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１．2019 年５月期第３四半期の業績（2018 年６月 1 日～2019 年２月 28 日） 

(1) 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 四半期純利益 

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2019 年５月期第３四半期 71,840 32.0 4,524 24.2 4,469 23.9 3,109 26.1
2018 年５月期第３四半期 54,416 18.8 3,642 22.4 3,607 23.6 2,466 24.8

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

2019 年５月期第３四半期 96.80 － 
2018 年５月期第３四半期 76.77 － 

（注）2018 年５月期第３四半期累計期間の経常利益は、「固定資産除売却損益」を特別損益から営業外損益に組み替えたことにより、当該組み替えを反映し

た組替後の数値及び対前期増減率を記載しております。詳細は【添付資料】６ページ「２．四半期財務諸表及び主な注記 （3） 四半期財務諸表に関する注記

事項（追加情報）（表示方法の変更）」をご覧ください。 

(2) 財政状態 

総 資 産 純 資 産 自己資本比率 

百万円 百万円 ％ 

2019 年５月期第３四半期 97,524 59,985 61.5 
2018 年５月期 92,202 57,872 62.8 

（参考）自己資本 2019 年５月期第３四半期  59,985 百万円 2018 年５月期  57,872 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

2018 年５月期 － 14.00 － 14.00 28.00
2019 年５月期 － 15.00 － 

2019 年５月期(予想) 15.00 30.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無 

３．2019 年５月期の業績予想（2018 年６月１日～2019 年５月 31 日） 
（％表示は、対前期増減率）

売 上 高 営業利益 経常利益 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 90,000 21.3 5,450 21.1 5,450 23.4 3,700 20.5 115.17

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無 

※対前期増減率は、前事業年度の「固定資産除売却損益」を特別損益から営業外損益に組み替えたことにより、組替後の数値と比較して記載しております。 



 

業績予上場会社各社の実情に応じて、開示対象項目や開示対象期間の追加又は削除、開示形式の変更を行うことが可能です。 

※ 注記事項 
 

（1） 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無 
 

 

（2） 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 

 
 

 

（3） 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) 2019 年５月期３Ｑ 35,497,183 株 2018 年５月期 35,497,183 株

② 期末自己株式数 2019 年５月期３Ｑ 3,370,357 株 2018 年５月期 3,369,411 株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 2019 年５月期３Ｑ 32,127,343 株 2018 年５月期３Ｑ 32,128,387 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、当社が現時点で入手している情報及び合理的であ
ると判断する前提に基づいたものであり、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、四半期決算短信【添付資料】２
ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報 (3) 業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。 

 
(日付の表示方法の変更) 

「2019 年５月期 第 1 四半期決算短信」より日付の表示方法を和暦表示から西暦表示に変更しております。 
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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３四半期累計期間におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善を背景に個人消費が持ち直すなど、

緩やかな回復が継続いたしました。 

半導体シリコンウエハーの生産は引き続き堅調に推移いたしました。また、当社の主要なユーザーであ

る半導体・電子部品関連各社の設備投資は、底堅く推移いたしました。 

このような経営環境の中で当社は、最先端加工技術の推進と低コスト化の両立を図るとともに、自社開

発製品の拡販を積極的に進めるなど、総力を挙げて業績の向上に取り組みました。 

この結果、当第３四半期累計期間の売上高は 718 億４千万円と前年同四半期比 32.0％の増収となり、営

業利益は 45 億２千４百万円（前年同四半期比 24.2％増）、経常利益は 44 億６千９百万円（同 23.9％増）、

四半期純利益は 31 億９百万円（同 26.1％増）となりました。 

半導体事業部 

当事業部におきましては、主力の 300ｍｍウエハーを中心に堅調な生産が継続いたしました。そうした

中で、更なる生産性の向上と原価低減を推進いたしました。 

産商事業部 

当事業部は自社開発製品及びその他の取扱商品の拡販活動に積極的に取り組みました。この結果、自社

開発製品及びその他の取扱商品ともに増収となりました。 

エンジニアリング事業部 

当事業部は開発部門としての役割に特化し、自社製品の開発を積極的に行い、産商事業部を通じて販売

いたしました。 

また、半導体事業部で使用する装置の開発や設計・製作にも意欲的に取り組みました。 

(2) 財政状態に関する説明 

当第３四半期会計期間末における総資産は、有形固定資産の増加等により、前事業年度末と比較して 53

億２千１百万円増加し、975 億２千４百万円となりました。一方、負債合計は仕入債務の増加等により 32

億９百万円増加し、375億３千８百万円となりました。純資産合計は利益剰余金の増加 21億７千８百万円

等により、599億８千５百万円となりました。 

(3) 業績予想などの将来予測情報に関する説明 

業績予想につきましては、2018年７月 13日に公表いたしました業績予想に変更はございません。 
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２．四半期財務諸表及び主な注記

(1) 四半期貸借対照表

（単位：百万円） 

前事業年度 
(2018年５月31日) 

当第３四半期会計期間 
(2019年２月28日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 21,137 17,853 

