普通株式 3,821,000

完全議決権株式（その他） 普通株式 112,288,900 1,122,889 同上

単元未満株式 普通株式 90,794 － 同上

発行済株式総数  116,200,694 － －

総株主の議決権  － 1,125,335 －

（注）１．「完全議決権株式（自己株式等）」の欄には、「取締役に対する業績連動型株式報酬制度」の導入に伴い、

株式会社日本カストディ銀行（信託口）が所有する当社株式244,600株（議決権の数2,446個）が含まれてお

ります。なお、当該議決権の数2,446個は、議決権不行使となっております。

２．「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式200株（議決権の数２個）を含めて

記載しております。

 

②【自己株式等】

    2021年９月30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） 東京都中野区中野

四丁目10番１号
3,576,400 244,600 3,821,000 3.29

栗田工業株式会社

計 － 3,576,400 244,600 3,821,000 3.29

（注）他人名義で所有している理由等

所有理由 名義人の氏名又は名称 名義人の住所

「取締役に対する業績連動型株式報酬

制度」の信託財産として244,600株所有

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８－12

 

２【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．要約四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の要約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。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）第93条の規定により、国際会計基準第34号「期中財務報

告」に準拠し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（2021年７月１日から2021

年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（2021年４月１日から2021年９月30日まで）に係る要約四半期連結財

務諸表について、太陽有限責任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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１【要約四半期連結財務諸表】

（１）【要約四半期連結財政状態計算書】

   （単位：百万円）

 注記
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  62,228 45,790

営業債権及びその他の債権  97,745 97,932

その他の金融資産 11 2,817 2,488

棚卸資産  9,911 11,447

その他の流動資産  3,780 4,754

流動資産合計  176,482 162,414

    

非流動資産    

有形固定資産  117,603 137,806

使用権資産  19,405 18,702

のれん  55,596 58,803

無形資産  17,320 17,042

持分法で会計処理されている投資  1,578 1,290

その他の金融資産 11 33,563 34,113

繰延税金資産  3,199 3,079

その他の非流動資産  177 140

非流動資産合計  248,445 270,979

    

資産合計  424,928 433,393
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   （単位：百万円）

 注記
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  46,506 51,402

借入金 11 445 1,909

リース負債  4,373 4,387

その他の金融負債 11 － 16,137

未払法人所得税等  8,135 4,833

引当金  1,847 1,321

その他の流動負債  13,644 12,802

流動負債合計  74,952 92,795

    

非流動負債    

社債及び借入金 11 31,207 30,964

リース負債  15,327 14,675

その他の金融負債 6,11 13,703 2,169

退職給付に係る負債  18,027 18,418

引当金  1,160 2,171

繰延税金負債  2,368 2,311

その他の非流動負債  10,343 9,044

非流動負債合計  92,137 79,754

    

負債合計  167,090 172,549

    

資本    

資本金  13,450 13,450

資本剰余金 6 △2,212 △2,225

自己株式  △10,787 △10,696

その他の資本の構成要素  8,500 8,906

利益剰余金  244,138 246,007

親会社の所有者に帰属する持分合計  253,089 255,442

非支配持分  4,748 5,401

資本合計  257,837 260,843

    

負債及び資本合計  424,928 433,393
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（２）【要約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）

 注記
 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 5,8 131,012 135,239

売上原価  85,220 85,230

売上総利益  45,791 50,009

販売費及び一般管理費  32,190 35,125

その他の収益 9 3,359 687

その他の費用  938 821

営業利益  16,021 14,749

金融収益  309 263

金融費用  920 3,953

持分法による投資損益（△は損失）  △7 102

税引前四半期利益  15,404 11,161

法人所得税費用  4,619 4,998

四半期利益  10,784 6,163

    

四半期利益の帰属    

親会社の所有者  10,607 5,705

非支配持分  177 458

四半期利益  10,784 6,163

    

１株当たり四半期利益    

基本的１株当たり四半期利益（円） 10 94.44 50.78

希薄化後１株当たり四半期利益（円）  － －
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【第２四半期連結会計期間】

   （単位：百万円）

 注記
 前第２四半期連結会計期間

(自　2020年７月１日
　至　2020年９月30日)

 当第２四半期連結会計期間
(自　2021年７月１日
　至　2021年９月30日)

売上高 5,8 70,032 72,040

売上原価  45,782 45,517

売上総利益  24,249 26,522

販売費及び一般管理費  16,264 17,512

その他の収益 9 2,644 376

その他の費用  455 453

営業利益  10,174 8,933

金融収益  64 65

金融費用  511 3,503

持分法による投資損益（△は損失）  △5 35

税引前四半期利益  9,722 5,530

法人所得税費用  2,929 3,316

四半期利益  6,793 2,214

    

