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（百万円未満切捨て）

（１）連結経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年12月期 30,891 △17.6 7,025 △18.6 7,901 △8.2 6,330 △6.9
2020年12月期 37,491 △12.4 8,628 △20.7 8,609 △21.9 6,796 △25.3

（注）包括利益 2021年12月期 9,082百万円（32.0％） 2020年12月期 6,878百万円 （△20.6％）

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％
2021年12月期 146.83 143.12 14.8 13.3 22.7

2020年12月期 159.05 154.00 18.3 15.5 23.0

（参考）持分法投資損益 2021年12月期 △81百万円 2020年12月期 △40百万円

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12月期 64,674 46,083 71.2 1,066.04
2020年12月期 54,327 39,515 72.7 918.96

（参考）自己資本 2021年12月期 46,070百万円 2020年12月期 39,488百万円

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円
2021年12月期 10,685 375 △2,735 32,273

2020年12月期 △535 △1,047 △2,466 22,722

年間配当金 配当金総額
(合計)

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

2020年12月期 － 0.00 － 50.00 50.00 2,148 31.4 5.7

2021年12月期 － 0.00 － 50.00 50.00 2,160 34.1 5.0

2022年12月期（予想） － 0.00 － 42.00 42.00 39.5

（％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 31,900 3.3 6,500 △7.5 6,300 △20.3 4,600 △27.3 106.44

　

１．2021年12月期の連結業績（2021年１月１日～2021年12月31日）

（２）連結財政状態

（３）連結キャッシュ・フローの状況

２．配当の状況

３．2022年12月期の連結業績予想（2022年１月１日～2022年12月31日）

（注）2022年12月期の期首より「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号）等を適用するため、上記の連結業
績予想は当該会計基準等を適用した後の金額となっております。なお、当該会計基準等の適用による連結経営成績
への影響がないことから、対前期増減率は2021年12月期連結業績を基礎に算出しております。



①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 2021年12月期 44,358,000株 2020年12月期 44,358,000株
②  期末自己株式数 2021年12月期 1,141,692株 2020年12月期 1,386,947株
③  期中平均株式数 2021年12月期 43,114,190株 2020年12月期 42,734,511株

（１）個別経営成績 （％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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年12月期 28,938 △18.8 3,934 41.1 5,097 △45.9 3,814 △52.5

2020年12月期 35,658 △11.5 2,788 △21.3 9,415 158.4 8,029 201.4

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

円 銭 円 銭

2021年12月期 88.48 86.25

2020年12月期 187.90 181.94

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12月期 46,456 30,776 66.2 712.15

2020年12月期 43,703 28,917 66.2 672.95

（参考）自己資本 2021年12月期 30,776百万円 2020年12月期 28,917百万円

※  注記事項
（１）期中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）：有

新規  1社（社名）光馳半導体設備（上海）有限公司  、除外  －社
（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）

（参考）個別業績の概要

　2021年12月期の個別業績（2021年１月１日～2021年12月31日）

（２）個別財政状態

※  決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
業績予想については、現時点で入手可能な情報に基づき当社経営者が判断した予想であり、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。実際の業績は様々な要因の変化により、記載の業績予想とは大きく異なる結果と
なり得ますことをご承知おきください。

※　当社は、2022年２月15日（火）に機関投資家・アナリスト向けに決算説明会を開催する予定です。この説明会で配布
する決算説明資料は、同日に当社ウェブサイトに掲載する予定です。
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１．経営成績等の概況

