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(百万円未満切捨て)

１．2021年３月期第３四半期の連結業績（2020年４月１日～2020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 ％

2021年３月期第３四半期 5,865 △48.0 370 175.0 443 203.7 266 －

2020年３月期第３四半期 11,283 △35.3 134 △93.4 146 △92.8 13 △99.1

(注) 包括利益 2021年３月期第３四半期 361百万円 ( 330.3％) 2020年３月期第３四半期 83百万円 (△93.7％)

　

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３月期第３四半期 14.69 －

2020年３月期第３四半期 0.74 －

(注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　
（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３月期第３四半期 15,110 12,877 85.2

2020年３月期 14,609 12,621 86.4

(参考) 自己資本 2021年３月期第３四半期 12,877百万円 2020年３月期 12,621百万円

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３月期 － 0.00 － 6.00 6.00

2021年３月期 － 0.00 －

2021年３月期(予想) 6.00 6.00

(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３月期の連結業績予想（2020年４月１日～2021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 8,380 △40.1 520 34.9 580 57.2 360 △37.5 19.87

(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 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

（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３月期３Ｑ 22,806,900株 2020年３月期 22,806,900株

② 期末自己株式数 2021年３月期３Ｑ 4,687,914株 2020年３月期 4,699,399株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年３月期３Ｑ 18,114,308株 2020年３月期３Ｑ 18,104,194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）

　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、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。業績予測

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３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」をご覧ください。
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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我が国経済は、新型コロナウイルス感染拡大により「緊急事態宣言」が発出

され、社会・経済活動が大幅に停滞・減速いたしました。宣言解除後は徐々に経済活動も動き始めたものの、2020

年11月後半から再び新規感染者数が増加するなど感染拡大が深刻化し、引き続き先行き不透明な状況になっており

ます。

また、当社グループの主要マーケットである中国を中心としたアジア市場においては、新型コロナウイルス感染

拡大の影響は限定されており、経済活動は回復基調にあるものの、米中の通商問題が長期化するなど海外経済の不

確実性の影響から設備投資需要が抑制され、厳しい経営環境で推移するなかで、当社グループはコスト削減に努め

ました。

このような経営環境のなか、当第３四半期連結累計期間における当社グループの売上高は、前年同期と比べ54億

18百万円(48.0％)減収の58億65百万円となり、営業利益は２億35百万円(175.0％)増の３億70百万円、経常利益は

２億97百万円(203.7％)増の４億43百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益は２億52百万円(1,889.5％)増の２

億66百万円となりました。

セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。各金額については、セグメント間の内部取引を含んだ金

額を記載しております。

なお、前第３四半期連結会計期間において、連結子会社でありました株式会社日本技術センターの全株式を譲渡

し連結の範囲から除外したことに伴い、第１四半期連結会計期間より「人材サービス事業」セグメントを報告セグ

メントから除外しております。

①ランプ事業

ランプ事業につきましては、新型コロナウイルス感染拡大の影響により一般照明用ランプの営業活動や生産活動

が制限され、受注の減少や納入時期の遅れが生じたものの、後半は緩やかな回復基調となり、主力製品である露光

装置用光源ユニット用ランプを含む産業用ランプの出荷は引き続き順調に推移しました。

以上の結果、当第３四半期連結累計期間において、売上高は前年同期比6.1％減収の21億23百万円、セグメント

利益は、１億99百万円（前年同期はセグメント損失１億33百万円）となりました。

②製造装置事業

製造装置事業につきましては、主要マーケットである中国を中心としたアジア市場の設備投資需要は緩やかに戻

りつつありますが、依然として新型コロナウイルス感染拡大による海外の営業活動をはじめ立上作業にも著しく制

限を受け、配向膜製造装置等の出荷・検収のスケジュールに遅れが生じるなど、非常に厳しい経営環境で推移しま

した。

以上の結果、当第３四半期連結累計期間において、売上高は前年同期比23.5％減収の37億49百万円、セグメント

利益は、前年同期比0.4％減の４億86百万円となりました。
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（２）財政状態に関する説明