四半期利益の帰属    

親会社の所有者  6,674 1,964

非支配持分  118 249

四半期利益  6,793 2,214

    

１株当たり四半期利益    

基本的１株当たり四半期利益（円） 10 59.42 17.48

希薄化後１株当たり四半期利益（円）  － －
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（３）【要約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）

 注記
 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  10,784 6,163

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
測定する金融資産の公正価値の純変動

 3,833 311

確定給付制度の再測定  △33 △17

純損益に振り替えられることのない
項目合計

 3,799 293

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  △823 153

キャッシュ・フロー・ヘッジ  △188 △14

持分法適用会社における
その他の包括利益に対する持分

 △21 38

純損益に振り替えられる可能性のある
項目合計

 △1,033 176

税引後その他の包括利益  2,766 470

四半期包括利益  13,550 6,633

    

四半期包括利益の帰属    

親会社の所有者  13,509 6,094

非支配持分  41 539

四半期包括利益  13,550 6,633
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【第２四半期連結会計期間】

   （単位：百万円）

 注記
 前第２四半期連結会計期間

(自　2020年７月１日
　至　2020年９月30日)

 当第２四半期連結会計期間
(自　2021年７月１日
　至　2021年９月30日)

四半期利益  6,793 2,214

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
測定する金融資産の公正価値の純変動

 801 1,616

確定給付制度の再測定  △9 △22

純損益に振り替えられることのない
項目合計

 791 1,594

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  △697 △287

キャッシュ・フロー・ヘッジ  △122 △0

持分法適用会社における
その他の包括利益に対する持分

 18 11

純損益に振り替えられる可能性のある
項目合計

 △800 △276

税引後その他の包括利益  △8 1,318

四半期包括利益  6,784 3,532

    

四半期包括利益の帰属    

親会社の所有者  6,840 3,199

非支配持分  △55 333

四半期包括利益  6,784 3,532
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（４）【要約四半期連結持分変動計算書】

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）

      （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

 

注記

在外営業
活動体

の換算差額

キャッシュ
・フロー
・ヘッジ

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日残高  13,450 8,212 △10,893 △9,033 503 8,747

四半期利益  － － － － － －

その他の包括利益  － － － △709 △188 3,833

四半期包括利益合計  － － － △709 △188 3,833

自己株式の取得  － － △1 － － －

配当金 7 － － － － － －

株式に基づく報酬取引  － 1 111 － － －

子会社に対する所有持分の変動額  － － － － － －

企業結合による変動 6 － － － － － －

非支配株主と締結した
先渡契約に係る負債

6 － △10,578 － － － －

その他の資本の構成要素から
利益剰余金への振替  － － － － － △33

その他  － △28 － － － －

所有者との取引額合計  － △10,605 109 － － △33

2020年９月30日時点の残高  13,450 △2,393 △10,784 △9,743 315 12,546

 

      （単位：百万円）

  親会社の所有者に帰属する持分

非支配持分 合計 注記 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日残高  － 216 231,456 242,442 1,666 244,108

四半期利益  － － 10,607 10,607 177 10,784

その他の包括利益  △32 2,902 － 2,902 △136 2,766

四半期包括利益合計  △32 2,902 10,607 13,509 41 13,550

自己株式の取得  － － － △1 － △1

配当金 7 － － △3,481 △3,481 △528 △4,010

株式に基づく報酬取引  － － － 112 0 112

子会社に対する所有持分の変動額  － － － － － －

企業結合による変動 6 － － － － 3,260 3,260

非支配株主と締結した
先渡契約に係る負債

6 － － － △10,578 － △10,578

その他の資本の構成要素から
利益剰余金への振替  32 △0 0 － － －

その他  － － 47 18 － 18

所有者との取引額合計  32 △0 △3,433 △13,930 2,731 △11,198

2020年９月30日時点の残高  － 3,118 238,630 242,021 4,439 246,460
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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）

      （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

 

注記

在外営業
活動体

の換算差額

キャッシュ
・フロー
・ヘッジ

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日残高  13,450 △2,212 △10,787 △4,469 △91 13,060

四半期利益  － － － － － －

その他の包括利益  － － － 108 △14 311

四半期包括利益合計  － － － 108 △14 311

自己株式の取得  － － △3 － － －

配当金 7 － － － － － －

株式に基づく報酬取引  － △11 93 － － －

子会社に対する所有持分の変動額  － － － － － －

企業結合による変動  － － － － － －

非支配株主と締結した
先渡契約に係る負債  － － － － － －

その他の資本の構成要素から
利益剰余金への振替  － － － － － 0

その他  － △2 － － － －

所有者との取引額合計  － △13 90 － － 0

2021年９月30日時点の残高  13,450 △2,225 △10,696 △4,360 △106 13,372

 