（１）当期の経営成績の概況

　当連結会計年度（2021年1月1日～2021年12月31日）における世界経済は、新型コロナウイルス感染症のワクチン

接種の進展により、社会経済活動の回復が進みました。一方、変異株による感染再拡大、資源価格高騰や半導体不

足等の影響もあり、依然として経済の先行きは不透明な状況にあります。

　このような状況の下、当社グループは顧客の近くに開発・生産・販売拠点を持つ強みを生かし、積極的に営業展

開し、装置の早期検収に努めました。分野別売上高では、スマートフォン分野であるスマートフォンカメラモジュ

ール、筐体への加飾膜や３Dカメラへの成膜、IoTでは生体認証、光通信機器やAR/VR、LED向けの成膜等、幅広い分

野の売上高を計上したものの、世界的な半導体不足が顧客の開発・生産活動へ与えた影響等により前年同期比で装

置販売台数が減少し、減収となりました。

　利益面では、調達コスト削減や作業効率改善等の原価改善活動の取り組み、利益率の高い新型装置販売が堅調で

あったことによる原価率改善、円安による為替差益計上や出資金の一部売却による特別利益計上などがあったもの

の、装置販売台数が減少したことにより減益となりました。

　受注においては、新型コロナウイルス感染拡大の影響から設備投資は全般的に慎重であったものの、スマートフ

ォン関連メーカーからの受注は堅調、自動車関連成膜装置、5G関連の光通信向け成膜装置やLED向け成膜装置の受

注は好調に推移いたしました。

　その結果、売上高は30,891百万円（前年同期比17.6％減）、営業利益は7,025百万円（前年同期比18.6％減）、

経常利益は7,901百万円（前年同期比8.2％減）、親会社株主に帰属する当期純利益は6,330百万円（前年同期比

6.9％減）となりました。

（２）当期の財政状態の概況

（資産）

　当連結会計年度末の流動資産は、53,145百万円と前連結会計年度末と比べ8,573百万円の増加となりました。増

加した要因は、現金及び預金や原材料及び貯蔵品が増加したことなどによるものです。

　固定資産は、11,529百万円と前連結会計年度末と比べ1,774百万円の増加となりました。増加した要因は、建設

仮勘定や機械装置及び運搬具が増加したことなどによるものです。

（負債）

　流動負債は、17,056百万円と前連結会計年度末と比べ3,401百万円の増加となりました。増加した要因は、支払

手形及び買掛金や前受金が増加したことなどによるものです。

　固定負債は、1,534百万円と前連結会計年度末と比べ377百万円の増加となりました。増加した要因は、繰延税金

負債が増加したことなどによるものです。

（純資産）

　純資産は、46,083百万円と前連結会計年度末と比べ6,568百万円の増加となりました。増加した要因は、利益剰

余金が増加したことなどによるものです。

（３）当期のキャッシュ・フローの概況

　当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、32,273百万円となり、前連結会計年

度末に比べ9,550百万円の増加となりました。

　当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因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）

　営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少4,411百万円や前受金の増加819百万円などにより、

10,685百万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）

　投資活動によるキャッシュ・フローは、出資金の売却による収入1,361百万円などにより、375百万円の収入とな

りました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額2,145百万円などにより、2,735百万円の支出となりまし