（資産）

流動資産は、前連結会計年度末に比べ４億28百万円増加し、123億69百万円となりました。その主な要因は、

現金及び預金が23億52百万円増加した一方、受取手形及び売掛金が17億30百万円、その他に含まれる未収還付法

人税等が２億53百万円減少したことによるものであります。

固定資産は、前連結会計年度末に比べ71百万円増加し、27億40百万円となりました。その主な要因は、

投資その他の資産のその他に含まれる投資有価証券が１億36百万円増加した一方、有形固定資産のその他

に含まれる機械及び装置が50百万円減少したことによるものであります。

以上の結果、資産合計は、前連結会計年度末に比べ５億円増加(3.4％増)し、151億10百万円となりまし

た。

（負債）

流動負債は、前連結会計年度末に比べ２億29百万円増加し、19億55百万円となりました。その主な要因

は、前受金が３億87百万円増加した一方、支払手形及び買掛金が１億28百万円減少したことによるもので

あります。

固定負債は、前連結会計年度末に比べ14百万円増加し、２億76百万円となりました。その主な要因は、

長期借入金が８百万円、その他に含まれる繰延税金負債が８百万円増加したことによるものであります。

以上の結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べ２億43百万円増加(12.3％増)し、22億32百万円とな

りました。

（純資産）

純資産は、前連結会計年度末に比べ２億56百万円増加(2.0％増)し、128億77百万円となりました。その

主な要因は、親会社株主に帰属する四半期純利益が２億66百万円、その他有価証券評価差額金の増加額94

百万円があった一方、剰余金の配当が１億８百万円あったことによるものであります。

以上の結果、当第３四半期連結会計期間末における自己資本比率は、上述の資産及び負債の増加を受け、

前連結会計年度末に比べ1.2ポイント減少し、85.2％となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　第３四半期連結累計期間の業績を勘案し、2020年11月６日に公表いたしました2021年３月期通期連結業績予想を

修正いたしました。詳細につきましては、本日（2021年２月５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。
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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

(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2020年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,718,554 6,071,319

受取手形及び売掛金 4,453,017 2,722,784

電子記録債権 581,362 517,037

商品及び製品 204,925 315,834

仕掛品 1,813,160 1,706,453

原材料及び貯蔵品 726,982 859,129

前渡金 43,265 47,355

その他 399,886 130,048

貸倒引当金 △162 △150

流動資産合計 11,940,993 12,369,812

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 827,225 784,274

土地 722,733 722,733

その他（純額） 607,392 589,133

有形固定資産合計 2,157,351 2,096,142

無形固定資産

その他 27,654 22,924

無形固定資産合計 27,654 22,924

投資その他の資産

その他 527,809 665,131

貸倒引当金 △43,900 △43,926

投資その他の資産合計 483,908 621,205

固定資産合計 2,668,914 2,740,271

資産合計 14,609,908 15,110,084
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2020年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 613,400 485,120

電子記録債務 218,611 125,910

短期借入金 100,000 150,000

1年内返済予定の長期借入金 100,032 100,032

未払法人税等 20,711 103,106

賞与引当金 141,718 45,593

製品保証引当金 21,449 13,720

前受金 79,964 467,294

その他 430,167 464,532

流動負債合計 1,726,054 1,955,311

固定負債

長期借入金 206,542 215,406

その他 55,804 61,509

固定負債合計 262,346 276,915

負債合計 1,988,401 2,232,227

純資産の部

株主資本

資本金 2,133,177 2,133,177

資本剰余金 2,567,357 2,568,397

利益剰余金 8,994,084 9,151,576

自己株式 △1,176,606 △1,173,730

株主資本合計 12,518,013 12,679,420

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 103,494 198,436

その他の包括利益累計額合計 103,494 198,436

純資産合計 12,621,507 12,877,857

負債純資産合計 14,609,908 15,110,084
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（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

