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1. 2021年3月期第3四半期の連結業績（2020年4月1日～2020年12月31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 ％

2021年3月期第3四半期 13,247 17.8 1,915 128.9 1,753 117.2 1,325 67.8

2020年3月期第3四半期 11,248 3.7 836 △20.9 807 △27.9 790 △23.4

（注）包括利益 2021年3月期第3四半期　　1,287百万円 （87.4％） 2020年3月期第3四半期　　686百万円 （△27.0％）

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

2021年3月期第3四半期 125.17 124.98

2020年3月期第3四半期 74.61 ―

(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 ％

2021年3月期第3四半期 23,715 13,234 55.8

2020年3月期 20,654 12,101 58.6

（参考）自己資本 2021年3月期第3四半期 13,234百万円 2020年3月期 12,101百万円

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

2020年3月期 ― 5.00 ― 8.00 13.00

2021年3月期 ― 7.00 ―

2021年3月期（予想） 7.00 14.00

（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

（注２）　2020年３月期期末配当金の内訳　　普通配当　５円00銭　　記念配当　３円00円

3. 2021年 3月期の連結業績予想（2020年 4月 1日～2021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 17,000 8.5 2,300 127.2 2,200 121.4 1,700 58.0 160.54

（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（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無

新規 ― 社 （社名） 、 除外 ― 社 （社名）

(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 ： 無

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） 2021年3月期3Q 10,604,880 株 2020年3月期 10,604,880 株

② 期末自己株式数 2021年3月期3Q 15,579 株 2020年3月期 15,559 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年3月期3Q 10,589,313 株 2020年3月期3Q 10,589,321 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、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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資
料２ページ「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」をご覧ください。
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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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、設備投資の下げ止まり等、一部で持ち直しの動きがみられ

たものの、新型コロナウイルス感染症の再拡大により、依然として厳しい状況が続きました。海外経済につきま

しても、同様の影響により、先行きは不透明な状況で推移いたしました。

当社グループの主たる事業分野である半導体市場は、在宅勤務の拡大やライフスタイルの変化に伴う“巣ごも

り需要”により、パソコンやデータセンター関連機器、ゲーム機等の需要増加に支えられ堅調に推移いたしまし

た。さらに、ＩoＴやＡＩの活用の進展、第５世代移動通信システム「５Ｇ」の普及を見据え、半導体メーカーの

設備投資意欲も改善傾向となりました。

このような事業環境の中、当第３四半期連結累計期間の売上高につきましては、サーバーやパソコン向けに需

要が拡大したメモリーＩＣ向けの製品の拡販が進んだことにより、前年同四半期を上回る結果となりました。利

益面につきましても、売上高の増加等により、前年同四半期を上回る結果となりました。

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は13,247百万円（前年同四半期比17.8

％増）、営業利益は1,915百万円（前年同四半期比128.9％増）、経常利益は1,753百万円（前年同四半期比117.2

％増）となりました。親会社株主に帰属する四半期純利益につきましては、1,325百万円（前年同四半期比67.8％

増）となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第３四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ3,060百万円増加し、23,715百万円となり

ました。

　これは主として、現金及び預金が1,244百万円減少いたしましたが、受取手形及び売掛金が2,222百万円、預け

金が2,100百万円増加したこと等によるものであります。

負債合計は、前連結会計年度末に比べ1,927百万円増加し、10,480百万円となりました。

　これは主として、設備電子記録債務が391百万円減少いたしましたが、長期借入金が1,905百万円、支払手形及

び買掛金が258百万円増加したこと等によるものであります。

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ1,132百万円増加し、13,234百万円となりました。

　これは主として、為替換算調整勘定が38百万円減少いたしましたが、利益剰余金が1,166百万円増加したこと等

によるものであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2020年８月６日に公表いたしました通期の業績予想に変更はございません。業績予想に変更が生ずると判断し

た場合には速やかに公表いたします。
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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
(2020年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2020年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,744 2,499

受取手形及び売掛金 5,148 7,371

電子記録債権 721 584

有価証券 141 135

製品 278 792

仕掛品 1,244 913

原材料及び貯蔵品 1,554 1,632

預け金 46 2,146

その他 218 229

貸倒引当金 △4 △7

流動資産合計 13,093 16,297

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,628 2,556

機械装置及び運搬具（純額） 2,482 2,732

建設仮勘定 386 203

その他（純額） 1,032 972

有形固定資産合計 6,529 6,465

無形固定資産 179 196

投資その他の資産

その他 853 756

貸倒引当金 △0 △0

投資その他の資産合計 852 755

固定資産合計 7,561 7,417

資産合計 20,654 23,715

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,009 1,268

電子記録債務 1,005 977

設備電子記録債務 591 199

1年内返済予定の長期借入金 1,113 1,307

賞与引当金 ― 194

その他 1,066 903

流動負債合計 4,786 4,851

固定負債

長期借入金 3,619 5,525

その他 146 103

固定負債合計 3,766 5,629

負債合計 8,553 10,480
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2020年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 983 983

資本剰余金 1,202 1,202

利益剰余金 10,051 11,217

自己株式 △15 △15

株主資本合計 12,221 13,387

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 0 1

為替換算調整勘定 △120 △159

その他の包括利益累計額合計 △119 △158

新株予約権 ― 4

純資産合計 12,101 13,234

負債純資産合計 20,654 23,715
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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３四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年12月31日)

売上高 11,248 13,247

売上原価 7,774 8,465

売上総利益 3,474 4,782

販売費及び一般管理費

給料及び手当 619 637

賞与引当金繰入額 25 27

退職給付費用 13 13

研究開発費 844 1,106

その他 1,133 1,082

販売費及び一般管理費合計 2,637 2,867

営業利益 836 1,915

営業外収益

受取利息 10 8

材料屑売却益 2 8

固定資産売却益 18 ―

その他 11 10

営業外収益合計 42 27

営業外費用

支払利息 15 21

為替差損 44 157

固定資産廃棄損 4 1

その他 7 7

営業外費用合計 71 188

経常利益 807 1,753

特別利益

投資有価証券売却益 129 ―

特別利益合計 129 ―

税金等調整前四半期純利益 936 1,753

法人税、住民税及び事業税 145 340

法人税等調整額 1 88

法人税等合計 146 428

四半期純利益 790 1,325

親会社株主に帰属する四半期純利益 790 1,325
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四半期連結包括利益計算書

第３四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年12月31日)

四半期純利益 790 1,325

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 0 0

為替換算調整勘定 △103 △38

その他の包括利益合計 △103 △38

四半期包括利益 686 1,287

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 686 1,287
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（３）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。

（追加情報）

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今後の広がり方や収束

時期等を含む仮定について重要な変更はありません。

（重要な後発事象）

(新株予約権の権利行使)

　当社が2020年11月30日に発行した行使価額修正条項付新株予約権につき、当第３四半期連結会計期間終了後、

2021年２月２日までの間に、以下のとおり、権利行使が行われております。

(1) 新株予約権の名称 第１回新株予約権

(2) 行使された新株予約権の個数 7,000個

(3) 発行株式の種類及び株式数 普通株式 700,000株

(4) 資本金増加額 738百万円

(5) 資本準備金増加額 738百万円

　