た。
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（４）今後の見通し

　今後の見通しにつきましては、新型コロナウイルスの感染再拡大や半導体不足等の影響があるものの、社会経済

活動は回復基調が継続すると見込んでおります。光学薄膜市場は、2021年後半において受注は回復傾向にあり、新

技術を取り入れた 終製品の進化は著しくより高度な光学薄膜技術を反映した光学薄膜装置需要は堅調に推移する

ものと見込みます。

　 終製品の市場動向は、以下のように見込んでおります。

　スマートフォンでは、5G端末の普及や外出増加による買い替え需要から、出荷台数の増加を見込みます。また、

カメラ機能は複眼化がさらに進み3眼以上が主流・標準になることや高画質化・高感度化による成膜需要、AR/VR技

術を駆使した3D機能も拡張し高精度な3Dセンシングへの成膜需要も期待されます。

　IoT分野である自動車では、ADAS（先進運転支援システム）や自動運転技術向上にともなう車載カメラ搭載数の

増加による成膜需要、よりグラフィカルな表示ニーズのあるセンターインフォメーションディスプレイやメーター

ディスプレイ等の成膜需要、ARスマートグラスやヘッドマウントディスプレイ等AR/VR関連の今後の表示機能の性

能向上による成膜需要の拡大を見込みます。

　これらの 終製品市場動向を確実に捉え、市場ニーズ・顧客ニーズを新型成膜装置に反映するために、 先端分

野への研究開発を積極的に行い、さらなる成長を図ってまいります。

　これらの状況をふまえ、2022年12月期の連結業績見通しにつきましては、売上高31,900百万円（前年同期比

3.3％増）を予想するとともに、成長に向けた積極的な研究開発活動に伴う費用増加要因等により、営業利益6,500

百万円（前年同期比7.5％減）、経常利益6,300百万円（前年同期比20.3％減）、親会社株主に帰属する当期純利益

4,600百万円（前年同期比27.3％減）を見込んでおります。

２．会計基準の選択に関する基本的な考え方

　当社グループは、連結財務諸表の期間比較可能性を考慮し、当面は、日本基準で連結財務諸表を作成する方針であり

ます。

　なお、国際財務報告基準の適用については国内外の諸情勢を考慮しながら、適切に対応していく方針であります。
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（単位：千円）

前連結会計年度
（2020年12月31日）

当連結会計年度
（2021年12月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金 22,722,838 32,273,511

受取手形及び売掛金 9,769,664 6,013,382

仕掛品 7,297,242 7,050,959

原材料及び貯蔵品 3,850,246 5,804,136

その他 1,275,525 2,389,818

貸倒引当金 △343,692 △386,509

流動資産合計 44,571,825 53,145,299

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 2,307,116 2,276,369

減価償却累計額 △879,184 △887,836

建物及び構築物（純額） 1,427,932 1,388,532

機械装置及び運搬具 1,145,099 1,506,172

減価償却累計額 △714,557 △725,205

機械装置及び運搬具（純額） 430,541 780,966

土地 842,996 950,661

リース資産 115,314 121,732

減価償却累計額 △77,414 △92,751

リース資産（純額） 37,900 28,980

建設仮勘定 333,282 1,213,167

その他 319,758 428,094

減価償却累計額 △198,494 △263,641

その他（純額） 121,264 164,452

有形固定資産合計 3,193,917 4,526,761

無形固定資産

のれん 752,494 610,733

その他 69,340 66,361

無形固定資産合計 821,835 677,094

投資その他の資産

投資有価証券 350,000 350,000

出資金 4,749,314 5,237,111

繰延税金資産 412,501 354,334

その他 227,905 384,189

投資その他の資産合計 5,739,721 6,325,635

固定資産合計 9,755,474 11,529,492

資産合計 54,327,299 64,674,791

３．連結財務諸表及び主な注記

（１）連結貸借対照表
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（単位：千円）

前連結会計年度
（2020年12月31日）

当連結会計年度
（2021年12月31日）

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,702,784 3,246,321

短期借入金 401,675 400,000

１年内返済予定の長期借入金 66,000 54,000

リース債務 21,565 17,614

未払法人税等 355,785 1,389,156

前受金 8,921,891 9,830,666

賞与引当金 310,830 296,775

製品保証引当金 421,152 257,965

その他 1,453,008 1,564,039

流動負債合計 13,654,694 17,056,540

固定負債

長期借入金 54,000 －

リース債務 27,195 15,701

繰延税金負債 641,885 1,180,914

退職給付に係る負債 156,835 179,987

その他 277,277 157,923

固定負債合計 1,157,193 1,534,526

負債合計 14,811,888 18,591,067

純資産の部

株主資本

資本金 400,000 400,000

資本剰余金 9,819,208 9,454,013

利益剰余金 30,053,492 34,235,194

自己株式 △91,311 △75,318

株主資本合計 40,181,389 44,013,889

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定 △692,903 2,056,449

その他の包括利益累計額合計 △692,903 2,056,449

非支配株主持分 26,925 13,385

純資産合計 39,515,411 46,083,724

負債純資産合計 54,327,299 64,674,791
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（単位：千円）

