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1. 2021年9月期第2四半期の連結業績（2020年10月1日～2021年3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 EBITDA 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 ％ 百万円 ％

2021年9月期第2四半期 8,927 △15.6 1,859 △31.0 365 5.2 149 △53.8 80 △60.0

2020年9月期第2四半期 10,575 △22.8 2,694 △45.2 347 △90.4 324 △91.3 201 △92.5

（注）包括利益 2021年9月期第2四半期　　783百万円 （86.9％） 2020年9月期第2四半期　　418百万円 （△82.4％）

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9月期第2四半期 7.68 ―

2020年9月期第2四半期 19.18 ―

(注)EBITDAは、営業利益＋減価償却費としています。

(2) 連結財政状態

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9月期第2四半期 32,483 23,063 71.0 2,198.95

2020年9月期 31,778 22,385 70.4 2,134.25

（参考）自己資本 2021年9月期第2四半期 23,063百万円 2020年9月期 22,385百万円

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9月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00

2021年9月期 ― 0.00

2021年9月期（予想） ― 20.00 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 9月期の連結業績予想（2020年10月 1日～2021年 9月30日）

（％表示は、対前期増減率）

売上高 EBITDA 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 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 21,500 12.5 4,740 13.3 1,500 ― 1,500 ― 1,100 ― 104.88

（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

(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 ： 有

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9月期2Q 11,368,400 株 2020年9月期 11,368,400 株

② 期末自己株式数 2021年9月期2Q 879,782 株 2020年9月期 879,782 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年9月期2Q 10,488,618 株 2020年9月期2Q 10,485,720 株

(注)期末自己株式数及び期中平均株式数の算定に当たり控除する自己株式数には、役員向け株式報酬制度に係る信託が保有する当社株式を含めております。

※ 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予想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（３）連結
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。
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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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、2020年５月の緊急事態宣言解除後、経済活動の一部に持ち直

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伴い、一部地域で３度目となる緊急事態宣言が

発出されるなど、国内外経済の先行きは不透明な状況が続いております。

　フラットパネルディスプレー業界におきましては、在宅時間の増加により、テレビやノートパソコンの販売が好

調に推移し、液晶パネルの需要が増加しました。加えて、パネル部材の不足懸念が一段と強まったことから、テレ

ビ向け大型液晶パネルを中心に、価格が昨年６月から上昇し続けました。それらの状況を背景に、パネルメーカー

各社が量産体制を継続したため、テレビ向けを中心に、液晶パネルの開発が遅れました。その結果、液晶用フォト

マスクの需要は低調に推移しました。

　一方、有機ＥＬパネルにつきましては、更なる高精細化に向けた開発が活発に行われたため、有機ＥＬ用フォト

マスクの開発需要が堅調に推移いたしました。

　このような状況の中、当社グループでは、新型コロナウイルス感染症拡大による渡航制限が続いたことで、海外

における営業活動に制約を受け、前年同期比減収となったものの、営業利益については、コスト削減への取り組み

や減価償却費の減少等により増益となりました。

　その結果、当社グループの連結業績につきましては、売上高89億27百万円（前年同期比15.6％減）、営業利益３

億65百万円（前年同期比5.2％増）、経常利益１億49百万円（前年同期比53.8％減）、親会社株主に帰属する四半期

純利益80百万円（前年同期比60.0％減）となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第２四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べて７億４百万円増加し324億83百万円

となりました。これは主に、現金及び預金が減少した一方で、受取手形及び売掛金や建設仮勘定が増加したことに

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て26百万円増加し94億19百万円となりました。これは主に、流動負債のそ

の他が増加した一方で、支払手形及び買掛金や長期借入金が減少したこと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て６億78百万円増加し230億63百万円となりました。これは主に、その他

有価証券評価差額金や為替換算調整勘定が増加したこと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いては、2020年11月９日に公表いたしました「2020年９月期決算短信」から変更はありませ

ん。
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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：千円)

前連結会計年度
(2020年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 10,331,416 8,481,184

受取手形及び売掛金 3,940,395 4,541,443

商品及び製品 79,406 67,891

仕掛品 217,444 292,805

原材料及び貯蔵品 2,471,882 2,239,284

その他 704,251 643,320

貸倒引当金 △1,116 △1,462

流動資産合計 17,743,680 16,264,468

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,205,604 3,147,326

機械装置及び運搬具（純額） 5,852,577 5,422,597

土地 1,667,702 1,667,702

建設仮勘定 2,142,603 4,757,150

その他（純額） 184,569 157,135

有形固定資産合計 13,053,058 15,151,912

無形固定資産

ソフトウエア 266,237 202,461

その他 242 3,852

無形固定資産合計 266,479 206,314

投資その他の資産

その他 848,816 1,002,489

貸倒引当金 △133,273 △141,665

投資その他の資産合計 715,542 860,823

固定資産合計 14,035,080 16,219,050

資産合計 31,778,761 32,483,518
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,172,340 2,937,562

