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（百万円未満切捨て）

（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６月期第３四半期 51,945 102.9 18,584 109.6 18,961 112.7 13,477 113.6

2020年６月期第３四半期 25,601 19.2 8,864 54.4 8,915 56.9 6,310 46.9

（注）包括利益 2021年６月期第３四半期 13,523百万円（115.9％） 2020年６月期第３四半期 6,264百万円（48.8％）

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

2021年６月期第３四半期 149.45 149.32

2020年６月期第３四半期 69.97 69.91

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

2021年６月期第３四半期 104,878 48,460 46.2 537.15

2020年６月期 81,794 39,175 47.9 434.19

（参考）自己資本 2021年６月期第３四半期 48,439百万円 2020年６月期 39,154百万円

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６月期 － 31.00 － 27.00 －

2021年６月期 － 20.00 －

2021年６月期（予想） 35.00 55.00

（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

１．2021年６月期第３四半期の連結業績（2020年７月１日～2021年３月31日）

（注）当社は、2019年11月25日開催の取締役会決議に基づき、2020年１月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式
分割を行っております。そのため、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり四半期
純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益を算定しております。

（２）連結財政状態

（注）当社は、2019年11月25日開催の取締役会決議に基づき、2020年１月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式
分割を行っております。そのため、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり純資産
を算定しております。

２．配当の状況

２．当社は、2019年11月25日開催の取締役会決議に基づき、2020年１月１日付で普通株式１株につき２株の割合で
株式分割を行っております。これに伴い2020年６月期の期末及び2021年６月期（予想）の１株当たり配当金に
ついては、株式分割を考慮した金額で記載しております。なお、株式分割を考慮しない場合の2020年６月期の
期末の１株当たり配当金は54円となります。また、2020年６月期の合計の１株当たり配当金につきましては、
株式分割の実施により単純計算できないため表示しておりません。



（％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 62,000 45.6 20,000 32.8 20,000 32.3 14,000 29.3 155.25

（注）１．直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無

（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

（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

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                      ： 有

③  会計上の見積りの変更                        ： 無

④  修正再表示                                  ： 無

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 2021年６月期３Ｑ 94,286,400株 2020年６月期 94,286,400株

②  期末自己株式数 2021年６月期３Ｑ 4,108,486株 2020年６月期 4,108,486株

③  期中平均株式数（四半期累計） 2021年６月期３Ｑ 90,177,914株 2020年６月期３Ｑ 90,177,948株

３．2021年６月期の連結業績予想（2020年７月１日～2021年６月30日）

２．当社は、2019年11月25日開催の取締役会決議に基づき、2020年１月１日付で普通株式１株につき２株の割合で
株式分割を行っております。連結業績予想の「１株当たり当期純利益」につきましては、当該株式分割後の発
行済株式数（自己株式数を除く）により算定しております。

※  注記事項

新規  －社  （社名）－、除外  －社  （社名）－

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（注）詳細は、添付資料Ｐ.８「２．四半期連結財務諸表及び主な注記（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項
（会計方針の変更）」をご覧ください。

（４）発行済株式数（普通株式）

（注）当社は、2019年11月25日開催の取締役会決議に基づき、2020年１月１日付で普通株式１株につき２株の割合
で株式分割を行っております。そのため、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、発
行済株式数（普通株式）を算定しております。

※  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って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３四半期連結累計期間における世界経済は、新型コロナウイルス感染症に対する経済政策と防疫措置を講じ