　前連結会計年度
（自　2020年１月１日

　　至　2020年12月31日）

　当連結会計年度
（自　2021年１月１日

　　至　2021年12月31日）

売上高 37,491,308 30,891,957

売上原価 22,809,423 17,502,351

売上総利益 14,681,884 13,389,606

販売費及び一般管理費 6,053,539 6,364,333

営業利益 8,628,345 7,025,272

営業外収益

受取利息 42,461 32,454

受取賃貸料 72,195 24,929

為替差益 － 732,427

補助金収入 119,694 100,420

その他 26,896 89,543

営業外収益合計 261,248 979,775

営業外費用

支払利息 7,174 7,874

持分法による投資損失 40,843 81,104

寄付金 25,944 10,000

為替差損 186,116 －

その他 19,755 4,698

営業外費用合計 279,835 103,677

経常利益 8,609,757 7,901,370

特別利益

固定資産売却益 2,564 9,000

持分変動利益 － 22,747

段階取得に係る差益 66,719 －

出資金売却益 － 899,200

特別利益合計 69,283 930,948

特別損失

固定資産除却損 1,222 59,170

特別損失合計 1,222 59,170

税金等調整前当期純利益 8,677,818 8,773,149

法人税、住民税及び事業税 2,101,874 1,828,610

法人税等調整額 △228,257 611,461

法人税等合計 1,873,616 2,440,071

当期純利益 6,804,202 6,333,077

非支配株主に帰属する当期純利益 7,374 2,822

親会社株主に帰属する当期純利益 6,796,827 6,330,254

（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書

（連結損益計算書）
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（単位：千円）

　前連結会計年度
（自　2020年１月１日

　　至　2020年12月31日）

　当連結会計年度
（自　2021年１月１日

　　至　2021年12月31日）

当期純利益 6,804,202 6,333,077

その他の包括利益

為替換算調整勘定 163,985 2,291,234

持分法適用会社に対する持分相当額 △89,509 458,095

その他の包括利益合計 74,475 2,749,329

包括利益 6,878,678 9,082,406

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 6,872,032 9,079,607

非支配株主に係る包括利益 6,646 2,799

（連結包括利益計算書）
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（単位：千円）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 400,000 9,513,800 25,801,100 △128,263 35,586,637

当期変動額

剰余金の配当 △2,544,436 △2,544,436

親会社株主に帰属する
当期純利益

6,796,827 6,796,827

自己株式の処分 305,407 37,103 342,511

自己株式の取得 △151 △151

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当期変動額合計 － 305,407 4,252,391 36,952 4,594,751

当期末残高 400,000 9,819,208 30,053,492 △91,311 40,181,389

その他の包括利益累計額

非支配株主持分 純資産合計
為替換算
調整勘定

その他の包括
利益累計額合計

当期首残高 △767,379 △767,379 － 34,819,258

当期変動額

剰余金の配当 △2,544,436

親会社株主に帰属する
当期純利益

6,796,827

自己株式の処分 342,511

自己株式の取得 △151

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

74,475 74,475 26,925 101,400

当期変動額合計 74,475 74,475 26,925 4,696,152

当期末残高 △692,903 △692,903 26,925 39,515,411

（３）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度（自　2020年１月１日　至　2020年12月31日）
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（単位：千円）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 400,000 9,819,208 30,053,492 △91,311 40,181,389

当期変動額

剰余金の配当 △2,148,552 △2,148,552

親会社株主に帰属する
当期純利益

6,330,254 6,330,254

自己株式の処分 176,864 16,161 193,026

自己株式の取得 △168 △168

連結子会社株式の取得
による持分の増減

△542,059 △542,059

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当期変動額合計 － △365,194 4,181,702 15,992 3,832,500

当期末残高 400,000 9,454,013 34,235,194 △75,318 44,013,889

その他の包括利益累計額

非支配株主持分 純資産合計
為替換算
調整勘定

その他の包括
利益累計額合計

当期首残高 △692,903 △692,903 26,925 39,515,411

当期変動額

剰余金の配当 △2,148,552

親会社株主に帰属する
当期純利益

6,330,254

自己株式の処分 193,026

自己株式の取得 △168

連結子会社株式の取得
による持分の増減

△542,059

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

2,749,352 2,749,352 △13,539 2,735,813

当期変動額合計 2,749,352 2,749,352 △13,539 6,568,313

当期末残高 2,056,449 2,056,449 13,385 46,083,724

当連結会計年度（自　2021年１月１日　至　2021年12月31日）
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（単位：千円）