      （単位：百万円）

  親会社の所有者に帰属する持分

非支配持分 合計 注記 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日残高  － 8,500 244,138 253,089 4,748 257,837

四半期利益  － － 5,705 5,705 458 6,163

その他の包括利益  △15 389 － 389 81 470

四半期包括利益合計  △15 389 5,705 6,094 539 6,633

自己株式の取得  － － － △3 － △3

配当金 7 － － △3,819 △3,819 △36 △3,856

株式に基づく報酬取引  － － － 82 △1 80

子会社に対する所有持分の変動額  － － － － － －

企業結合による変動  － － － － 125 125

非支配株主と締結した
先渡契約に係る負債  － － － － － －

その他の資本の構成要素から
利益剰余金への振替  15 16 △16 － － －

その他  － － － △2 26 24

所有者との取引額合計  15 16 △3,835 △3,742 114 △3,628

2021年９月30日時点の残高  － 8,906 246,007 255,442 5,401 260,843
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（５）【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

   （単位：百万円）

 注記
 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  15,404 11,161

減価償却費及び償却費  10,263 11,287

持分法による投資損益（△は益）  7 △102

固定資産売却損益（△は益）  △5 △37

棚卸資産の増減額（△は増加）  △123 △1,100

営業債権及びその他の債権の増減額
（△は増加）

 6,578 549

営業債務及びその他の債務の増減額
（△は減少）

 △371 △636

その他  △2,286 △543

（小計）  29,465 20,578

利息の受取額  43 48

配当金の受取額  184 383

利息の支払額  △36 △49

法人所得税の支払額  △2,453 △8,263

営業活動によるキャッシュ・フロー  27,203 12,696
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   （単位：百万円）

 注記
 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)

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  △1,067 △1,167

定期預金の払戻による収入  843 1,294

有形固定資産の取得による支出  △3,083 △20,948

有形固定資産の売却による収入 9 5,942 251

無形資産の取得による支出  △796 △1,094

子会社の取得による支出（取得資産に
含まれる現金及び現金同等物控除後）

6 △4,605 △2,401

その他  △111 △346

投資活動によるキャッシュ・フロー  △2,878 △24,411

    

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）  △15,001 1,392

長期借入金の返済による支出  △389 △275

リース負債の返済による支出  △2,444 △2,472

配当金の支払額 7 △4,006 △3,873

その他  31 146

財務活動によるキャッシュ・フロー  △21,810 △5,082

    

現金及び現金同等物に係る換算差額  309 359

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）  2,825 △16,438

現金及び現金同等物の期首残高  50,215 62,228

現金及び現金同等物の四半期末残高  53,040 45,790
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【要約四半期連結財務諸表注記】

１．報告企業

栗田工業株式会社は、日本に所在する株式会社であり、東京証券取引所に株式を上場しております。登記してい

る本店及び主要な事業所の住所は、ホームページ（https://www.kurita.co.jp/）で開示しております。

当社グループの主要な事業内容は、水処理薬品事業、水処理装置事業であります。その詳細については、「５．

事業セグメント」に記載しております。

 

２．作成の基礎

(1) IFRSに準拠している旨

当社グループの要約四半期連結財務諸表は、四半期連結財務諸表規則第１条の２に掲げる「指定国際会計基準

特定会社」の要件を満たすことから、四半期連結財務諸表規則第93条の規定により、国際会計基準第34号「期中

財務報告」に準拠して作成しております。

本要約四半期連結財務諸表は、2021年11月５日に代表取締役社長 門田 道也によって承認されております。

 

(2) 測定の基礎

当社グループの要約四半期連結財務諸表は、公正価値で測定される金融商品等を除き、取得原価を基礎として

作成しております。

 

(3) 機能通貨及び表示通貨

当社グループの要約四半期連結財務諸表は、当社の機能通貨である日本円を表示通貨としており、百万円未満

を切り捨てて表示しております。

 

３．重要な会計方針

当社グループの要約四半期連結財務諸表において適用する重要な会計方針は、前連結会計年度において適用した

会計方針と同一であります。

なお、要約四半期連結財務諸表の法人所得税費用は、見積年次実効税率を基に算定しております。

 