ながらの経済活動の推進が継続しています。新型コロナワクチンの接種が始まり、経済・社会の正常化に向けた期

待が高まる一方、変異株による感染拡大が懸念されており、依然として予断を許さない状況です。

当社グループの主要販売先である半導体業界では、米中摩擦の強まりや自動車用半導体の供給不足などによっ

て、半導体製造を特定の地域・メーカーに依存する地政学リスクを懸念する見方が拡大しています。各国において

経済や軍事で重要性を増す半導体を安定的に確保するために、中長期的なサプライチェーンの再構築を目的とした

政策や半導体デバイスメーカー各社の投資計画が発表されました。足元では５Ｇのスマートフォンをはじめとする

通信機器のほか、リモートワークやオンライン会議などの拡がりによるＰＣ並びにデータセンター向けの最先端半

導体に対する需要が堅調に推移しました。ロジック・メモリデバイスメーカーは最先端のＥＵＶ（極端紫外線）リ

ソグラフィを用いた半導体製造工程の能力増強投資を継続し、マスクブランクスメーカーも中長期の需要拡大を見

据えてＥＵＶ関連分野の投資に取り組んでおり、半導体関連装置市場は今後の拡大が見込まれております。

このような状況下、当第３四半期連結累計期間の売上高は519億45百万円（前年同期比102.9％増加）となりまし

た。

品目別に見ますと、半導体関連装置が433億21百万円（前年同期比123.3％増加）、その他が31億79百万円（前年

同期比75.9％増加）、サービスが54億44百万円（前年同期比24.0％増加）となりました。

連結損益につきましては、営業利益が185億84百万円（前年同期比109.6％増加）、経常利益が189億61百万円

（前年同期比112.7％増加）、親会社株主に帰属する四半期純利益が134億77百万円（前年同期比113.6％増加）と

なりました。

（２）財政状態に関する説明

①財政状態

当第３四半期連結会計期間末における総資産は1,048億78百万円となり、前連結会計年度末に比べ230億84百万円

増加いたしました。これは主に、現金及び預金が61億88百万円減少したものの、仕掛品が131億92百万円、受取手

形及び売掛金が69億69百万円、流動資産のその他が57億80百万円増加したことによるものであります。

負債につきましては、当第３四半期連結会計期間末残高は564億17百万円となり、前連結会計年度末に比べ137億

98百万円増加いたしました。これは主に、前受金が95億55百万円、流動負債のその他が24億81百万円増加したこと

によるものであります。

株主資本にその他の包括利益累計額及び新株予約権を加えた純資産合計は484億60百万円となり、また自己資本

比率は46.2％となりました。

②キャッシュ・フロー

当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ61億93百万円減少し、

184億66百万円となりました。当第３四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次

のとおりであります。

営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、７億52百万円の収入（前年同期比95.3％減）となりまし

た。これは主に、税金等調整前四半期純利益189億61百万円、前受金の増加額93億55百万円などの収入要因が、た

な卸資産の増加額135億37百万円、売上債権の増加額68億95百万円、法人税等の支払額68億83百万円などの支出要

因を上回ったことによるものであります。

投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、33億67百万円の支出（前年同期比77.8％増）となりまし

た。これは主に、無形固定資産の取得による支出27億61百万円などによるものであります。

財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、42億36百万円の支出（前年同期比51.3％増）となりまし

た。これは主に、配当金の支払額42億38百万円など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

　通期の業績予想につきましては、2021年２月１日に公表した予想から変更はありません。
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2020年６月30日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 24,723,393 18,535,375

受取手形及び売掛金 5,662,634 12,632,377

仕掛品 30,083,265 43,275,929

原材料及び貯蔵品 3,978,778 4,381,551

その他 5,563,227 11,343,516

貸倒引当金 △8,601 △18,764

流動資産合計 70,002,699 90,149,986

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,390,271 2,304,164

機械装置及び運搬具（純額） 723,142 795,411

工具、器具及び備品（純額） 499,765 521,310

リース資産（純額） 22,410 24,148

土地 4,254,773 4,254,773

建設仮勘定 23,868 95,898

有形固定資産合計 7,914,231 7,995,706

無形固定資産 843,359 3,212,562

投資その他の資産

投資有価証券 532,873 726,824

繰延税金資産 2,347,281 2,561,878

その他 153,626 231,259

投資その他の資産合計 3,033,781 3,519,963

固定資産合計 11,791,372 14,728,232

資産合計 81,794,071 104,878,218

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
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2020年６月30日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 4,985,628 6,962,134

