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1. 2021年12月期第2四半期の業績（2021年1月1日～2021年6月30日）

(1) 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 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 1,899 △15.4 134 △10.6 168 9.5 116 6.3

2020年12月期第2四半期 2,244 △26.6 150 △61.9 154 △61.7 109 △60.8

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12月期第2四半期 34.73 ―

2020年12月期第2四半期 32.67 ―

(2) 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 6,780 4,292 63.3

2020年12月期 6,518 4,237 65.0

（参考）自己資本 2021年12月期第2四半期 4,292百万円 2020年12月期 4,237百万円

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 ― 15.00 ― 15.00 30.00

2021年12月期 ― 15.00

2021年12月期（予想） ― 25.00 40.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 有

2021年12月期(予想)の期末配当金には、社名変更記念配当10円を含んでおります。

3. 2021年12月期の業績予想（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 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 4,300 7.9 350 56.7 400 49.5 280 46.1 83.76

（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) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

(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）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 2021年12月期2Q 3,510,000 株 2020年12月期 3,510,000 株

② 期末自己株式数 2021年12月期2Q 167,139 株 2020年12月期 167,099 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年12月期2Q 3,342,890 株 2020年12月期2Q 3,343,355 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。
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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２四半期累計期間においては、新型コロナウイルス感染症の影響はワクチン接種への期待が

高まる一方で依然として収まらず、先行き不透明な状況が続いております。

　このような状況の下で当第２四半期累計期間における当社の業績は、当初より主力製品である半

導体・ＦＰＤ（液晶・有機ＥＬ）製造装置関連は調整局面に入るものと予想しており、売上高は前

年同期比で減収となりましたが、営業利益はコスト合理化に努めたことや製品構成などにより若干

の減益に留めることが出来ました。更に経常利益及び四半期純利益は雇用調整助成金収入などによ

り前年同期比で増益に転じることが出来ました。

　この結果、当第２四半期累計期間の売上高は345百万円減収の1,899百万円（前年同期比15.4％

減）となりましたが、営業利益は16百万円減益に留まり134百万円（前年同期比10.6％減）となり

ました。一方で経常利益は15百万円増益の168百万円（前年同期比9.5％増）となり、四半期純利益

も７百万円増益の116百万円（前年同期比6.3％増）となりました。

（２）業績予想などの将来予測情報に関する説明

　業績予想につきましては、同時に発表いたしました「通期業績予想及び配当予想の修正に関する

お知らせ」をご参照ください。
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２．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(2020年12月31日)

当第２四半期会計期間
(2021年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,051,214 3,075,127

受取手形及び売掛金 468,465 521,203

電子記録債権 182,176 317,917

製品 158,464 143,162

原材料 231,249 231,102

仕掛品 749,181 875,194

未収入金 13,889 36,824

未収還付法人税等 65,061 10,476

その他 2,266 27,615

貸倒引当金 △66 △88

流動資産合計 4,921,898 5,238,531

固定資産

有形固定資産 1,410,299 1,363,791

無形固定資産 6,553 4,329

投資その他の資産 179,098 173,680

固定資産合計 1,595,949 1,541,800

資産合計 6,517,847 6,780,332

負債の部

流動負債

買掛金 128,581 332,308

短期借入金 60,000 645,000

未払法人税等 ― 62,491

賞与引当金 15,700 26,178

その他 209,973 164,328

流動負債合計 414,254 1,230,304

固定負債

長期借入金 1,515,000 900,000

退職給付引当金 170,173 176,833

その他 181,723 181,464

固定負債合計 1,866,896 1,258,297

負債合計 2,281,150 2,488,601

純資産の部

株主資本

資本金 175,500 175,500

資本剰余金 199,796 199,796

利益剰余金 3,856,771 3,922,732

自己株式 △56,910 △56,965

株主資本合計 4,175,157 4,241,063

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 61,540 50,668

評価・換算差額等合計 61,540 50,668

純資産合計 4,236,697 4,291,731

負債純資産合計 6,517,847 6,780,332
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（２）四半期損益計算書

第２四半期累計期間

(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2020年１月１日
　至 2020年６月30日)

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

売上高 2,243,593 1,898,601

売上原価 1,795,142 1,492,999

売上総利益 448,451 405,601

販売費及び一般管理費 298,636 271,687

営業利益 149,815 133,914

営業外収益

受取配当金 733 766

助成金収入 1,633 30,089

原材料売却益 1,298 1,950

たな卸差益 287 －

その他 3,616 5,056

営業外収益合計 7,566 37,862

営業外費用

支払利息 3,779 3,587

その他 19 －

営業外費用合計 3,798 3,587

経常利益 153,583 168,189

税引前四半期純利益 153,583 168,189

法人税、住民税及び事業税 49,460 57,544

法人税等調整額 △5,093 △5,460

法人税等合計 44,367 52,084

四半期純利益 109,216 116,104
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2020年１月１日
　至 2020年６月30日)

当第２四半期累計期間
(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

税引前四半期純利益 153,583 168,189

減価償却費 83,720 76,679

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1 22

受取配当金 △733 △766

助成金収入 △1,633 △30,089

支払利息 3,779 3,587

売上債権の増減額（△は増加） △17,807 △188,479

たな卸資産の増減額（△は増加） 236,579 △110,564

仕入債務の増減額（△は減少） 85,116 203,726

未収入金の増減額（△は増加） 14,594 △22,936

賞与引当金の増減額（△は減少） △261 10,478

退職給付引当金の増減額（△は減少） 8,146 6,660

その他 47,419 △22,430

小計 612,503 94,077

利息及び配当金の受取額 733 766

利息の支払額 △3,775 △3,589

助成金の受取額 1,633 30,089

法人税等の支払額 △43,664 △509

法人税等の還付額 - 54,585

営業活動によるキャッシュ・フロー 567,430 175,420

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 △43,462 △70,598

その他 - 6

投資活動によるキャッシュ・フロー △43,462 △70,592

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 △30,000 △30,000

配当金の支払額 △82,615 △50,271

リース債務の返済による支出 △573 △589

自己株式の取得による支出 - △55

財務活動によるキャッシュ・フロー △113,189 △80,915

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 410,779 23,913

現金及び現金同等物の期首残高 2,630,373 3,051,214

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,041,152 3,075,127
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（４）四半期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。

　


