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(百万円未満切捨て)

１．2020年３月期第２四半期の業績（2019年４月１日～2019年９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 ％

2020年３月期第２四半期 2,151 44.3 779 74.5 768 71.6 521 60.5

2019年３月期第２四半期 1,491 270.5 446 － 447 － 324 －
　

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

2020年３月期第２四半期 156.00 －

2019年３月期第２四半期 97.19 －
　

　

（２）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2020年３月期第２四半期 3,589 2,211 61.6

2019年３月期 3,375 1,740 51.6

(参考) 自己資本 2020年３月期第２四半期 2,211百万円 2019年３月期 1,740百万円
　

　

　

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

2019年３月期 － 0.00 － 15.00 15.00

2020年３月期 － 10.00

2020年３月期(予想) － 10.00 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
　　

　

３．2020年３月期の業績予想（2019年４月１日～2020年３月31日）
当社の主力事業である製品事業では、装置１台あたりの販売価格が非常に高額なことから、得意先の検収のタイミン
グにより売上計上時期は大きく変動する可能性があります。従って、月次ごと及び四半期ごとの見通しは立てにくい
状況にあるため、業績予想は当社の年間目標として通期のみ開示いたします。

(％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 3,746 26.6 1,120 38.0 1,106 36.4 754 33.6 225.80
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ：有
　

業績予想の修正につきましては、本日（2019年11月７日）公表しました「業績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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※ 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) 2020年３月期２Ｑ 3,340,500株 2019年３月期 3,340,500株

② 期末自己株式数 2020年３月期２Ｑ 319株 2019年３月期 319株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2020年３月期２Ｑ 3,340,181株 2019年３月期２Ｑ 3,340,396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けるわが国経済は、雇用情勢は着実に改善しているものの、輸出は弱含みで推移致し

ました。海外経済におきましては、米中の貿易摩擦が激しさを増しており、依然先行き不透明な状況であります。

　半導体業界におきましては、７月には１年半近く下落が続いたNAND型フラッシュメモリーの価格が上昇し、DRAM

価格も下げ止まりました。国際半導体製造装置材料協会（SEMI）は、半導体を製造する前工程の設備投資が2020年

に最大で500億ドル規模になる予測を発表し、2018年後半から冷え込んでいた半導体メーカーの設備投資が回復する

見通しです。

　このような状況のもと、当第２四半期累計期間におきまして、当社の主力製品であるフォトマスク用CD-SEM「Zシ

リーズ」や、フォトマスク用DR-SEM（観察および分析）「LEXaシリーズ」等を計画通り売り上げております。また、

受注につきましても順調に推移しております。

　この結果、売上高は2,151百万円（前年同四半期比44.3%増）となりました。損益につきましては、営業利益779百

万円（前年同四半期比74.5%増）、経常利益768百万円（前年同四半期比71.6%増）、及び四半期純利益521百万円

（前年同四半期比60.5%増）となりました。

（２）財政状態に関する説明

①資産・負債及び純資産の状況

　 (資産)

流動資産は、前事業年度末に比べて8.3％増加し、3,183百万円となりました。これは、現金及び預金が329百万円

減少した一方、受取手形及び売掛金が645百万円増加したことなどによります。

固定資産は、前事業年度末に比べて7.0％減少し、405百万円となりました。これは、有形固定資産が31百万円減

少したことなどによります。

この結果、資産合計は前事業年度末に比べて6.3％増加し、3,589百万円となりました。

(負債)

流動負債は、前事業年度末に比べて16.2％減少し、1,181百万円となりました。これは、未払法人税等が53百万円

増加した一方、支払手形及び買掛金が108百万円、電子記録債務が112百万円それぞれ減少したことなどによりま

す。

固定負債は、前事業年度末に比べて12.4％減少し、197百万円となりました。これは、長期借入金が28百万円減少

したことなどによります。

この結果、負債合計は前事業年度末に比べて15.7％減少し、1,378百万円となりました。

(純資産)

純資産合計は、前事業年度末に比べて27.1％増加し、2,211百万円となりました。これは、利益剰余金が470百万

円増加したことなどによります。

②キャッシュ・フローの状況

当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前事業年度末に比べて329百万円

減少（前第２四半期累計期間は741百万円の増加）し、767百万円となりました。

当第２四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果使用した資金は181百万円（前第２四半期累計期間に獲得した資金は901百万円）となりました。

これは主に、税引前四半期純利益が755百万円あった一方、売上債権の増加が549百万円、仕入債務の減少が220百万

円あったことなどによります。
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（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は33百万円（前第２四半期累計期間に使用した資金は34百万円）となりました。こ

れは、有形固定資産の取得による支出が18百万円、無形固定資産の取得による支出が14百万円あったことなどによ

ります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果使用した資金は110百万円（前第２四半期累計期間に使用した資金は126百万円）となりました。