未払法人税等 4,581,064 3,352,552

前受金 25,655,709 35,210,834

賞与引当金 － 944,152

役員賞与引当金 537,000 721,900

製品保証引当金 33,715 2,220

品質補償引当金 92,920 －

その他 6,172,820 8,654,630

流動負債合計 42,058,860 55,848,424

固定負債

退職給付に係る負債 276,481 307,615

資産除去債務 219,072 219,173

その他 64,096 42,140

固定負債合計 559,651 568,928

負債合計 42,618,511 56,417,353

純資産の部

株主資本

資本金 931,000 931,000

資本剰余金 1,080,360 1,080,360

利益剰余金 38,014,040 47,252,834

自己株式 △977,713 △977,713

株主資本合計 39,047,686 48,286,481

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 259,879 395,043

為替換算調整勘定 △153,504 △242,159

その他の包括利益累計額合計 106,375 152,884

新株予約権 21,498 21,498

純資産合計 39,175,560 48,460,864

負債純資産合計 81,794,071 104,878,218
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　2019年７月１日
　至　2020年３月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2020年７月１日

　至　2021年３月31日)

売上高 25,601,319 51,945,083

売上原価 11,013,732 25,658,435

売上総利益 14,587,586 26,286,647

販売費及び一般管理費 5,722,683 7,702,317

営業利益 8,864,902 18,584,330

営業外収益

受取利息 5,746 3,764

受取配当金 6,596 4,697

固定資産賃貸料 1,534 1,694

為替差益 32,388 364,437

その他 5,457 6,894

営業外収益合計 51,722 381,489

営業外費用

その他 1,252 3,927

営業外費用合計 1,252 3,927

経常利益 8,915,373 18,961,891

税金等調整前四半期純利益 8,915,373 18,961,891

法人税、住民税及び事業税 2,939,037 5,754,932

法人税等調整額 △333,766 △270,197

法人税等合計 2,605,270 5,484,734

四半期純利益 6,310,102 13,477,156

親会社株主に帰属する四半期純利益 6,310,102 13,477,156

（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）
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　2019年７月１日
　至　2020年３月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2020年７月１日

　至　2021年３月31日)

四半期純利益 6,310,102 13,477,156

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △35,630 135,164

為替換算調整勘定 △9,881 △88,655

その他の包括利益合計 △45,511 46,509

四半期包括利益 6,264,591 13,523,666

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 6,264,591 13,523,666

非支配株主に係る四半期包括利益 － －

（四半期連結包括利益計算書）

（第３四半期連結累計期間）

- 6 -

レーザーテック㈱（6920）2021年６月期　第３四半期決算短信



（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　2019年７月１日
　至　2020年３月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2020年７月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 8,915,373 18,961,891

減価償却費 640,644 940,741

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,989 9,985

賞与引当金の増減額（△は減少） 698,425 933,348

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 110,800 184,900

製品保証引当金の増減額（△は減少） △241,684 △31,466

品質補償引当金の増減額（△は減少） △84,288 △92,920

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 81,120 30,527

受取利息及び受取配当金 △12,343 △8,462

為替差損益（△は益） 42,164 △528,912

売上債権の増減額（△は増加） △1,207,170 △6,895,780

たな卸資産の増減額（△は増加） △13,831,397 △13,537,384

仕入債務の増減額（△は減少） 2,385,810 △1,352,172

前受金の増減額（△は減少） 18,089,692 9,355,620

その他 2,765,221 △342,224

小計 18,355,358 7,627,692

利息及び配当金の受取額 12,697 8,492

法人税等の支払額 △2,519,925 △6,883,935

営業活動によるキャッシュ・フロー 15,848,130 752,249

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 △62,440 △68,460

定期預金の払戻による収入 62,440 68,460

有形固定資産の取得による支出 △1,071,527 △606,120

無形固定資産の取得による支出 △582,905 △2,761,738

差入保証金の差入による支出 △31,753 －

その他 △208,070 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,894,256 △3,367,858

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △2,795,516 △4,238,361

その他 △3,884 2,035

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,799,401 △4,236,326

現金及び現金同等物に係る換算差額 △57,057 658,457

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 11,097,415 △6,193,477

現金及び現金同等物の期首残高 13,120,550 24,660,393

現金及び現金同等物の四半期末残高 24,217,966 18,466,915

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
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（４）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。

