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1. 2023年3月期第3四半期の連結業績（2022年4月1日～2022年12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 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 ％

2023年3月期第3四半期 29,892 △18.8 119 △96.4 743 △78.2 646 △77.9

2022年3月期第3四半期 36,817 △11.3 3,314 △33.6 3,413 △29.4 2,920 17.2

（注）包括利益 2023年3月期第3四半期　　803百万円 （△75.8％） 2022年3月期第3四半期　　3,312百万円 （△2.6％）

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

2023年3月期第3四半期 66.87 ―

2022年3月期第3四半期 302.05 ―

(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

2023年3月期第3四半期 74,695 34,186 45.3 3,502.38

2022年3月期 72,601 34,540 47.1 3,534.40

（参考）自己資本 2023年3月期第3四半期 33,866百万円 2022年3月期 34,175百万円

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

2022年3月期 ― 60.00 ― 60.00 120.00

2023年3月期 ― 60.00 ―

2023年3月期（予想） 30.00 90.00

（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. 2023年 3月期の連結業績予想（2022年 4月 1日～2023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
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 44,000 △14.4 700 △87.2 1,500 △74.4 1,200 △71.4 124.10

（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

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 ： 有

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） 2023年3月期3Q 10,057,600 株 2022年3月期 10,057,600 株

② 期末自己株式数 2023年3月期3Q 388,031 株 2022年3月期 388,195 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年3月期3Q 9,669,423 株 2022年3月期3Q 9,669,457 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おります業績の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的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」をご覧下さい。
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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３四半期連結累計期間における世界経済は、世界的なインフレ傾向が高止まりしている状況下、米国をはじ

め世界各国は金融引き締め政策を継続、日本においても長期金利の許容変動幅が拡大され為替は大きく変動しまし

た。また、金融引き締めを受けて、米中等主要国の経済の伸びは総じて鈍化し、先行きへの不透明感が一層高まり

ました。

　このような状況の中、当第３四半期連結累計期間の当社グループの受注金額は、224億6千8百万円（前年同期429

億6千2百万円）となりました。また、当第３四半期連結会計期間末の受注残高は、352億9千8百万円（前年同期470

億8千4百万円）となりました。

　当第３四半期連結累計期間の当社グループの連結業績につきましては、売上高は298億9千2百万円（前年同期売

上高368億1千7百万円）、営業利益は1億1千9百万円（前年同期営業利益33億1千4百万円）、経常利益は7億4千3百

万円（前年同期経常利益34億1千3百万円）、親会社株主に帰属する四半期純利益は6億4千6百万円（前年同期親会

社株主に帰属する四半期純利益29億2千万円）となりました。

　セグメントの業績は、次のとおりです。なお、第１四半期連結会計期間より、報告セグメントの区分を変更して

おり、以下の前年同四半期比較については、前年同四半期の数値を変更後のセグメント区分に組み替えた数値で比

較しております。

(ＦＰＤ装置事業)

　フラットパネルディスプレイ（ＦＰＤ）装置事業においては、ＦＰＤ価格の低迷が続く中、設備投資計画の見直

しの動きが確認されました。このような状況の中、当第３四半期連結累計期間の当社グループのＦＰＤ装置事業の

受注金額は87億8千6百万円（前年同期369億9千5百万円）、受注残高は180億1千万円（前年同期404億3千5百万円）

となりました。また、当第３四半期連結累計期間の当社グループのＦＰＤ装置事業の連結業績につきましては、売

上高は249億5千4百万円（前年同期303億7千8百万円）、営業利益は5億1千5百万円（前年同期30億3千7百万円）と

なりました。

(半導体・フォトマスク装置事業)

