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1. 2021年12月期第2四半期の連結業績（2021年1月1日～2021年6月30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12月期第2四半期 10,381 37.3 1,938 79.4 2,244 81.5 1,573 76.1

2020年12月期第2四半期 7,560 △19.9 1,080 △37.2 1,236 △34.1 893 △34.0

（注）包括利益 2021年12月期第2四半期　　2,720百万円 （866.1％） 2020年12月期第2四半期　　281百万円 （△67.7％）

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12月期第2四半期 61.24 ―

2020年12月期第2四半期 34.19 ―

(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12月期第2四半期 54,701 49,781 87.6

2020年12月期 53,926 49,880 89.2

（参考）自己資本 2021年12月期第2四半期 47,916百万円 2020年12月期 48,120百万円

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12月期 ― 0.00 ― 70.00 70.00

2021年12月期 ― 0.00

2021年12月期（予想） ― 50.00 50.00

（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12月期の連結業績予想（2021年 1月 1日～2021年12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 21,000 22.7 3,900 37.0 4,350 44.6 3,100 45.3 120.66

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有



※ 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12月期2Q 27,231,257 株 2020年12月期 27,231,257 株

② 期末自己株式数 2021年12月期2Q 1,783,932 株 2020年12月期 1,459,760 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年12月期2Q 25,692,600 株 2020年12月期2Q 26,127,964 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

（将来に関する記述等についてのご注意）

　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。業績予想に関する事項は、添
付資料P.3 「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想情報に関する説明」をご覧ください。

（四半期決算補足説明資料の入手方法について）

　四半期決算補足説明資料につきましては、当社ホームページに掲載する予定です。
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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２四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の収束見通しが依然見いだせないな

か、ワクチン接種の進展や、国・地域によるばらつきはありますが、段階的な経済活動の再開に伴い正常化に向け

て進んでおります。

わが国経済においても、依然として厳しい状況にあるなか感染拡大の防止策として経済活動に制限が加わること

により、旅行や外食を中心に個人消費の弱さが継続しておりますが、世界的な経済活動の再開や生活環境の変化に

よって耐久消費財や新たなサービス等の需要が増加し関係する企業の経営成績は底堅く推移しております。

このような経営環境のなか、当社グループにおいては新型コロナウイルス感染症や材料供給不足など先行きに不

透明感はあるものの、非接触のニーズに対応した赤外線センサ製品や車載向けセンサなど、注文の増加のため増産

対応を行うと共に生産出荷活動に努めてまいりました。

その結果、当第２四半期連結累計期間の当社グループの売上高は10,381百万円（前年同四半期比37.3％増加）と

なりました。利益面では営業利益が売上高の増加から1,938百万円（前年同四半期比79.4％増加）となり、経常利

益は営業利益同様、売上高の増加と為替差益などにより2,244百万円（前年同四半期比81.5％増加）、親会社株主

に帰属する四半期純利益は1,573百万円（前年同四半期比76.1％増加）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流動資産は、前連結会計年度末に比べ675百万円増加し43,533百万円とな

りました。

固定資産は、前連結会計年度末に比べ98百万円増加し11,167百万円となりました。その主な要因は、設備の取

得、また、株価の上昇により投資有価証券が増加したことなどによります。

負債合計は、前連結会計年度末に比べ873百万円増加し4,920百万円となりました。その主な要因は、支払手形及

び買掛金が387百万円増加したこと、法人税等の増加により未払法人税等が381百万円増加したことなどによりま

す。

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ98百万円減少し49,781百万円となりました。その主な要因は、自己株式

が新規取得により908百万円増加したこと、為替換算調整勘定が891百万円増加したことなどによります。

当第２四半期連結累計期間の連結キャッシュ・フローの状況は以下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、税金等調整前四半期純利益2,241百万円や仕入債務の増加

による356百万円などのキャッシュ増加要因がありましたが、法人税等の支払額214百万円などのキャッシュ減少要

因により2,781百万円の収入（前年同四半期1,954百万円の収入）となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、定期預金の預入などによる純額1,422百万円、生産設備な

