
トップメッセージ

グループビジョン
「At your side 2030」の実現
に向けて、より一層スピードを
上げてあらゆる変革に取り組ん
でいきます。

株主の皆さまへ

株主の皆さまには平素より格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げ
ます。

新型コロナウイルス感染症の拡大が始まって以降、経済・産業・社会
の構造は大きく変化し、ブラザーグループを取り巻く事業環境も同様
に変化し続けております。当社の事業領域においても、サプライチェー
ンに関する様々なリスクが顕在化し、またお客様や資本市場の価値観
やニーズも、サステナビリティを重視したものへと急激なスピードで変
化しつつあります。

昨年10月に発表し、本年４月からスタートしたブラザーグループビ
ジョン「At your side 2030」は、2030年度に向けて、ブラザーグループの
存在意義や、お客様と社会へどのような価値を提供するのかを「あり続

けたい姿」として掲げました。そして、「あり続けたい姿」とした「世界中
の“あなた”の生産性と創造性をすぐそばで支え、社会の発展と地球の未
来に貢献」するための「価値の提供方法」と「注力領域」を示しました。

この「At your side 2030」の実現を見据え、バックキャストで最初の
３年間に取り組むテーマを定めた中期戦略「CS B2024」（2022年度～
2024年度）は、「あたらしい未来へのテイクオフ」をテーマに、産業用領
域の飛躍や、プリンティング領域の変容などの事業ポートフォリオの変
革と、持続可能な未来に向けた経営基盤の変革を目指します。

ブラザーグループは、「At your side 2030」の実現に向けて、「CS 
B2024」で掲げた目標達成を目指し、より一層スピードを上げてあらゆる
変革に取り組んでいきます。

株主の皆さまにおかれましては、今後とも一層のご支援を賜ります
ようお願い申し上げます。

代表取締役社長　

佐々木一郎
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業績ハイライト

第２四半期連結累計期間
・売上収益は、主に為替のプラス影響に

より増収
・事業セグメント利益は、部材コスト

の高騰および販管費の増加などに
より減益

・中間配当は、1株当たり34円とする

通期連結業績予想
・為替レートの見直しや主に第２四半期

連結累計期間における業績を反映し、
通期連結業績予想を見直し

ブラザーは、地球規模の環境課題解決に貢献するために、2050年に向け

た環境目標「ブラザーグループ 環境ビジョン2050」を策定し、「CO2排出削

減」「資源循環」「生物多様性保全」に関する具体的な目標を掲げ継続的な取

り組みを進めています。

2021年には「生物多様性保全」の活動の一つとして東山動植物園と広報

パートナー協定を締結し、同園の「種の保存」活動や「環境教育」の広報支援

を行っています。

本年度は、同園が最も力を入れているアジアゾウの出産に対し、ドキュ

メンタリー動画の制作、特設ウェブサイトの開設、命名式の開催など、全面

的な協力をしています。アジアゾウの誕生を通じて、次の世代へ命をつな

ぐために動植物園が果たしている役割や、世界中のさまざまな動物が絶滅

の危機に瀕している原因などを紹介し、生物多様性と地球環境の大切さを

伝えていきます。

これらの活動がきっかけとなり、１人でも多くの人が生物多様性保全に

ついて考えてくれるようになることを願っています。
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サステナビリティへの取り組み
～東山動植物園オフィシャル広報パートナーとして～

東山動植物園とのパートナー協定を通し
多様性と環境の大切さを伝えたい

SDGsの達成に貢献するグローバルな取り組みを幅広くご紹介

2,901億円
（前年同期比 284億円減）

2021年度 2022年度
（期初予想*）

2022年度
（今回予想）

■第2四半期累計   ■■通期

3,505

7,109

8,400（見込み）7,750
（見込み）

［億円］

3,604

3,967

4,433

検索ブラザー SDGs STORY
ブラザーSDGs STORYはこちら

https://sdgsstory.global.brother/j/

ぜひご覧ください。



トピックス

2022年5月、コンパクトマシニングセンタSPEEDIO（スピー
ディオ）シリーズの新製品として、EV市場に適した新製品

「SPEEDIO U500Xd1」を発売しました。
加工エリアに大型傾斜ロータリーテーブルを搭載したこと

で、電気自動車で使用される大型アルミ部品の加工を可能と
し、お客さまの生産性向上に貢献します。

傾斜ロータリーテーブル

2022年9月、家庭用ミシンの累計生産台数7,000万台を達成
しました。

ブラザーの家庭用ミシン事業は、1932年に日本初となる国
産シャトルフックの量産化に成功し、名古屋市の伝馬町工場
にて1号機となる「15種70型」の生産を開始したことから始ま
りました。以降、家庭用ミシンのリーディングカンパニーと
して、グローバルに製品やサービスを提供し続けてきました。
近年では、大型カラー液晶タッチパネルや、布地に刺しゅうや
実用縫いの模様を映すことができるプロジェクターを業界で
初めて搭載するなど、新たな価値を提供し続けています。

2022年8月、印刷と同時にA4用紙を自動で半分のA5サイ
ズにカットする自動カッティングプリンター「CUTFIT(カッ
トフィット) DCP-J1800N」を発表しました。
「DCP-J1800N」は、プリンター本体にカッターを内蔵して

おり、A4用紙をセットして印刷すると自動で半分のA5サイ
ズにカットできます。自分用の勉強資料やメモはA5で印刷
するなど、用途に合わせてA4とA5から印刷サイズをお選び
いただけます。