（会計方針の変更）

（収益認識に関する会計基準等の適用）

　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を第１四半期連結会計期間の期

首から適用しております。なお、「収益認識に関する会計基準」（2018年３月30日）等については前連結会計

年度の期首から適用しており、基準は、主に収益認識に関する開示（表示及び注記事項）の定めを改正したも

のであるため、当会計基準の適用による当第３四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表に与える影響はあり

ません。

（追加情報）

（表示方法の変更）

（四半期連結損益計算書）

　前第３四半期連結累計期間において独立掲記しておりました「営業外費用」の「固定資産除却損」は重要性

が乏しいため、第１四半期連結累計期間より「営業外費用」の「その他」に含めて表示しております。この表

示方法の変更を反映させるため、前第３四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表の組替えを行っておりま

す。

　この結果、前第３四半期連結累計期間の四半期連結損益計算書において、「営業外費用」の「固定資産除却

損」に表示していた974千円は、「営業外費用」の「その他」1,252千円として組替えております。

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書）

　前第３四半期連結累計期間において独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「固

定資産除却損」は重要性が乏しいため、第１四半期連結累計期間より「営業活動によるキャッシュ・フロー」

の「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前第３四半期連結累計期間

の四半期連結財務諸表の組替えを行っております。

　この結果、前第３四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動による

キャッシュ・フロー」の「固定資産除却損」に表示していた974千円は、「営業活動によるキャッシュ・フロ

ー」の「その他」2,765,221千円として組替えております。

　前第３四半期連結累計期間において独立掲記しておりました「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「無

形固定資産の売却による収入」は重要性が乏しいため、第２四半期連結累計期間より「投資活動によるキャッ

シュ・フロー」の「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前第３四半

期連結累計期間の四半期連結財務諸表の組替えを行っております。

　この結果、前第３四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書において、「投資活動による

キャッシュ・フロー」の「無形固定資産の売却による収入」に表示していた89千円は、「投資活動によるキャ

ッシュ・フロー」の「その他」△208,070千円として組替えております。
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品　　　　　目 前　　　期 当　　　期 対前年同四半期増減率

　　　　　　　　千円 　　　　　　　　千円 　　　　　　　　　％

製 半導体関連装置 41,890,132 68,544,567 63.6

品 その他 1,817,375 2,645,286 45.6

小計 43,707,508 71,189,854 62.9

サービス 4,390,190 5,444,179 24.0

合計 48,097,699 76,634,034 59.3

３．補足情報

（１）品目別生産実績

　　　　 第３四半期連結累計期間における生産実績を品目ごとに示すと、次のとおりであります。

 　　（注）１．金額は販売価格で表示しております。

 　　　　　２．上記の金額には消費税等は含まれておりません。

品　　　　　　目

受　　　注　　　高 受　　注　　残　　高

前  期 当  期

対前年

同四半期

増減率

前  期 当  期

対前年

同四半期

増減率

千円 千円 ％ 千円 千円 ％

製 半導体関連装置 57,913,887 73,088,880 26.2 90,552,433 117,594,181 29.9

品 その他 3,358,137 582,061 △82.7 4,148,263 1,340,501 △67.7

小計 61,272,025 73,670,942 20.2 94,700,697 118,934,682 25.6

サービス 4,572,740 5,558,756 21.6 1,103,648 1,513,510 37.1

合計 65,844,765 79,229,698 20.3 95,804,346 120,448,193 25.7

（２）品目別受注高及び受注残高

 　　　　第３四半期連結累計期間における受注状況を品目ごとに示すと、次のとおりであります。

 　　（注）１．金額は販売価格で表示しております。

 　　　　　２．受注高には受注取消・変更等による調整額が含まれております。

 　　　　　３．上記の金額には消費税等は含まれておりません。

品　　　　　　目 前　　　　期 当　　　　期 対前年同四半期増減率

千円 千円 ％

製 半導体関連装置 19,403,398 43,321,499 123.3

品 その他 1,807,731 3,179,403 75.9

小計 21,211,129 46,500,903 119.2

サービス 4,390,190 5,444,179 24.0

合計 25,601,319 51,945,083 102.9

（３）品目別販売実績

 　　　　第３四半期連結累計期間における販売実績を品目ごとに示すと、次のとおりであります。

 　　（注）上記の金額には消費税等は含まれておりません。
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