これは、配当金の支払額が49百万円、長期借入金の返済による支出が57百万円あったことなどによります。

（３）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、当第２四半期累計期間における業績の動向を踏まえ、2019年５月10日に発表いたしま

した業績予想を修正しております。詳細につきましては、本日（2019年11月７日）公表の「業績予想の修正に関す

るお知らせ」をご参照ください。

なお、業績予想は現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、実際の業績につきましては、今後

様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。
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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
(2019年３月31日)

当第２四半期会計期間
(2019年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,117,218 787,686

受取手形及び売掛金 655,110 1,300,425

電子記録債権 143,856 48,060

仕掛品 826,481 877,184

原材料 125,770 140,397

その他 70,460 29,909

流動資産合計 2,938,897 3,183,663

固定資産

有形固定資産 269,052 237,061

無形固定資産 58,739 59,263

投資その他の資産 108,832 109,646

固定資産合計 436,624 405,971

資産合計 3,375,522 3,589,634

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 424,665 316,471

電子記録債務 280,079 167,908

1年内返済予定の長期借入金 85,556 56,676

未払法人税等 202,367 255,781

賞与引当金 30,794 55,044

製品保証引当金 26,018 41,421

その他 360,822 287,938

流動負債合計 1,410,304 1,181,241

固定負債

長期借入金 97,510 69,172

退職給付引当金 106,847 110,667

その他 20,553 17,284

固定負債合計 224,910 197,123

負債合計 1,635,214 1,378,365

純資産の部

株主資本

資本金 692,361 692,361

資本剰余金 163,754 163,754

利益剰余金 884,650 1,355,611

自己株式 △458 △458

株主資本合計 1,740,307 2,211,269

純資産合計 1,740,307 2,211,269

負債純資産合計 3,375,522 3,589,634
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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 2018年４月１日
　至 2018年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

売上高 1,491,133 2,151,246

売上原価 736,166 1,025,010

売上総利益 754,966 1,126,236

販売費及び一般管理費

役員報酬 18,000 30,900

給料及び手当 31,642 41,752

賞与引当金繰入額 13,161 26,992

研究開発費 50,915 58,537

販売手数料 83,200 62,840

製品保証引当金繰入額 9,346 18,413

その他 102,023 107,488

販売費及び一般管理費合計 308,288 346,924

営業利益 446,677 779,311

営業外収益

受取利息 16 22

為替差益 1,842 －

その他 26 171

営業外収益合計 1,885 194

営業外費用

支払利息 686 741

為替差損 － 9,716

その他 － 710

営業外費用合計 686 11,167

経常利益 447,877 768,338

特別損失

固定資産除却損 － 12,562

特別損失合計 － 12,562

税引前四半期純利益 447,877 755,775

法人税、住民税及び事業税 73,421 243,062

法人税等調整額 49,789 △8,351

法人税等合計 123,211 234,711

四半期純利益 324,665 521,064
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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 2018年４月１日
　至 2018年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年９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 447,877 755,775

減価償却費 61,381 49,864

固定資産除却損 － 12,562

賞与引当金の増減額（△は減少） 15,694 24,250

製品保証引当金の増減額（△は減少） 8,439 15,402

退職給付引当金の増減額（△は減少） △8,242 3,820

受取利息及び受取配当金 △16 △22

支払利息 686 741

為替差損益（△は益） △2,602 9,417

売上債権の増減額（△は増加） 267,341 △549,518

たな卸資産の増減額（△は増加） △32,278 △66,710

仕入債務の増減額（△は減少） 100,692 △220,365

前受金の増減額（△は減少） 2,740 △102,000

未収消費税等の増減額（△は増加） 24,038 61,649

未払消費税等の増減額（△は減少） 10,315 37,151

預り金の増減額（△は減少） 865 1,168

その他 18,574 △29,702

小計 915,508 3,484

利息及び配当金の受取額 16 22

利息の支払額 △682 △710

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △13,554 △184,767

営業活動によるキャッシュ・フロー 901,288 △181,970

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 △14,120 △18,665

無形固定資産の取得による支出 △15,942 △14,484

敷金及び保証金の差入による支出 △3,944 △686

投資活動によるキャッシュ・フロー △34,007 △33,836

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △45,000 －

長期借入金の返済による支出 △62,827 △57,218

リース債務の返済による支出 △2,001 △3,362

自己株式の取得による支出 △32 －

配当金の支払額 △16,575 △49,790

財務活動によるキャッシュ・フロー △126,436 △110,371

現金及び現金同等物に係る換算差額 792 △3,353

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 741,636 △329,532

現金及び現金同等物の期首残高 316,141 1,097,218

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,057,778 767,686
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（３）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。
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