　半導体・フォトマスク装置事業においては、半導体の市況が一部の用途向けで悪化したものの、当社グループに

関連する設備投資は概ね計画通りに推移しました。このような状況の中、当第３四半期連結累計期間の当社グルー

プの半導体・フォトマスク装置事業の受注金額は129億5千1百万円（前年同期58億6千1百万円）、受注残高は172億

8千7百万円（前年同期66億4千8百万円）となりました。また、当第３四半期連結累計期間の当社グループの半導

体・フォトマスク装置事業の連結業績につきましては、売上高は42億7百万円（前年同期63億3千3百万円）、営業

損失は2億3千7百万円（前年同期営業利益3億4千5百万円）となりました。

（２）財政状態に関する説明

　当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ20億9千3百万円増加し、746億9千5百

万円となりました。これは主に、「仕掛品」が18億4千万円増加したことによります。

　負債は、前連結会計年度末に比べ24億4千7百万円増加し、405億8百万円となりました。これは主に、「長期借入

金」が30億9千7百万円増加したことによります。

　純資産は、前連結会計年度末に比べ3億5千4百万円減少し、341億8千6百万円となりました。これは主に、「為替

換算調整勘定」が2億4千1百万円増加し、「利益剰余金」が5億3千8百万円減少したことによります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　2023年３月期の業績予想につきましては、当第３四半期連結累計期間の業績及び今後の動向を勘案した結果、現

時点においては2022年11月10日発表の「2023年３月期　第２四半期決算短信」に記載の業績予想からの変更はあり

ません。
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2022年12月31日)

資産の部
流動資産

現金及び預金 27,898 28,235
受取手形及び売掛金 19,537 19,029
電子記録債権 246 182
商品及び製品 176 442
仕掛品 9,428 11,269
原材料及び貯蔵品 1,801 2,140
その他 4,500 4,398
貸倒引当金 △503 △384

流動資産合計 63,085 65,314

固定資産

有形固定資産 4,720 4,833
無形固定資産

のれん 930 689
その他 565 437

無形固定資産合計 1,495 1,127

投資その他の資産 3,300 3,419

固定資産合計 9,516 9,380

資産合計 72,601 74,695

負債の部

流動負債
支払手形及び買掛金 6,323 4,666
電子記録債務 4,546 4,358
短期借入金 394 300
１年内返済予定の長期借入金 2,911 4,806
未払法人税等 767 111
前受金 8,334 8,815
引当金 2,509 1,682
その他 1,272 1,571

流動負債合計 27,061 26,312

固定負債

長期借入金 10,243 13,341
退職給付に係る負債 372 416
資産除去債務 140 163
引当金 156 217
その他 85 57

固定負債合計 10,999 14,195

負債合計 38,060 40,508

純資産の部

株主資本
資本金 2,847 2,847
資本剰余金 2,503 2,503
利益剰余金 30,113 29,574
自己株式 △1,916 △1,915

株主資本合計 33,548 33,010

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 79 67
為替換算調整勘定 546 788

その他の包括利益累計額合計 626 855

非支配株主持分 365 319

純資産合計 34,540 34,186

負債純資産合計 72,601 74,695

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）

前第３四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

売上高 36,817 29,892

売上原価 26,293 22,687

売上総利益 10,524 7,204

販売費及び一般管理費 7,210 7,085

営業利益 3,314 119

営業外収益

受取利息及び配当金 27 26

補助金収入 17 88

為替差益 86 594

その他 38 75

営業外収益合計 170 786

営業外費用

支払利息 32 31

持分法による投資損失 35 118

その他 3 11

営業外費用合計 71 161

経常利益 3,413 743

特別利益

固定資産売却益 834 1

持分変動利益 － 489

国庫補助金 － 188

その他 5 －

特別利益合計 840 679

特別損失

固定資産除却損 19 6

投資有価証券評価損 － 19

その他 － 2

特別損失合計 19 28

税金等調整前四半期純利益 4,234 1,395

法人税、住民税及び事業税 933 365

法人税等調整額 301 455

法人税等合計 1,234 821

四半期純利益 2,999 573

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主

に帰属する四半期純損失（△）
79 △72

親会社株主に帰属する四半期純利益 2,920 646

（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：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

四半期純利益 2,999 573

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 101 △12

為替換算調整勘定 211 79

持分法適用会社に対する持分相当額 － 161

その他の包括利益合計 313 229

四半期包括利益 3,312 803

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 3,188 868

非支配株主に係る四半期包括利益 124 △65

（四半期連結包括利益計算書）

（第３四半期連結累計期間）
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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。

（会計方針の変更）

（時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用）

　「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号、2021年６月17日。以下「時価算定会

計基準適用指針」という。）を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-２項に

定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用すること

といたしました。これによる四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
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