４．重要な会計上の見積り及び見積りを伴う判断

当社グループの要約四半期連結財務諸表の作成において、経営者は、会計方針の適用並びに資産、負債、収益及

び費用の報告金額の開示に影響を及ぼす判断、見積り及び仮定を行うことを要求されております。ただし、実際の

業績はこれらの見積りとは異なる場合があります。見積り及びその基礎となる仮定は継続して見直しております。

これらの見積り及び仮定の見直しによる影響は、その見積り及び仮定を見直した期間及び連結会計年度と将来の連

結会計年度において認識されます。

要約四半期連結財務諸表における重要な会計上の見積り及び見積りを伴う判断については、前連結会計年度に係

る連結財務諸表に記載した内容から変更ありません。

 

（追加情報）

当第２四半期連結累計期間における世界経済は、各国の景気対策やワクチン接種の普及による経済活動正常化

の動きを受け、持ち直しの動きがみられました。当社グループにおいては、前年同期の新型コロナウイルス感染

拡大による経済活動停滞に伴う需要減少の反動増などもあり、受注高、売上高ともに増加しております。

本感染症の今後の広がり方や収束時期を合理的に予測することは困難でありますが、外部の情報源に基づく情

報等を踏まえて、世界各国におけるワクチンの普及や景気対策により当連結会計年度後半にかけて経済活動が次

第に正常化していくものと仮定し、のれん及び無形資産の減損テスト等の会計上の見積りを行っております。本

要約四半期連結財務諸表における重要な会計上の見積り及び見積りを伴う判断は、原則として前連結会計年度に

係る連結財務諸表と同様であります。
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５．事業セグメント

(1）報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、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。

当社グループは、取り扱う製品・サービスについて国内および海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開

しております。従って、当社グループは、「水処理薬品事業」および「水処理装置事業」の２つを報告セグメン

トとしております。

「水処理薬品事業」は、水処理に関する薬品類および付帯機器の製造販売並びにメンテナンス・サービスの提

供を行っております。「水処理装置事業」は、水処理に関する装置・施設類の製造販売、超純水供給・化学洗

浄・精密洗浄および土壌・地下水浄化並びに水処理施設の運転・維持管理などのメンテナンス・サービスの提供

を行っております。
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(2）報告セグメントに関する情報

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）

    （単位：百万円）

 報告セグメント

合計
調整額
（注）１

要約四半期
連結損益

計算書計上額
（注）２ 

水処理
薬品事業

水処理
装置事業

売上高      

外部顧客への売上高 51,511 79,501 131,012 － 131,012

セグメント間の内部売上高

又は振替高
211 1,086 1,297 △1,297 －

計 51,722 80,588 132,310 △1,297 131,012

セグメント利益 6,362 9,671 16,034 △12 16,021

金融収益     309

金融費用     920

持分法による投資損益（△は損失）     △7

税引前四半期利益     15,404

（注）１．セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去などが含まれております。

２．セグメント利益は、営業利益の数値であります。

 

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）

    （単位：百万円）

 報告セグメント

合計
調整額
（注）１

要約四半期
連結損益

計算書計上額
（注）２ 

水処理
薬品事業

水処理
装置事業

売上高      

外部顧客への売上高 58,103 77,135 135,239 － 135,239

セグメント間の内部売上高

又は振替高
240 380 620 △620 －

計 58,343 77,516 135,860 △620 135,239

セグメント利益 7,270 7,460 14,731 18 14,749

金融収益     263

金融費用     3,953

持分法による投資損益（△は損失）     102

税引前四半期利益     11,161

（注）１．セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去などが含まれております。

２．セグメント利益は、営業利益の数値であります。

 

EDINET提出書類

栗田工業株式会社(E01573)

四半期報告書

22/35



６．企業結合及び非支配持分の取得

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）

（ペンタゴン・テクノロジーズ・グループ,Inc.の取得）

2020年４月１日、当社の100％子会社であるクリタ・アメリカ・ホールディングス,Inc.は、前々連結会計年度

末において25％の株式を保有する米国の精密洗浄事業会社であるペンタゴン・テクノロジーズ・グループ,Inc.

（以下、「ペンタゴン・テクノロジーズ社」という。）の株式をさらに26％取得しました。これにより、クリ

タ・アメリカ・ホールディングス,Inc.の保有するペンタゴン・テクノロジーズ社の持分割合は合計51％とな

り、同社を当社の連結子会社としております。

当社は、ペンタゴン・テクノロジーズ社を子会社化することにより、当社が重点事業領域の一つと位置付ける

電子産業分野において、海外におけるサービス事業の基盤を獲得して市場競争力をより一層強化するとともに、

ペンタゴン・テクノロジーズ社の最先端洗浄技術およびノウハウを取得し、当社グループが展開する国内精密洗

浄事業とのシナジーを創出することで、事業成長をさらに加速させ、新たな価値を提供してまいります。

 

