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（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 ％

2022年６月期第１四半期 9,110 △30.8 2,019 △55.4 2,144 △51.2 1,567 △50.5

2021年６月期第１四半期 13,165 137.5 4,529 216.8 4,392 220.0 3,165 218.7

（注）包括利益 2022年６月期第１四半期 1,085百万円 （△66.1％) 2021年６月期第１四半期 3,204百万円 （231.1％）

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

2022年６月期第１四半期 17.39 17.37

2021年６月期第１四半期 35.10 35.07

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

2022年６月期第１四半期 132,579 51,314 38.7 568.80

2021年６月期 118,725 55,188 46.5 611.76

（参考）自己資本 2022年６月期第１四半期 51,292百万円 2021年６月期 55,166百万円

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
2021年６月期 － 20.00 － 55.00 75.00
2022年６月期 －
2022年６月期（予想） 32.00 － 50.00 82.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

（％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 83,000 18.2 27,000 3.6 27,000 2.1 21,000 9.1 232.87

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無

１．2022年６月期第１四半期の連結業績（2021年７月１日～2021年９月30日）

（２）連結財政状態

２．配当の状況

３．2022年６月期の連結業績予想（2021年７月１日～2022年６月30日）



（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

（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

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

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 2022年６月期１Ｑ 94,286,400株 2021年６月期 94,286,400株

②  期末自己株式数 2022年６月期１Ｑ 4,108,486株 2021年６月期 4,108,486株

③  期中平均株式数（四半期累計） 2022年６月期１Ｑ 90,177,914株 2021年６月期１Ｑ 90,177,914株

※  注記事項

新規  －社  （社名）－、除外  －社  （社名）－

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（注）詳細は、添付資料Ｐ.８「２．四半期連結財務諸表及び主な注記（４）四半期連結財務諸表に関する注記事

項（会計方針の変更）」をご覧ください。

（４）発行済株式数（普通株式）

※  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、実際の業績等は様々な要因によって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１四半期連結累計期間における世界経済は、新型コロナウイルス感染症が再燃する中でも回復基調となりま

した。一方で、継続する米中間での貿易と技術に関する緊張関係の高まり、半導体やエネルギー資源の供給不足に

よるインフレ圧力などで、先行きには不確実性が伴っております。

当社グループの主要販売先である半導体業界では、５Ｇのスマートフォンをはじめとする通信機器のほか、リモ

ートワークやオンライン会議などの拡がりによるＰＣ並びにデータセンター向けの最先端半導体の需要が堅調に推

移しました。こうした需要増に応えるためにロジック・メモリデバイスメーカーは積極的な投資を継続し、最先端

のＥＵＶ（極端紫外線）リソグラフィを用いた半導体製造工程の導入を加速しており、当社の四半期受注高は

1,083億７百万円と過去最高額を更新しました。

当第１四半期連結累計期間の売上高につきましては91億10百万円（前年同期比30.8％減少）となりました。

品目別に見ますと、半導体関連装置が66億24百万円（前年同期比40.1％減少）、その他が１億46百万円（前年同

期比72.0％減少）、サービスが23億39百万円（前年同期比47.3％増加）となりました。

連結損益につきましては、営業利益が20億19百万円（前年同期比55.4％減少）、経常利益が21億44百万円（前年

同期比51.2％減少）、親会社株主に帰属する四半期純利益が15億67百万円（前年同期比50.5％減少）となりまし

た。

（２）財政状態に関する説明

①財政状態

当第１四半期連結会計期間末における総資産は1,325億79百万円となり、前連結会計年度末に比べ138億53百万円

増加いたしました。これは主に、現金及び預金が47億16百万円減少したものの、仕掛品が142億28百万円、無形固

定資産が40億37百万円増加したことによるものであります。

負債につきましては、当第１四半期連結会計期間末残高は812億64百万円となり、前連結会計年度末に比べ177億

27百万円増加いたしました。これは主に、前受金が154億59百万円増加したことによるものであります。

株主資本にその他の包括利益累計額及び新株予約権を加えた純資産合計は513億14百万円となり、また自己資本

比率は38.7％となりました。

②キャッシュ・フロー

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ47億14百万円減少し、

231億35百万円となりました。当第１四半期連結累計期間におけるキャッシュ・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・フローにつきましては、27億43百万円の収入（前年同期は57億44百万円の支出）と