　前連結会計年度
（自　2020年１月１日

　　至　2020年12月31日）

　当連結会計年度
（自　2021年１月１日

　　至　2021年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 8,677,818 8,773,149

減価償却費 243,546 321,407

のれん償却額 38,001 162,113

貸倒引当金の増減額（△は減少） △7,018 42,817

賞与引当金の増減額（△は減少） △11,323 △53,191

製品保証引当金の増減額（△は減少） △80,665 △163,187

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 9,321 23,152

固定資産売却益 △2,564 △9,000

固定資産除却損 1,222 59,170

受取利息 △42,461 △32,454

支払利息 7,174 7,874

為替差損益（△は益） 211,549 △701,187

持分法による投資損益（△は益） 40,843 81,104

持分変動損益（△は益） － △22,747

段階取得に係る差損益（△は益） △66,719 －

出資金売却益 － △899,200

売上債権の増減額（△は増加） △5,503,517 4,411,177

たな卸資産の増減額（△は増加） 4,101,966 △721,325

仕入債務の増減額（△は減少） △1,061,874 697,615

前受金の増減額（△は減少） △5,074,950 819,103

未収消費税等の増減額（△は増加） △134,499 △411,777

その他 364,544 △867,923

小計 1,710,395 11,516,690

利息の受取額 42,461 32,454

利息の支払額 △7,174 △7,874

法人税等の支払額 △2,281,055 △855,617

営業活動によるキャッシュ・フロー △535,372 10,685,652

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △760,237 △939,529

有形固定資産の売却による収入 40,525 9,000

無形固定資産の取得による支出 △33,596 △23,791

出資金の払込による支出 △24,000 △12,000

出資金の売却による収入 － 1,361,836

貸付金の回収による収入 78,015 －

貸付けによる支出 △78,015 －

敷金の差入による支出 － △19,943

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の

取得による支出
△270,206 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,047,514 375,572

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △86,864 △66,000

リース債務の返済による支出 △21,588 △21,213

自己株式の取得による支出 △151 △168

ストックオプションの行使による収入 185,175 62,220

配当金の支払額 △2,543,479 △2,145,020

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得

による支出
－ △565,020

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,466,908 △2,735,202

現金及び現金同等物に係る換算差額 △197,206 1,224,651

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △4,247,002 9,550,673

現金及び現金同等物の期首残高 26,969,840 22,722,838

現金及び現金同等物の期末残高 22,722,838 32,273,511

（４）連結キャッシュ・フロー計算書
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（５）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。

（セグメント情報）

当社グループは、成膜装置事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

前連結会計年度
（自　2020年１月１日

至　2020年12月31日）

当連結会計年度
（自　2021年１月１日

至　2021年12月31日）

１株当たり純資産 918円96銭 1,066円04銭

１株当たり当期純利益 159円05銭 146円83銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 154円00銭 143円12銭

前連結会計年度
（自　2020年１月１日

至　2020年12月31日）

当連結会計年度
（自　2021年１月１日

至　2021年12月31日）

１株当たり当期純利益

親会社株主に帰属する当期純利益（千円） 6,796,827 6,330,254

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する

当期純利益（千円）
6,796,827 6,330,254

普通株式の期中平均株式数（株） 42,734,511 43,114,190

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

親会社株主に帰属する当期純利益調整額

（千円）
－ －

普通株式増加数（株） 1,399,827 1,115,038

（うち新株予約権（株）） （1,399,827） （1,115,038）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要

－ －

（１株当たり情報）

　（注）１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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セグメントの名称 生産高（千円） 前年同期比（％）

成膜装置事業 15,935,037 86.7

セグメントの名称 受注高（千円） 前年同期比（％） 受注残高（千円） 前年同期比（％）

成膜装置事業 35,435,390 123.9 28,126,490 119.3

セグメントの名称 売上高（千円） 前年同期比（％）

成膜装置事業 30,891,957 82.4

４．補足情報

生産、受注及び販売の状況

①生産実績

　（注）１．金額は製造原価によっております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

②受注実績

　（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

③販売実績

　（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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