(1) 被取得企業の取得原価及びその内訳

取得の対価

 取得日直前に保有していた被取得企業株式の取得日における公正価値 5,379百万円

 取得日に追加取得した被取得企業株式の公正価値                  5,594百万円

               計                                             10,974百万円

 

(2) 企業結合に伴う再測定による利益

取得日直前に保有していた被取得企業の資本持分を取得日における公正価値で再測定した結果、当該企業結合

により463百万円の企業結合に伴う再測定による利益を認識しております。この利益は、要約四半期連結損益計

算書のその他の収益に計上しております。

 

(3) 取得資産及び引受負債

取得日現在のペンタゴン・テクノロジーズ社の識別可能な取得資産及び引受負債の公正価値は、以下のとおり

であります。

 （単位：百万円）

取得対価の公正価値 10,974

取得資産及び引受負債の公正価値  

現金及び現金同等物 995

営業債権 1,636

その他の流動資産 554

技術関連資産 2,334

顧客関連資産 1,732

その他の非流動資産 3,169

営業債務及びその他の債務 △1,520

非流動負債 △2,407

取得資産及び引受負債の公正価値(純額) 6,494

非支配持分 3,260

のれん 7,739

 

前第４四半期連結会計期間において、暫定的な会計処理が確定したことにより、取得日における「のれん」の

金額は、1,881百万円減少しております。これは、主に技術関連資産が2,334百万円、顧客関連資産が1,732百万

円増加した一方で、非流動負債が1,234百万円、非支配持分が1,808百万円増加したことに起因しております。発

生した「のれん」の金額は7,739百万円であり、期待される将来の超過収益力によるものであります。なお、認

識した「のれん」について、税務上損金算入を見込んでいる金額はありません。

 

前第２四半期連結累計期間の要約四半期連結損益計算書に含まれているペンタゴン・テクノロジーズ社の売上

高は5,490百万円、四半期利益は414百万円であります。
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非支配持分は、被取得企業の識別可能な純資産の公正価値に対する非支配株主持分の持分割合で測定しており

ます。

 

(4) 企業結合と別に処理される取引

当該企業結合に係る取得関連費用は171百万円であり、要約四半期連結損益計算書のその他の費用に計上して

おります。

 

(5) 非支配株主と締結した先渡契約

ペンタゴン・テクノロジーズ社の残り49％の株式については、クリタ・アメリカ・ホールディングス,Inc.と

非支配株主との間で先渡契約が締結され、2022年６月30日を目途に、ペンタゴン・テクノロジーズ社をクリタ・

アメリカ・ホールディングス,Inc.の100％子会社にすることが合意されております。

なお、先渡契約に基づく株式譲渡見込み価額の現在価値10,578百万円をその他の金融負債として当初認識する

とともに、同額を資本剰余金から減額しております。また、当初認識後は原則として実効金利法に基づく償却原

価で測定するとともに、その事後的な変動額を純損益に認識しております。
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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）

（共通支配下の取引等）

(1) 取引の概要

①結合当事企業の名称及び事業の内容

(i) 存続会社

企業の名称 栗田工業株式会社

事業の内容 水処理薬品・水処理装置の製造・販売、水処理装置のメンテナンス、超純水供給、土壌・地下

水浄化

(ⅱ)消滅会社

企業の名称 栗田エンジニアリング株式会社（以下、「栗田エンジニアリング」という）

事業の内容 各種プラントの洗浄・メンテナンス、洗浄・排水処理関連の薬品および装置・機器の製造・販

売、仮設機材レンタル

②企業結合日

2021年４月１日

③企業結合の法的形式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、栗田エンジニアリングは解散しております。

④結合後企業の名称

栗田工業株式会社

⑤結合を行った主な理由

栗田エンジニアリングは、1959年に当社の化学洗浄部門を分離して設立され、プラント洗浄エンジニアリ

ングのリーディングカンパニーとして、国内大型プラント向けの化学洗浄を中心に事業を展開しておりま

す。同社および当社の主要市場である電力、鉄鋼、石油精製・石油化学等の社会・産業インフラ市場におい

ては、気候変動問題への取り組みによる脱炭素化をはじめ、環境負荷低減ニーズや生産性向上ニーズが高

まっております。

今回の合併により、同社の持つ強固な技術基盤や顧客基盤に当社の財務資本や人的資本といった経営資源

を機動的に投入することで、これらのニーズを的確に捉え、最適なソリューションを提供することが可能と

なります。これからの社会・産業インフラ市場において社会的な要請と顧客ニーズに迅速に応える体制を構

築し、プラント洗浄事業の業容の拡大と持続的な成長を図ってまいります。

 