ど有形固定資産の取得による756百万円の支出などにより2,205百万円の支出（前年同四半期1,216百万円の支出）

となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、当社による配当金の支払額1,802百万円、自己株式の取得

による908百万円の支出、また、自己株式取得のための預け金の増加1,092百万円などにより3,803百万円の支出

（前年同四半期3,794百万円の支出）となりました。

以上の項目に換算差額を調整した結果、当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は3,056百万

円減少し18,549百万円（前年同四半期19,514百万円）となりました。
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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

前回発表予想(A)
百万円

18,600

百万円

3,300

百万円

3,600

百万円

2,600

円　銭

100.89

今回修正予想(B) 21,000 3,900 4,350 3,100 120.66

増減額(B-A) 2,400 600 750 500 －

増減率(%) 12.9 18.2 20.8 19.2 －

（参考）前期連結実績

（2020年12月期）
17,116 2,846 3,008 2,133 82.19

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

通期の連結連結業績予想につきましては、当第２四半期連結累計期間の実績および今後の見通し等を踏まえ、

2021年２月５日付けで公表しました予想値を下記の通り修正いたしました。

当第２四半期以降の当社グループを取り巻く経営環境は、新型コロナウイルス感染症の拡大や世界的な半導体不

足の影響でサプライチェーンの混乱に伴う生産へのリスクも踏まえ、依然として厳しい環境にあるものの、昨年末

からの市場の回復や需要の高まりを受け、今後につきましても引き続き非接触のニーズに対応した赤外線センサ製

品や車載向けセンサなどの注文増加に加え、当社グループの生産体制の増強も進めていることから、上半期の実績

と現時点における注文状況等を勘案し、当初の公表予想を上回る見込みとなりました。

2021年12月期 通期連結業績予想数値の修正（2021年１月１日～2021年12月31日）

なお、業績予想につきましては、当社が現時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、様々な不確定

要素や今後の業況等により、実際の業績とは異なる場合があります。
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(2020年12月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 32,873 32,069

受取手形及び売掛金 3,201 3,494

電子記録債権 1,711 1,586

たな卸資産 4,713 4,846

預け金 - 1,092

その他 358 445

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 42,857 43,533

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 4,235 4,141

機械装置及び運搬具（純額） 2,221 2,368

土地 3,153 3,153

建設仮勘定 102 71

その他（純額） 144 152

有形固定資産合計 9,858 9,886

無形固定資産

土地使用権 365 379

その他 28 22

無形固定資産合計 393 402

投資その他の資産

投資有価証券 692 758

繰延税金資産 91 74

その他 115 134

貸倒引当金 △82 △87

投資その他の資産合計 816 879

固定資産合計 11,068 11,167

資産合計 53,926 54,701

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：百万円）

前連結会計年度
(2020年12月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,523 1,911

設備関係支払手形 415 217

電子記録債務 842 862

未払金 277 506

未払法人税等 245 626

賞与引当金 15 18

役員賞与引当金 17 20

その他 382 426

流動負債合計 3,719 4,588

固定負債

退職給付に係る負債 265 273

その他 61 58

固定負債合計 327 331

負債合計 4,046 4,920

純資産の部

株主資本

資本金 10,994 10,994

資本剰余金 13,319 13,319

利益剰余金 26,455 26,224

自己株式 △3,384 △4,293

株主資本合計 47,384 46,245

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △169 △123

為替換算調整勘定 797 1,688

退職給付に係る調整累計額 108 106

その他の包括利益累計額合計 736 1,671

非支配株主持分 1,759 1,864

純資産合計 49,880 49,781

負債純資産合計 53,926 54,701
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（単位：百万円）

 前第２四半期連結累計期間
(自　2020年１月１日
　至　2020年６月30日)

 当第２四半期連結累計期間
(自　2021年１月１日
　至　2021年６月30日)