A4サイズでの印刷と比較して用紙やインクの使用量を約
半分に抑えられ、環境にも優しいプリンターです。

「あなたのブラザーでいたい。」をキャッチフレーズに展開
している国内向け企業広告として新たに2本のCM動画が公
開されました。
「家族の挑戦」では、中学受験に挑戦する小学生とその家族

の姿を通して、挑戦のすぐそばで家族を支えるブラザーのプ
リンターを表現しています。また、「ラベルならブラザー」で
は、AGV(無人搬送車)がQRコードが印刷されたラベルを読
みながら動く様子をダイナミックなカットで表現し、中期戦
略「CS B2024」で成長を目指す業務用のラベルプリンターを
紹介しています。

1株当たり配当金

*2022年5月11日公表

事業セグメント利益 親会社の所有者に帰属する四半期（当期）利益

工作機器新モデル
「SPEEDIO U500Xd1」発売

家庭用ミシン累計生産
7,000万台達成

インクジェットプリンター新モデル
「CUTFIT DCP-J1800N」発売

企業CM「あなたのブラザーでいたい。」
シリーズの新バージョンを公開

325億円
（前年同期比 40億円減）

2021年度 2022年度
（期初予想*）

2022年度
（今回予想）

■第2四半期累計   ■■通期［億円］ ［億円］

494
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341

846
730

（見込み） 700
（見込み）

2021年度 2022年度
（期初予想*）

■第2四半期累計   ■■通期

368 303

207
242

610 510
（見込み）

510
（見込み）

247億円
（前年同期比 26億円減）

［億円］ ［億円］

2022年度
（今回予想）

2021年度 2022年度
（期初予想*）

■第2四半期累計   ■■通期
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64
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（見込み）
68

（見込み）

27円
（前年同期比 3円減）

［億円］ ［円］

34

34

34

34

2022年度
（今回予想）



基本データ　（2022 年 9 月 30 日現在）

商　号 ブラザー工業株式会社 （BROTHER INDUSTRIES, LTD.）

本　社 〒467-8561 名古屋市瑞穂区苗代町15番1号
TEL：052-824-2511 （代表）

設　立 1934年1月15日

資本金 192億9百万円

上場証券取引所 東証プライム、名証プレミア

従業員 連結：44,727名　単独：3,914名

役員　（2022年 9月30日現在）
取 締 役 取締役会長　　　　　　　小池　利和

代表取締役社長　　　　　佐々木　一郎
代表取締役副社長　　　　石黒　雅
取締役　常務執行役員　　池田　和史
　　　　　　　　　　　　桑原　悟
　　　　　　　　　　　　村上　泰三
社外取締役　　　　　　　竹内　敬介
　　　　　　　　　　　　白井　文
　　　　　　　　　　　　内田　和成
　　　　　　　　　　　　日髙　直輝
　　　　　　　　　　　　宮木　正彦

監 査 役 監査役（常勤）　　　　　　小川　和之
　　　　　　　　　　　　大林　啓造
社外監査役　　　　　　　山田　昭
　　　　　　　　　　　　神田　真秋
　　　　　　　　　　　　城野　和也

株主メモ　
事業年度 4月1日～翌年 3月31日

定時株主総会 毎年 6月

期末配当金受領株主確定日 3月31日

第 2四半期末配当金受領株主確定日 9月30日

基準日 3月31日

公告掲載URL https://global.brother/ja/investor/
※ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告による
ことができないときは、日本経済新聞に掲載して行います。

株主名簿管理人/特別口座の口座管理機関 三菱UFJ信託銀行株式会社

同連絡先 三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部
東京都府中市日鋼町1-1
TEL：0120-232-711（通話料無料）

執行役員 専務執行役員　　　　　只　雄一
　　　　　　　　　　　久野　光康
常務執行役員　　　　　鈴木　剛
　　　　　　　　　　　星　真
　　　　　　　　　　　小出　哲郎
　　　　　　　　　　　伊藤　敏宏
　　　　　　　　　　　岩垂　友美子
執行役員　　　　　　　長谷川　泰之
　　　　　　　　　　　佐藤　龍也
　　　　　　　　　　　杉本　吉市

グループ常務執行役員　野地　勲
　　　　　　　　　　　ドナルド　カミンズ
　　　　　　　　　　　ロバート　パルフォード
グループ執行役員　　　三島　勉

会社の概要

第130回 定時株主総会について
2022年6月20日開催の定時株主総会につきまして、
当社ウェブサイトに記載の決議通知のとおり、議案は
承認可決されました。

IRウェブサイトのご案内
当社IRウェブサイトでは、最新のIR情報など、さまざまな
情報を提供しておりますので、ぜひご覧ください。

JPX 日経インデックス400 構成銘柄

証券コード　6448
本社  名古屋市瑞穂区苗代町15番1号  〒467-8561

環境に優しい
「水なし印刷」を
採用。
大気中に
揮発性有機物を
排出しません。

インキの石油系溶剤を
大豆油主体とした
植物系溶剤に
100％置き換え、
VOC（揮発性有機化合物）
フリーとしました。

本社 〒467-8561 名古屋市瑞穂区苗代町15番1号

※  株主さまの住所変更その他各種お手続きにつきましては、株主さまご自身が口座を開設されている口座管理機関
（証券会社等）にて承りますので、詳細は各口座管理機関へお問い合わせください。

※  特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、特別口座の口座管理機関である三菱UFJ信託
銀行株式会社までお問い合わせください。

https://global.brother/ja
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株主総会に関する詳細情報はこちら

https://global.brother/ja/investor/meeting

IRに関する詳細情報はこちら

https://global.brother/ja/investor

検索ブラザー株主総会 検索ブラザー IR情報