(2) 実施した会計処理の概要

共通支配下における企業結合とは、企業結合当事企業もしくは事業のすべてが、企業結合の前後で同一の企業

により最終的に支配され、かつ、その支配が一時的でない場合の企業結合であります。当社グループは、すべて

の共通支配下における企業結合取引について、継続的に帳簿価額に基づき会計処理しております。

 

EDINET提出書類

栗田工業株式会社(E01573)

四半期報告書

25/35



 

７．配当金

(1) 配当金支払額

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）

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

2020年６月29日

定時株主総会
普通株式 3,490 31 2020年３月31日 2020年６月30日

（注）2020年６月29日定時株主総会決議による配当金の総額には、株式会社日本カストディ銀行（信託口）が保有

する当社株式312千株（取締役に対する業績連動型株式報酬信託分）に対する配当金９百万円が含まれてお

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）

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

2021年６月29日

定時株主総会
普通株式 3,828 34 2021年３月31日 2021年６月30日

（注）2021年６月29日定時株主総会決議による配当金の総額には、株式会社日本カストディ銀行（信託口）が保有

する当社株式274千株（取締役に対する業績連動型株式報酬信託分）に対する配当金９百万円が含まれてお

ります。

 

(2) 基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末

日後となるもの

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）

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

2020年11月５日

取締役会
普通株式 3,603 32 2020年9月30日 2020年11月27日

（注）2020年11月５日取締役会決議による配当金の総額には、株式会社日本カストディ銀行（信託口）が保有する

当社株式274千株（取締役に対する業績連動型株式報酬信託分）に対する配当金８百万円が含まれておりま

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）

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

2021年10月29日

取締役会
普通株式 4,054 36 2021年9月30日 2021年11月29日

（注）2021年10月29日取締役会決議による配当金の総額には、株式会社日本カストディ銀行（信託口）が保有する

当社株式244千株（取締役に対する業績連動型株式報酬信託分）に対する配当金８百万円が含まれておりま

す。
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８．売上高

顧客との契約から認識した売上高の分解と報告セグメントとの関係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）

   (単位：百万円)

 報告セグメント 要約四半期
連結損益計算書

計上額 水処理薬品事業 水処理装置事業

 日本 21,157 56,265 77,423

 アジア 10,891 13,240 24,132

 北南米 10,458 9,995 20,454

 EMEA 9,003 － 9,003

合計 51,511 79,501 131,012

（注）１．セグメント間取引控除後の金額を表示しております。

２．売上高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。なお、EMEAは欧州、中東、

アフリカ地域を指しております。

３．第１四半期連結会計期間より、地域区分「その他の地域」を「北アメリカ」と統合し、「北南米」として開

示するよう変更しました。前第２四半期連結累計期間の数値については、旧地域区分からの組替えを行って

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）

   (単位：百万円)

 報告セグメント 要約四半期
連結損益計算書

計上額 水処理薬品事業 水処理装置事業

 日本 21,744 53,736 75,480

 アジア 12,798 12,885 25,683

 北南米 11,603 10,514 22,117

 EMEA 11,957 0 11,957

合計 58,103 77,135 135,239

（注）１．セグメント間取引控除後の金額を表示しております。

２．売上高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。なお、EMEAは欧州、中東、

アフリカ地域を指しております。

３．第１四半期連結会計期間より、地域区分「その他の地域」を「北アメリカ」と統合し、「北南米」として開

示するよう変更しました。

 

９．その他の収益

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）

前第２四半期連結累計期間において、契約解除に伴う清算益2,086百万円をその他の収益に計上しました。こ

れは水処理装置事業において、一部顧客との契約が中途解約となったことによって得られた違約金、並びに関連

する固定資産を譲渡することによって得られた収益であります。

なお、要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書上は、投資活動によるキャッシュ・フローにおいて「有形固

定資産の売却による収入」に含めて計上しております。

 

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）

当第２四半期連結累計期間において、重要な事項がないため、記載を省略しております。
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10．１株当たり四半期利益

基本的１株当たり四半期利益の算定上の基礎は以下のとおりであります。

  （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）

親会社の所有者に帰属する四半期利益 10,607 5,705

親会社の普通株主に帰属しない四半期利益 － －

基本的１株当たり四半期利益の計算に

使用する四半期利益
10,607 5,705

期中平均普通株式数（株） 112,312,991 112,355,575

（注）１．希薄化後１株当たり四半期利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

２．自己株式として計上されている信託に残存する自社株式は、基本的１株当たり四半期利益算定上、期中

平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。控除した当該自己株式の期中平均株式

数は前第２四半期連結累計期間298千株、当第２四半期連結累計期間263千株であります。

 

