
　
2022年６月期  第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

2022年１月31日

上場会社名 レーザーテック株式会社 上場取引所  東

コード番号 6920 ＵＲＬ  https://www.lasertec.co.jp/

代表者 （役職名）代表取締役社長 （氏名）岡林　理

問合せ先責任者 （役職名）常務取締役 （氏名）内山　秀 ＴＥＬ  045-478-7111

四半期報告書提出予定日 2022年２月９日 配当支払開始予定日 2022年３月４日

四半期決算補足説明資料作成の有無： 有
　
四半期決算説明会開催の有無      ： 有 （アナリスト・機関投資家向け）
　

（百万円未満切捨て）

（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２四半期 36,929 14.6 12,803 6.2 13,122 11.0 9,735 16.4

2021年６月期第２四半期 32,231 61.6 12,056 50.9 11,823 48.8 8,362 49.5

（注）包括利益 2022年６月期第２四半期 9,082百万円（7.2％） 2021年６月期第２四半期 8,474百万円（48.5％）

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２四半期 107.96 107.87

2021年６月期第２四半期 92.73 92.65

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２四半期 145,048 59,388 40.9 658.31

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２四半期 59,366百万円 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 － 32.00

2022年６月期（予想） － 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２四半期の連結業績（2021年７月１日～2021年12月31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２Ｑ 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２Ｑ 4,105,696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２Ｑ 90,179,021株 2021年６月期２Ｑ 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。

当社は、2022年２月１日（火）に機関投資家及びアナリスト向けの第２四半期決算説明会を開催する予定です。こ

の説明会で配布する決算説明資料については、開催にあわせて当社ウェブサイトに掲載する予定です。
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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２四半期連結累計期間における世界経済は、新型コロナウイルスの変異株による感染の再拡大が重しとなっ

たものの、経済・社会活動の正常化が進みました。一方で急回復した需要に対する供給不足やサステナブルな社会

への移行に伴うエネルギー需給の不均衡などにより、欧米を中心としてインフレが進み、広範な品目で物価が不安

定に推移しました。その他に米中摩擦激化による悪影響などもリスク要因として懸念されますが、概ね2022年にか

けて経済の回復基調は続くと見込まれています。

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

ートワーク及びオンライン会議などクラウドサービスの拡がりによるＰＣ並びにデータセンター向けの半導体需要

が堅調に推移しました。特に最先端の半導体に対する需要が強く、ロジック・メモリデバイスメーカーはＥＵＶ

（極端紫外線）リソグラフィを用いた既存の半導体製造工程の能力増強と、更に微細化を進めた次世代製造工程へ

の投資を積極的に行っています。

当第２四半期連結累計期間の売上高につきましては369億29百万円（前年同期比14.6％増）となりました。

品目別に見ますと、半導体関連装置が302億77百万円（前年同期比10.4％増）、その他が13億５百万円（前年同

期比7.4％減）、サービスが53億46百万円（前年同期比57.5％増）となりました。

連結損益につきましては、営業利益が128億３百万円（前年同期比6.2％増）、経常利益が131億22百万円（前年

同期比11.0％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益が97億35百万円（前年同期比16.4％増）となりました。

（２）財政状態に関する説明

①財政状態

当第２四半期連結会計期間末における総資産は1,450億48百万円となり、前連結会計年度末に比べ263億22百万円

増加いたしました。これは主に、現金及び預金が89億48百万円減少したものの、仕掛品が239億69百万円、未収入

金が60億21百万円、無形固定資産が36億43百万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２四半期連結会計期間末残高は856億59百万円となり、前連結会計年度末に比べ221億

22百万円増加いたしました。これは主に、前受金が100億49百万円、買掛金が69億82百万円、有償支給取引に係る

負債が42億74百万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593億88百万円となり、また自己資本

比率は40.9％となりました。

②キャッシュ・フロー

当第２四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89億48百万円減少し、

189億１百万円となりました。当第２四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、19億３百万円の支出（前年同期比44.5％減）となりまし

た。これは主に、棚卸資産の増加額265億81百万円などの支出要因が、税金等調整前四半期純利益131億22百万円、

前受金の増加額94億23百万円などの収入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、25億87百万円の支出（前年同期比20.6％減）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24億13百万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、49億62百万円の支出（前年同期比103.6％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。
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2021年６月30日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 27,918,181 18,969,650

受取手形及び売掛金 7,892,827 8,225,418

仕掛品 48,712,386 72,682,367

原材料及び貯蔵品 5,176,243 7,828,258

未収入金 8,171,465 14,192,538

その他 3,869,169 3,906,838

貸倒引当金 △14,375 △18,863

流動資産合計 101,725,897 125,786,208

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,268,298 2,402,966

機械装置及び運搬具（純額） 2,711,076 2,138,138

工具、器具及び備品（純額） 543,861 578,278

リース資産（純額） 22,971 20,617

土地 4,254,773 4,254,773

建設仮勘定 117,799 56,291

有形固定資産合計 9,918,782 9,451,066

無形固定資産 3,070,200 6,713,392

投資その他の資産

投資有価証券 2,006,501 1,272,987

繰延税金資産 1,768,066 1,555,044

その他 235,936 269,450

投資その他の資産合計 4,010,504 3,097,481

固定資産合計 16,999,487 19,261,940

資産合計 118,725,385 145,048,149

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２四半期連結会計期間
(2021年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 6,484,833 13,467,513

