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(百万円未満切捨て)

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

2021年３月期第３四半期 2,278 △37.5 536 △60.7 510 △62.4 351 △62.2
2020年３月期第３四半期 3,645 68.6 1,364 154.5 1,358 155.7 928 148.9

　

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 99.21 －
2020年３月期第３四半期 278.03 －

　

　

（２）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 6,067 5,047 83.2

2020年３月期 4,269 2,624 61.5
(参考) 自己資本 2021年３月期第３四半期 5,047百万円 2020年３月期 2,624百万円
　　

　

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 － 10.00 － 10.00 20.00

2021年３月期 － 10.00 －

2021年３月期(予想) 10.00 20.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ：無
　　

　

３．2021年３月期の業績予想（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 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 3,096 △27.5 848 △41.2 816 △42.8 561 △42.0 158.65
(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）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) 2021年３月期３Ｑ 3,823,900株 2020年３月期 3,340,500株

② 期末自己株式数 2021年３月期３Ｑ 440株 2020年３月期 380株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年３月期３Ｑ 3,540,329株 2020年３月期３Ｑ 3,340,170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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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。
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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、引き続き新型コロナウイルス感染拡大が懸念されるものの生産は持

ち直し、輸出につきましても増加しております。

半導体業界におきましては、米国による中国半導体事業への規制強化等、依然予断を許さない状況でありますが、

国際半導体製造装置材料協会（SEMI）は、2020年の半導体製造装置販売額は689億ドルに到達することを予測してお

り、今後も世界市場の成長が継続すると思われます。

　当社主要顧客におきましても最先端EUV露光に係わる設備投資は堅調に続くものとみられます。

このような状況のもと、当第３四半期累計期間におきましても当社の主力製品であるフォトマスク用CD-SEM「Zシリ

ーズ」等を計画通り売り上げました。

この結果、売上高は2,278百万円（前年同四半期比37.5％減）となりました。損益につきましては、営業利益536百

万円（前年同四半期比60.7％減）、経常利益510百万円（前年同四半期比62.4％減）及び四半期純利益351百万円（前

年同四半期比62.2％減）となりました。

（２）財政状態に関する説明

　 (資産)

流動資産は、前事業年度末に比べて24.8％増加し、4,783百万円となりました。これは、受取手形及び売掛金が232

百万円減少した一方、現金及び預金が増資等により1,093百万円増加したことなどによります。

固定資産は、前事業年度末に比べて194.4％増加し、1,284百万円となりました。これは、土地の取得等により有形

固定資産が807百万円増加したことなどによります。

　この結果、資産合計は前事業年度末に比べて42.1％増加し、6,067百万円となりました。

　 (負債)

流動負債は、前事業年度末に比べて40.0％減少し、777百万円となりました。これは、支払手形及び買掛金が150百

万円、未払法人税等が362百万円それぞれ減少したことなどによります。

固定負債は、前事業年度末に比べて30.2％減少し、242百万円となりました。これは、長期借入金が113百万円減少

したことなどによります。

　この結果、負債合計は前事業年度末に比べて38.0％減少し、1,019百万円となりました。

　　(純資産)

純資産合計は、前事業年度末に比べて92.3％増加し、5,047百万円となりました。これは、公募及び第三者割当によ

る増資を行ったことにより、資本金が1,071百万円、資本剰余金が1,071百万円それぞれ増加したことなどによりま

す。

（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、2020年11月６日に発表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」の通りおおむね

進捗しているため、通期業績予想に変更はありません。

なお、業績予想につきましては、本資料の発表日において入手可能な情報に基づき当社で判断したものであり、実

際の業績は様々な要因により予想数値と異なる可能性があります。
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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：千円)

前事業年度
(2020年３月31日)

当第３四半期会計期間
(2020年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,593,341 2,686,438

受取手形及び売掛金 1,236,837 1,004,628

電子記録債権 59,070 －

仕掛品 794,614 712,526

原材料 144,882 177,460

その他 4,103 202,194

流動資産合計 3,832,849 4,783,248

固定資産

有形固定資産

土地 57,774 626,031

その他（純額） 209,926 448,935

有形固定資産合計 267,700 1,074,966

無形固定資産 54,156 86,678

投資その他の資産 114,315 122,356

固定資産合計 436,171 1,284,001

資産合計 4,269,020 6,067,249

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 345,709 194,735

電子記録債務 177,860 152,421

1年内返済予定の長期借入金 156,676 155,380

未払法人税等 362,507 －

賞与引当金 35,970 48,192

製品保証引当金 49,496 53,920

その他 168,788 172,949

流動負債合計 1,297,009 777,599

固定負債

長期借入金 215,834 102,680

退職給付引当金 117,489 128,398

その他 13,733 11,034

固定負債合計 347,057 242,113

負債合計 1,644,067 1,019,712

純資産の部

株主資本

資本金 692,361 1,764,024

資本剰余金 163,754 1,235,416

利益剰余金 1,769,509 2,049,094

自己株式 △671 △998

株主資本合計 2,624,953 5,047,537

純資産合計 2,624,953 5,047,537

負債純資産合計 4,269,020 6,067,249
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（２）四半期損益計算書

第３四半期累計期間

(単位：千円)
前第３四半期累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年12月31日)

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

売上高 3,645,008 2,278,076

売上原価 1,660,070 1,030,213

売上総利益 1,984,938 1,247,862

販売費及び一般管理費 620,514 711,778

営業利益 1,364,423 536,083

営業外収益

受取利息 45 42

為替差益 － 420

その他 180 17

営業外収益合計 226 480

営業外費用

支払利息 1,284 1,398

株式交付費 － 24,490

為替差損 3,724 －

その他 732 141

営業外費用合計 5,740 26,031

経常利益 1,358,909 510,532

特別損失

固定資産除却損 12,562 0

特別損失合計 12,562 0

税引前四半期純利益 1,346,347 510,532

法人税、住民税及び事業税 414,472 149,070

法人税等調整額 3,206 10,240

法人税等合計 417,678 159,310

四半期純利益 928,668 351,221
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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）

当社は、2020年９月８日付で公募による新株発行、株式会社エー・アンド・デイを割当先とする第三者割当によ

る新株式発行への払込み、並びに2020年９月25日付でいちよし証券株式会社を割当先とする第三者割当による新株

式発行への払込みを受けました。この結果、当第３四半期累計期間において資本金が1,071,662千円、資本剰余金が

1,071,662千円増加し、当第３四半期会計期間末において資本金が1,764,024千円、資本剰余金が1,235,416千円とな

っております。

　