売上高 7,560 10,381

売上原価 5,488 7,189

売上総利益 2,072 3,191

販売費及び一般管理費 991 1,253

営業利益 1,080 1,938

営業外収益

受取利息 131 118

受取配当金 18 15

為替差益 - 125

受取地代家賃 68 71

その他 10 11

営業外収益合計 229 341

営業外費用

為替差損 34 -

賃貸収入原価 38 34

その他 0 0

営業外費用合計 73 34

経常利益 1,236 2,244

特別利益

固定資産売却益 3 -

投資有価証券売却益 216 -

補助金収入 - 100

特別利益合計 219 100

特別損失

固定資産除却損 15 7

固定資産圧縮損 - 90

特別退職金 - 5

新型コロナウイルス感染症による損失 74 -

特別損失合計 89 103

税金等調整前四半期純利益 1,366 2,241

法人税、住民税及び事業税 407 591

法人税等調整額 19 △0

法人税等合計 426 590

四半期純利益 939 1,650

非支配株主に帰属する四半期純利益 46 77

親会社株主に帰属する四半期純利益 893 1,573

（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）
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（単位：百万円）

 前第２四半期連結累計期間
(自　2020年１月１日
　至　2020年６月30日)

 当第２四半期連結累計期間
(自　2021年１月１日
　至　2021年６月30日)

四半期純利益 939 1,650

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △228 45

為替換算調整勘定 △427 1,026

退職給付に係る調整額 △2 △2

その他の包括利益合計 △658 1,070

四半期包括利益 281 2,720

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 287 2,508

非支配株主に係る四半期包括利益 △6 212

（四半期連結包括利益計算書）

（第２四半期連結累計期間）
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（単位：百万円）

 前第２四半期連結累計期間
(自　2020年１月１日
　至　2020年６月30日)

 当第２四半期連結累計期間
(自　2021年１月１日
　至　2021年６月30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 1,366 2,241

減価償却費 456 554

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1 5

賞与引当金の増減額（△は減少） △9 3

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △20 2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 4 5

受取利息及び受取配当金 △149 △133

為替差損益（△は益） 15 △85

投資有価証券売却損益（△は益） △216 -

固定資産売却損益（△は益） △3 -

固定資産除却損 15 7

補助金収入 - △100

固定資産圧縮損 - 90

特別退職金 - 5

新型コロナウイルス感染症による損失 74 -

売上債権の増減額（△は増加） 1,121 △118

たな卸資産の増減額（△は増加） △228 △43

仕入債務の増減額（△は減少） △90 356

その他 37 80

小計 2,371 2,871

利息及び配当金の受取額 84 56

補助金の受取額 - 100

特別退職金の支払額 - △32

新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 △74 -

法人税等の支払額 △427 △214

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,954 2,781

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 △2,808 △4,177

定期預金の払戻による収入 1,656 2,754

有形固定資産の取得による支出 △324 △756

有形固定資産の売却による収入 40 3

無形固定資産の取得による支出 △2 △6

投資有価証券の売却による収入 239 -

その他 △17 △22

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,216 △2,205

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出 △1,841 △908

自己株式取得のための預け金の増減額（△は増

加）
- △1,092

配当金の支払額 △1,865 △1,802

非支配株主への配当金の支払額 △87 -

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,794 △3,803

現金及び現金同等物に係る換算差額 △47 169

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,103 △3,056

現金及び現金同等物の期首残高 22,617 21,606

現金及び現金同等物の四半期末残高 19,514 18,549

（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）

当社は、2021年５月７日開催の取締役会決議に基づき、自己株式323,900株の取得を行いました。この結果、当

第２四半期連結累計期間において、単元未満株式の買取も含め自己株式が908百万円増加し、当第２四半期連結会

計期間末において自己株式が4,293百万円となっております。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前第２四半期連結累計期間（自　2020年１月１日　至　2020年６月30日）

当社グループは、電子部品及びその関連製品の研究開発、製造並びに販売を主たる目的とした単一事業であるた

め、セグメントの記載を省略しております。

当第２四半期連結累計期間（自　2021年１月１日　至　2021年６月30日）

当社グループは、電子部品及びその関連製品の研究開発、製造並びに販売を主たる目的とした単一事業であるた

め、セグメントの記載を省略しております。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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