  （単位：百万円）

 
 前第２四半期連結会計期間

（自 2020年７月１日
   至 2020年９月30日）

 当第２四半期連結会計期間
（自 2021年７月１日

   至 2021年９月30日）

親会社の所有者に帰属する四半期利益 6,674 1,964

親会社の普通株主に帰属しない四半期利益 － －

基本的１株当たり四半期利益の計算に

使用する四半期利益
6,674 1,964

期中平均普通株式数（株） 112,329,936 112,369,877

（注）１．希薄化後１株当たり四半期利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

２．自己株式として計上されている信託に残存する自社株式は、基本的１株当たり四半期利益算定上、期中

平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。控除した当該自己株式の期中平均株式

数は前第２四半期連結会計期間284千株、当第２四半期連結会計期間251千株であります。
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11．金融商品

(1) 金融商品の公正価値

償却原価で測定される金融負債の公正価値及び要約四半期連結財政状態計算書における帳簿価額は以下のとお

りであります。

なお、帳簿価額が公正価値の合理的な近似値となっている金融商品及び重要性の乏しい金融商品は、以下の表

に含めておりません。

   （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）

 帳簿価額 公正価値 帳簿価額 公正価値

金融負債     

借入金 1,328 1,317 1,287 1,349

社債 29,889 29,859 29,901 29,895

 

(2) 公正価値の測定方法

金融資産及び金融負債の公正価値は、以下のとおり算定しております。

（デリバティブ）

デリバティブには、為替予約、通貨スワップ、在外子会社のプット・オプションが含まれております。

為替予約および通貨スワップの公正価値は、先物為替相場または金融機関より入手した見積価格や、利用可

能な情報に基づき算定しており、レベル２に分類しております。

在外子会社株式のプット・オプションには、契約相手への支払いが要求される可能性がある金額の現在価値

に基づき、公正価値を評価しており、レベル３に分類しております。この評価モデルにおいては、割引率等の

観察可能でないインプットを使用しております。公正価値はそれぞれの時点毎の事業計画や金利等によって変

動することが想定されます。

 

（株式等）

株式等には、活発な市場のある株式、投資信託、非上場株式が含まれております。活発な市場のある株式

は、取引所の価格により評価しており、レベル１に分類しております。投資信託は、取引所の価格又は取引金

融機関などから提示された価格により評価しており、レベル１に分類しております。非上場株式は、類似公開

会社比較法等の評価技法に、評価倍率等の観察可能でないインプットを用いて公正価値を算定しており、レベ

ル３に分類しております。

 

（借入金）

短期借入金は、短期間で決済されるものであるため、公正価値は帳簿価額に近似しております。

長期借入金は、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法

によっており、レベル２に分類しております。

ただし、変動金利による長期借入金は、短期間で市場金利を反映し、また、信用状態は実行後大きく異なっ

ていないことから、公正価値は帳簿価額に近似しております。

 

（社債）

社債は、元利金の合計額を当該社債の残存期間および信用リスクを加味した利率で割り引いて算定する方法

によっており、レベル２に分類しております。

 

（非支配株主と締結した先渡契約に係る負債）

当社グループが非支配株主と締結した子会社株式の先渡契約について、その株式譲渡見込み価額の現在価値

をその他の金融負債として当初認識し、当初認識後は原則として実効金利法に基づく償却原価で測定するとと

もに、その事後的な変動額を純損益に認識しております。なお、非支配株主と締結した先渡契約に係る負債の

公正価値は、将来キャッシュ・フローを割り引く方法に基づき計算しており、公正価値は帳簿価額に近似して

おります。

また、当第２四半期連結累計期間において、負債の事後測定を行った結果、金融費用を3,611百万円計上し

ております。これにより、当先渡契約に係る負債の残高は16,137百万円となり、前連結会計年度末比3,810百

万円増加しております。
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（その他(金融負債)）

その他(金融負債)の公正価値は、観察不能なインプットを用いて割引キャッシュ・フロー法で算定した金額

で評価しているため、レベル３に分類しております。

 

（上記以外の金融商品）

上記以外の金融商品は主に短期間で決済されるものであるため、公正価値は帳簿価額に近似しております。

 

(3) 公正価値ヒエラルキー

以下は公正価値で計上される金融商品を評価方法ごとに分析したものであります。公正価値の測定に利用す

るインプットをもとに、それぞれのレベルを以下のように分類しております。

レベル１：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）市場価格により測定された公正価値

レベル２：レベル１以外の直接又は間接的に観察可能な指標を用いて測定された公正価値

レベル３：重要な観察可能でない指標を用いて測定された公正価値

 