なりました。これは主に、前受金の増加額152億63百万円、売上債権の減少額24億97百万円などの収入要因が、棚

卸資産の増加額151億29百万円などの支出要因を上回ったことによるものであります。

投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、26億91百万円の支出（前年同期比825.4％増）となりまし

た。これは主に、無形固定資産の取得による支出23億62百万円などによるものであります。

財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、49億61百万円の支出（前年同期比103.7％増）となりまし

た。これは主に、配当金の支払額49億59百万円などによるものであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2022年６月期業績予想につきましては、2021年８月６日に公表した予想から変更はありません。

- 2 -

レーザーテック㈱（6920）2022年６月期　第１四半期決算短信



（単位：千円）

前連結会計年度
(2021年６月30日)

当第１四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 27,918,181 23,201,698

受取手形及び売掛金 7,892,827 5,400,134

仕掛品 48,712,386 62,940,552

原材料及び貯蔵品 5,176,243 6,084,312

未収入金 8,171,465 11,298,058

その他 3,869,169 3,456,774

貸倒引当金 △14,375 △14,799

流動資産合計 101,725,897 112,366,732

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,268,298 2,270,041

機械装置及び運搬具（純額） 2,711,076 2,385,716

工具、器具及び備品（純額） 543,861 588,508

リース資産（純額） 22,971 21,794

土地 4,254,773 4,254,773

建設仮勘定 117,799 141,700

有形固定資産合計 9,918,782 9,662,535

無形固定資産 3,070,200 7,107,427

投資その他の資産

投資有価証券 2,006,501 1,504,327

繰延税金資産 1,768,066 1,709,245

その他 235,936 228,771

投資その他の資産合計 4,010,504 3,442,344

固定資産合計 16,999,487 20,212,307

資産合計 118,725,385 132,579,040

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：千円）

前連結会計年度
(2021年６月30日)

当第１四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 6,484,833 8,286,766

未払法人税等 4,701,896 581,835

前受金 41,205,231 56,664,328

繰延収益 1,749,535 1,374,477

賞与引当金 － 604,253

役員賞与引当金 630,651 61,600

有償支給取引に係る負債 6,067,332 9,021,725

その他 2,144,963 4,093,671

流動負債合計 62,984,443 80,688,657

固定負債

退職給付に係る負債 292,404 317,201

資産除去債務 219,206 219,239

その他 41,021 39,529

固定負債合計 552,632 575,970

負債合計 63,537,075 81,264,628

純資産の部

株主資本

資本金 931,000 931,000

資本剰余金 1,080,360 1,080,360

利益剰余金 53,026,001 49,634,165

自己株式 △977,713 △977,713

株主資本合計 54,059,648 50,667,811

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,262,062 912,097

為替換算調整勘定 △154,898 △286,994

その他の包括利益累計額合計 1,107,163 625,102

新株予約権 21,498 21,498

純資産合計 55,188,309 51,314,412

負債純資産合計 118,725,385 132,579,040

- 4 -

レーザーテック㈱（6920）2022年６月期　第１四半期決算短信



（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自　2020年７月１日
　至　2020年９月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　2021年７月１日

　至　2021年９月30日)

売上高 13,165,961 9,110,525

売上原価 6,314,836 3,769,041

売上総利益 6,851,124 5,341,484

販売費及び一般管理費 2,321,180 3,322,102

営業利益 4,529,943 2,019,381

営業外収益

受取利息 1,323 1,070

為替差益 － 120,326

その他 961 4,300

営業外収益合計 2,285 125,697

営業外費用

為替差損 139,418 －

その他 0 171

営業外費用合計 139,418 171

経常利益 4,392,810 2,144,908

税金等調整前四半期純利益 4,392,810 2,144,908

法人税、住民税及び事業税 1,297,213 365,687

法人税等調整額 △69,959 211,272

法人税等合計 1,227,253 576,959

四半期純利益 3,165,557 1,567,948

親会社株主に帰属する四半期純利益 3,165,557 1,567,948

（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１四半期連結累計期間）
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（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自　2020年７月１日
　至　2020年９月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　2021年７月１日

　至　2021年９月30日)

四半期純利益 3,165,557 1,567,948

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 45,467 △349,965

為替換算調整勘定 △6,288 △132,095

その他の包括利益合計 39,179 △482,061

四半期包括利益 3,204,736 1,085,887

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 3,204,736 1,085,887

非支配株主に係る四半期包括利益 － －

（四半期連結包括利益計算書）

（第１四半期連結累計期間）
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（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自　2020年７月１日
　至　2020年９月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　2021年７月１日