未払法人税等 4,701,896 2,999,737

前受金 41,205,231 51,254,413

繰延収益 1,749,535 2,178,714

賞与引当金 － 319,626

役員賞与引当金 630,651 322,300

有償支給取引に係る負債 6,067,332 10,341,682

その他 2,144,963 4,195,236

流動負債合計 62,984,443 85,079,225

固定負債

退職給付に係る負債 292,404 323,191

資産除去債務 219,206 219,273

その他 41,021 38,254

固定負債合計 552,632 580,719

負債合計 63,537,075 85,659,944

純資産の部

株主資本

資本金 931,000 931,000

資本剰余金 1,080,360 1,156,783

利益剰余金 53,026,001 57,801,921

自己株式 △977,713 △977,049

株主資本合計 54,059,648 58,912,655

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,262,062 795,899

為替換算調整勘定 △154,898 △341,848

その他の包括利益累計額合計 1,107,163 454,050

新株予約権 21,498 21,498

純資産合計 55,188,309 59,388,205

負債純資産合計 118,725,385 145,048,149
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自　2020年７月１日
　至　2020年12月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2021年７月１日

　至　2021年12月31日)

売上高 32,231,338 36,929,678

売上原価 15,563,699 17,301,676

売上総利益 16,667,638 19,628,002

販売費及び一般管理費 4,610,647 6,824,339

営業利益 12,056,990 12,803,663

営業外収益

受取利息 1,952 2,458

受取配当金 4,697 7,309

投資有価証券売却益 － 235,501

為替差益 － 66,151

その他 5,068 8,339

営業外収益合計 11,718 319,759

営業外費用

為替差損 244,647 －

その他 124 678

営業外費用合計 244,771 678

経常利益 11,823,936 13,122,744

税金等調整前四半期純利益 11,823,936 13,122,744

法人税、住民税及び事業税 3,379,384 2,968,700

法人税等調整額 82,500 418,338

法人税等合計 3,461,884 3,387,039

四半期純利益 8,362,052 9,735,705

親会社株主に帰属する四半期純利益 8,362,052 9,735,705

（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２四半期連結累計期間）
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自　2020年７月１日
　至　2020年12月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2021年７月１日

　至　2021年12月31日)

四半期純利益 8,362,052 9,735,705

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 93,740 △466,162

為替換算調整勘定 18,276 △186,949

その他の包括利益合計 112,016 △653,112

四半期包括利益 8,474,068 9,082,592

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 8,474,068 9,082,592

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２四半期連結累計期間）

- 6 -

レーザーテック㈱（6920）2022年６月期　第２四半期決算短信



（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自　2020年７月１日
　至　2020年12月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2021年７月１日

　至　2021年12月31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 11,823,936 13,122,744

減価償却費 568,876 1,710,031

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,841 4,459

賞与引当金の増減額（△は減少） 144,124 310,586

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △73,600 △308,351

製品保証引当金の増減額（△は減少） △23,944 －

品質補償引当金の増減額（△は減少） △92,920 －

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 4,866 30,505

受取利息及び受取配当金 △6,650 △9,767

投資有価証券売却損益（△は益） － △235,501

為替差損益（△は益） 312,736 △117,411

売上債権の増減額（△は増加） △2,345,621 △299,065

棚卸資産の増減額（△は増加） △8,844,891 △26,581,227

仕入債務の増減額（△は減少） △1,605,994 5,241,832

前受金の増減額（△は減少） 2,143,813 9,423,260

その他 △982,315 476,451

小計 1,026,257 2,768,547

利息及び配当金の受取額 6,487 9,404

法人税等の支払額 △4,464,769 △4,681,917

営業活動によるキャッシュ・フロー △3,432,024 △1,903,965

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 △516,652 △305,250

無形固定資産の取得による支出 △2,743,644 △2,413,166

投資有価証券の売却による収入 － 300,106

差入保証金の差入による支出 － △19,616

その他 － △150,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,260,297 △2,587,927

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 △2,170 △2,548

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,436,974 △4,962,334

現金及び現金同等物に係る換算差額 △339,094 506,046

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △9,468,390 △8,948,180

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 15,192,002 18,901,540

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

- 7 -

レーザーテック㈱（6920）2022年６月期　第２四半期決算短信



（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２四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２四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２四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1,109千円は、「営業外収益」の「その他」5,068千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 34,962,691 71,342,085 104.1

品 その他 1,622,482 1,008,821 △37.8

小計 36,585,174 72,350,906 97.8

サービス 3,395,796 5,346,715 57.5

合計 39,980,970 77,697,621 94.3

３．補足情報

（１）品目別生産実績

　　　　 第２四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 54,872,913 172,876,411 215.0 115,273,905 275,590,944 139.1

品 その他 353,440 543,685 53.8 2,881,550 398,387 △86.2

小計 55,226,353 173,420,096 214.0 118,155,456 275,989,331 133.6

サービス 3,303,074 5,461,858 65.4 1,306,212 1,782,308 36.4

合計 58,529,427 178,881,954 205.6 119,461,668 277,771,639 132.5

（２）品目別受注高及び受注残高

 　　　　第２四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 27,425,808 30,277,326 10.4

品 その他 1,409,732 1,305,636 △7.4

小計 28,835,541 31,582,963 9.5

サービス 3,395,796 5,346,715 57.5

合計 32,231,338 36,929,678 14.6

（３）品目別販売実績

 　　　　第２四半期連結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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