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年12月31日)

売上高 11,283,650 5,865,213

売上原価 8,398,310 3,841,003

売上総利益 2,885,340 2,024,210

販売費及び一般管理費 2,750,551 1,653,544

営業利益 134,789 370,666

営業外収益

受取利息 1,358 1,952

受取配当金 16,508 15,508

助成金収入 － 52,578

雑収入 18,761 14,282

営業外収益合計 36,628 84,320

営業外費用

支払利息 4,658 3,441

為替差損 12,672 6,389

シンジケートローン手数料 1,890 1,183

雑損失 6,036 84

営業外費用合計 25,257 11,098

経常利益 146,159 443,887

特別利益

固定資産売却益 152 318

特別利益合計 152 318

特別損失

新型コロナウイルス感染症による損失 － 72,110

固定資産除却損 4,151 1,296

特別損失合計 4,151 73,407

税金等調整前四半期純利益 142,160 370,798

法人税、住民税及び事業税 20,999 137,803

法人税等調整額 107,784 △33,142

法人税等合計 128,783 104,661

四半期純利益 13,376 266,137

親会社株主に帰属する四半期純利益 13,376 266,137
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四半期連結包括利益計算書

第３四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年12月31日)

四半期純利益 13,376 266,137

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 70,537 94,942

その他の包括利益合計 70,537 94,942

四半期包括利益 83,914 361,079

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 83,914 361,079

非支配株主に係る四半期包括利益 － －
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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。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年12月31日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：千円）

報告セグメント

調整額
（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２ランプ事業

製造装置
事業

人材
サービス
事業

計

売上高

　外部顧客に対する売上高 2,244,046 4,903,194 4,136,409 11,283,650 － 11,283,650

　セグメント間の内部売上高
　又は振替高

17,108 － 31,868 48,976 △48,976 －

計 2,261,155 4,903,194 4,168,277 11,332,627 △48,976 11,283,650

セグメント利益又は損失（△） △133,784 488,644 200,816 555,676 △420,886 134,789

（注）１ セグメント利益又は損失（△）の調整額△420,886千円には、セグメント間取引消去691千円、

各報告セグメントに配分していない全社費用△421,578千円が含まれております。全社費用

は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

　 ２ セグメント利益又は損失（△）の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っ

ております。

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年12月31日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：千円）

報告セグメント
調整額
（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２ランプ事業

製造装置
事業

計

売上高

　外部顧客に対する売上高 2,115,386 3,749,827 5,865,213 － 5,865,213

　セグメント間の内部売上高
　又は振替高

8,220 － 8,220 △8,220 －

計 2,123,606 3,749,827 5,873,434 △8,220 5,865,213

セグメント利益 199,876 486,818 686,695 △316,029 370,666

（注）１ セグメント利益の調整額△316,029千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であ

ります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

　 ２ セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．報告セグメントの変更等に関する事項

　前第３四半期連結会計期間において、連結子会社でありました株式会社日本技術センターの全株式を譲渡し連

結の範囲から除外したことに伴い、第１四半期連結会計期間より「人材サービス事業」セグメントを報告セグメ

ントから除外しております。
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（追加情報）

（新型コロナウイルス感染症の影響について）

新型コロナウイルスの感染拡大による影響を現時点において合理的に算定することは困難でありますが、当社

グループは外部の情報等を踏まえて、今後、2021年３月期の一定期間にわたり当該影響が継続するものと仮定

し、会計上の見積りを行っております。

　しかしながら、新型コロナウイルスの感染拡大による影響は不確定要素が多く、当社グループの財政状態、経

営成績に影響を及ぼす可能性があります。

（連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用）

当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和２年法律第８号)において創設

されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項

目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務

対応報告第39号 2020年３月31日）第３項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第28号 2018年２月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額につい

て、改正前の税法の規定に基づいております。

　