公正価値ヒエラルキーのレベル間の振替は、振替を生じさせた事象又は状況の変化が生じた日に認識してお

ります。前連結会計年度および当第２四半期連結累計期間において、レベル間の振替は行われておりません。

 

公正価値により測定された金融商品

前連結会計年度（2021年３月31日）

    （単位：百万円）

 レベル１ レベル２ レベル３ 合計

デリバティブ資産 － 4 － 4

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
    

株式等 25,007 － 5,765 30,772

デリバティブ負債 － － 193 193

その他(金融負債) － － － －

 

当第２四半期連結会計期間（2021年９月30日）

    （単位：百万円）
 

 レベル１ レベル２ レベル３ 合計

デリバティブ資産 － 1 － 1

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
    

株式等 25,451 － 6,254 31,706

デリバティブ負債 － 16 195 212

その他(金融負債) － － 742 742

 

レベル３に分類された金融商品については、経営管理部門責任者により承認された評価方針および手続きに

従い、外部の評価専門家又は適切な評価担当者が評価および評価結果の分析を実施しております。評価結果は

経営管理部門責任者によりレビューされ承認されております。

レベル３に分類されたデリバティブ負債のうち、在外子会社株式のプット・オプションの公正価値の測定に

関する重要な観察不能なインプットは割引率であり、割引率の下落（上昇）により、公正価値は増加（減少）

します。
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レベル３に分類された金融商品の期首残高から期末残高への調整表

    （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）

 金融資産 金融負債 金融資産 金融負債

期首残高 4,745 1,397 5,765 193

利得及び損失合計 231 － 7 －

純損益 △0 － － －

その他の包括利益 232 － 7 －

購入 429 － 493 －

発行 － － － 742

売却 △17 － △3 －

その他 0 △37 △8 2

期末残高 5,389 1,359 6,254 938

報告期間末に保有している資

産及び負債について純損益に

計上された当期の未実現損益

の変動

－ － － －

 

純損益に含まれている利得及び損失は、決算日時点の純損益を通じて公正価値で測定する金融資産及び金

融負債に関するものであります。これらの純損益は要約四半期連結損益計算書の金融収益および金融費用に

含まれております。

その他の包括利益に含まれている利得及び損失は、決算日時点のその他の包括利益を通じて公正価値で測

定する金融資産に関するものであります。これらの利得及び損失は要約四半期連結包括利益計算書の「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の公正価値の純変動」に含まれております。
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２【その他】

中間配当決議に関する件

2021年10月29日開催の取締役会において、当社定款第41条の規定に基づき、2021年９月30日最終の株主名簿に記

録されている株主又は登録株式質権者に対し、第86期（自2021年４月１日 至2022年３月31日）の中間配当を以下

のとおり行う旨を決議しました。

１．配当金の総額                                 4,054百万円

２．１株当たりの金額                                36円00銭

３．支払請求権の効力発生日及び支払開始日      2021年11月29日

（注）配当金の総額には、株式会社日本カストディ銀行（信託口）が保有する当社株式244千株（取締役に対す

る業績連動型株式報酬信託分）に対する配当金８百万円が含まれております。
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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  

 

2021年11月５日

栗田工業株式会社

取締役会 御中

 

太陽有限責任監査法人

東京事務所
 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 柴谷 哲朗    印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 和田 磨紀郎  印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 西村 健太    印

 

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」に掲げられている栗田工業

株式会社の2021年４月１日から2022年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（2021年７月１日か

ら2021年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（2021年４月１日から2021年９月30日まで）に係る要約四半

期連結財務諸表、すなわち、要約四半期連結財政状態計算書、要約四半期連結損益計算書、要約四半期連結包括利

益計算書、要約四半期連結持分変動計算書、要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び要約四半期連結財務諸

表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、上記の要約四半期連結財務諸表が、「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」第93条により規定された国際会計基準第34号「期中財務報告」に準拠して、

栗田工業株式会社及び連結子会社の2021年９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期

間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・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、「要約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。

 

要約四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、国際会計基準第34号「期中財務報告」に準拠して要約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要約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。

要約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要約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、国際会計基準第１号「財務諸表の表示」第４項に基づき、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。

監査役及び監査役会の責任は、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。

 

要約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

要約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。
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・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、要約四半期連結財務諸表において、国際会計基準第１

号「財務諸表の表示」第４項に基づき、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要

約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要約四半期連結財務諸表

の注記事項が適切でない場合は、要約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。

・要約四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、国際会計基準第34号「期中財務報告」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要約四半期連結財務諸表の表示、構成

及び内容、並びに要約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。

・要約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、要約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、監査役及び監査役会に対して、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、監査役及び監査役会に対して、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

 

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（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。
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