1年内返済予定の長期借入金 1,100,000 1,100,000

未払法人税等 27,538 121,303

その他 1,619,993 2,337,383

流動負債合計 5,919,873 6,496,249

固定負債

長期借入金 3,350,000 2,800,000

役員株式給付引当金 36,925 50,350

その他 86,593 73,010

固定負債合計 3,473,518 2,923,360

負債合計 9,393,391 9,419,609

純資産の部

株主資本

資本金 4,109,722 4,109,722

資本剰余金 4,167,847 4,167,847

利益剰余金 14,559,610 14,535,595

自己株式 △976,008 △976,008

株主資本合計 21,861,171 21,837,157

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 150,326 268,317

為替換算調整勘定 379,425 951,101

繰延ヘッジ損益 △5,554 7,332

その他の包括利益累計額合計 524,197 1,226,752

純資産合計 22,385,369 23,063,909

負債純資産合計 31,778,761 32,483,518
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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２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2019年10月１日
　至 2020年３月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年10月１日
　至 2021年３月31日)

売上高 10,575,523 8,927,403

売上原価 9,110,389 7,486,603

売上総利益 1,465,134 1,440,799

販売費及び一般管理費 1,117,772 1,075,293

営業利益 347,361 365,505

営業外収益

受取利息 1,991 734

不動産賃貸料 14,514 14,519

受取保険料 4,154 8,908

その他 6,120 4,827

営業外収益合計 26,780 28,988

営業外費用

支払利息 2,368 9,977

為替差損 38,404 225,778

不動産賃貸原価 8,908 8,243

その他 89 719

営業外費用合計 49,770 244,718

経常利益 324,371 149,776

特別損失

固定資産除却損 395 1,517

特別損失合計 395 1,517

税金等調整前四半期純利益 323,976 148,259

法人税、住民税及び事業税 136,203 95,067

法人税等調整額 △13,387 △27,319

法人税等合計 122,816 67,748

四半期純利益 201,160 80,510

親会社株主に帰属する四半期純利益 201,160 80,510
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四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2019年10月１日
　至 2020年３月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年10月１日
　至 2021年３月31日)

四半期純利益 201,160 80,510

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △71,867 117,991

為替換算調整勘定 274,809 571,676

繰延ヘッジ損益 14,770 12,887

その他の包括利益合計 217,712 702,554

四半期包括利益 418,873 783,065

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 418,873 783,065
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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。

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）

（有形固定資産の減価償却方法の変更）

従来、当社グループの機械装置の減価償却方法は定率法によっておりましたが、第１四半期連結会計期間より

定額法に変更いたしました。これは、当社グループの設備投資の見直しを契機として、機械装置の使用実態を検

討した結果、フォトマスクの技術革新が鈍化し市場が成熟化していることを勘案し、安定的かつ定期的に設備維

持のための更新投資を行い、今後も安定的な利用を見込むため、その使用便益が平均的に費用配分される定額法

によることが、使用実態を適切に反映すると判断したことによるものであります。

　この結果、従来の方法に比べ、当第２四半期連結累計期間の減価償却費が減少し、営業利益、経常利益及び税

金等調整前四半期純利益はそれぞれ245,735千円増加しております。

（追加情報）

（表示方法の変更）

　前第２四半期連結累計期間において「営業外収益」の「その他」に含めていた「受取保険料」は、金額的重要

性が増したため、第１四半期連結累計期間より区分掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、

前第２四半期連結累計期間の連結財務諸表の組替えを行っております。

　この結果、前第２四半期連結累計期間の連結損益計算書において、「営業外収益」の「その他」に表示してい

た10,274千円は、「受取保険料」4,154千円、「その他」6,120千円として組替えております。

（会計上の見積り）

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」に基づき、新型コロナウイルス感染症の拡大による影響を反

映した今後の業績見通し及び将来収益力等を勘案した結果、当第２四半期連結累計期間においても引き続き繰延

税金資産を計上しております。

　新型コロナウイルスの感染拡大の影響は、少なくとも2021年９月期まで継続し、2022年９月期以降は段階的に

縮小するものと仮定し、上記の見積りを行っております。

　