　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 4,392,810 2,144,908

減価償却費 213,103 848,402

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,969 435

賞与引当金の増減額（△は減少） 711,491 602,163

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △362,700 △569,051

製品保証引当金の増減額（△は減少） △14,694 －

品質補償引当金の増減額（△は減少） △47,628 －

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 6,935 24,829

受取利息及び受取配当金 △1,323 △1,070

為替差損益（△は益） 175,101 △137,264

売上債権の増減額（△は増加） △867,823 2,497,395

棚卸資産の増減額（△は増加） △4,459,669 △15,129,718

仕入債務の増減額（△は減少） △1,248,244 △1,331,600

前受金の増減額（△は減少） 475,983 15,263,019

その他 △485,501 2,811,209

小計 △1,510,190 7,023,659

利息及び配当金の受取額 1,278 916

法人税等の支払額 △4,235,468 △4,281,059

営業活動によるキャッシュ・フロー △5,744,380 2,743,516

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 △234,395 △162,742

無形固定資産の取得による支出 △56,457 △2,362,870

差入保証金の差入による支出 － △15,877

その他 － △150,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △290,853 △2,691,490

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △2,434,803 △4,959,785

その他 △1,085 △1,274

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,435,889 △4,961,059

現金及び現金同等物に係る換算差額 △185,992 194,720

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △8,657,115 △4,714,313

現金及び現金同等物の期首残高 24,660,393 27,849,721

現金及び現金同等物の四半期末残高 16,003,278 23,135,408

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
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（４）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等の適用）

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号  2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を当第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会

計基準」（企業会計基準第10号  2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計

基準等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。なお、四半期連結財務諸表

に与える影響はありません。

（追加情報）

（表示方法の変更）

（四半期連結損益計算書）

　前第１四半期連結累計期間において独立掲記しておりました「営業外収益」の「固定資産賃貸料」は重要性

が乏しいため、前連結会計年度より「営業外収益」の「その他」に含めて表示しております。この表示方法の

変更を反映させるため、前第１四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表の組替えを行っております。

　この結果、前第１四半期連結累計期間の四半期連結損益計算書において、「営業外収益」の「固定資産賃貸

料」に表示していた551千円は、「営業外収益」の「その他」961千円として組替えております。
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品　　　　　目 前　　　期 当　　　期 対前年同四半期増減率

　　　　　　　　千円 　　　　　　　　千円 　　　　　　　　　％

製 半導体関連装置 14,713,223 30,743,025 108.9

品 その他 503,198 655,792 30.3

小計 15,216,421 31,398,817 106.3

サービス 1,588,305 2,339,138 47.3

合計 16,804,727 33,737,955 100.8

３．補足情報

（１）品目別生産実績

　　　　 第１四半期連結累計期間における生産実績を品目ごとに示すと、次のとおりであります。

 　　（注）金額は販売価格で表示しております。

品　　　　　　目

受　　　注　　　高 受　　注　　残　　高

前  期 当  期

対前年

同四半期

増減率

前  期 当  期

対前年

同四半期

増減率

千円 千円 ％ 千円 千円 ％

製 半導体関連装置 22,884,157 105,630,107 361.6 99,656,754 231,997,305 132.8

品 その他 184,678 223,288 20.9 3,599,070 1,236,901 △65.6

小計 23,068,836 105,853,395 358.9 103,255,824 233,234,206 125.9

サービス 1,301,108 2,454,004 88.6 1,111,737 1,782,031 60.3

合計 24,369,944 108,307,399 344.4 104,367,562 235,016,237 125.2

（２）品目別受注高及び受注残高

 　　　　第１四半期連結累計期間における受注状況を品目ごとに示すと、次のとおりであります。

 　　（注）１．金額は販売価格で表示しております。

 　　　　　２．受注高には受注取消・変更等による調整額が含まれております。

品　　　　　　目 前　　　　期 当　　　　期 対前年同四半期増減率

千円 千円 ％

製 半導体関連装置 11,054,204 6,624,662 △40.1

品 その他 523,451 146,725 △72.0

小計 11,577,656 6,771,387 △41.5

サービス 1,588,305 2,339,138 47.3

合計 13,165,961 9,110,525 △30.8

（３）品目別販売実績

 　　　　第１四半期累計期間における販売実績を品目ごとに示すと、次のとおりであります。
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