受取手形及び売掛金 29,403 28,852 

商品及び製品 1,639 797 

仕掛品 845 900 

原材料及び貯蔵品 1,738 1,833 

その他 1,930 976 

貸倒引当金 △13 △6

流動資産合計 56,681 51,208 

固定資産 

有形固定資産 

建物（純額） 16,555 20,748 

機械及び装置（純額） 9,111 17,068 

その他（純額） 6,896 5,087 

有形固定資産合計 32,562 42,904 

無形固定資産 493 547 

投資その他の資産 

その他 2,470 2,869 

貸倒引当金 △5 △5

投資その他の資産合計 2,464 2,863 

固定資産合計 35,520 46,316 

資産合計 92,202 97,524 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 18,859 20,965 

短期借入金 100 100 

未払金 9,072 10,905 

未払法人税等 1,364 1,068 

引当金 111 531 

その他 2,578 2,408 

流動負債合計 32,085 35,978 

固定負債 

長期借入金 200 125 

退職給付引当金 1,348 1,269 

その他 695 165 

固定負債合計 2,244 1,560 

負債合計 34,329 37,538 
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（単位：百万円） 

前事業年度 
(2018年５月31日) 

当第３四半期会計期間 
(2019年２月28日) 

純資産の部 

株主資本 

資本金 18,824 18,824 

資本剰余金 18,778 18,778 

利益剰余金 24,894 27,072 

自己株式 △4,764 △4,765

株主資本合計 57,732 59,908 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 155 82 

繰延ヘッジ損益 △14 △5

評価・換算差額等合計 140 76 

純資産合計 57,872 59,985 

負債純資産合計 92,202 97,524 
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(2) 四半期損益計算書

(第３四半期累計期間)

    （単位：百万円） 

 
前第３四半期累計期間 
(自 2017年６月１日 
 至 2018年２月28日) 

当第３四半期累計期間 
(自 2018年６月１日 

 至 2019年２月28日) 

売上高 54,416 71,840 

売上原価 47,617 62,447 

売上総利益 6,799 9,393 

販売費及び一般管理費 3,156 4,868 

営業利益 3,642 4,524 

営業外収益    

受取利息 2 2 

受取配当金 7 8 

固定資産売却益 16 44 

その他 44 35 

営業外収益合計 70 91 

営業外費用    

支払利息 0 0 

固定資産除売却損 56 108 

その他 47 37 

営業外費用合計 104 146 

経常利益 3,607 4,469 

税引前四半期純利益 3,607 4,469 

法人税、住民税及び事業税 1,225 1,838 

法人税等調整額 △83 △479 

法人税等合計 1,141 1,359 

四半期純利益 2,466 3,109 
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(3) 四半期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) 

(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用) 

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第 28 号 2018 年２月 16 日）等を第１

四半期会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示しておりま

す。また、前事業年度の貸借対照表は当該会計基準等を遡って適用した後の数値となっております。 

 

(表示方法の変更) 

前第３四半期累計期間において、「特別利益」に表示しておりました「固定資産売却益」は第１四半

期会計期間より「営業外収益」に、「特別損失」に表示しておりました「固定資産除売却損」は、第１

四半期会計期間より「営業外費用」に計上する方法に変更しております。これは、第１四半期会計期

間において改めて表示方法を検討した結果、設備の更新等による費用については、今後経常的に発生

すると見込まれるため、経常損益に含めて表示することが当社の実態をより適切に表すことになると

判断したためであります。この表示方法の変更を反映させるため、前第３四半期累計期間の四半期財

務諸表の組み替えを行っております。 

この結果、前第３四半期累計期間の四半期損益計算書において、「特別利益」の「固定資産売却益」

に表示しておりました 16 百万円は「営業外収益」の「固定資産売却益」として、「特別損失」の「固

定資産除売却損」に表示しておりました 56 百万円は、「営業外費用」の「固定資産除売却損」として

それぞれ組み替えております。また、この変更により前第３四半期累計期間の経常利益が 3,648 百万

円から 3,607 百万円となっております。 
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(セグメント情報) 

報告セグメントごとの売上高に関する情報 

前第３四半期累計期間（自 2017 年６月１日 至 2018 年２月 28 日） 
（単位：百万円）  

 
報告セグメント 

調整額 
四半期 

損益計算書
計上額  

半導体事業部 産商事業部 
エンジニア 

リング事業部
計 

売上高       

外部顧客への売上高 23,143 31,273 ― 54,416 ― 54,416

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

16 ― 3,543 3,560 △3,560 ―

合計 23,159 31,273 3,543 57,976 △3,560 54,416

 

 
 
当第３四半期累計期間（自 2018 年６月１日 至 2019 年２月 28 日） 

（単位：百万円）  
 

報告セグメント 
調整額 

四半期 
損益計算書
計上額  

半導体事業部 産商事業部 
エンジニア 

リング事業部
計 

売上高       

外部顧客への売上高 34,716 37,123 ― 71,840 ― 71,840

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

2 19 6,072 6,093 △6,093 ―

合計 34,718 37,143 6,072 77,934 △6,093 71,840
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