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1. 2021年12月期第3四半期の連結業績（2021年1月1日～2021年9月30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12月期第3四半期 15,827 29.8 2,540 38.9 2,967 48.4 2,096 47.5

2020年12月期第3四半期 12,193 △12.8 1,828 △27.0 1,999 △28.8 1,421 △29.3

（注）包括利益 2021年12月期第3四半期　　3,442百万円 （199.6％） 2020年12月期第3四半期　　1,149百万円 （11.7％）

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12月期第3四半期 82.02 ―

2020年12月期第3四半期 54.63 ―

(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12月期第3四半期 55,043 49,913 87.2

2020年12月期 53,926 49,880 89.2

（参考）自己資本 2021年12月期第3四半期 47,990百万円 2020年12月期 48,120百万円

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 ― 0.00 ― 70.00 70.00

2021年12月期 ― 0.00 ―

2021年12月期（予想） 50.00 50.00

（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12月期の連結業績予想（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
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 21,000 22.7 3,500 23.0 4,000 33.0 2,800 31.2 109.52

（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、本日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。



※ 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（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無

新規 ― 社 （社名） 、 除外 ― 社 （社名）

(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12月期3Q 27,231,257 株 2020年12月期 27,231,257 株

② 期末自己株式数 2021年12月期3Q 1,987,239 株 2020年12月期 1,459,760 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年12月期3Q 25,565,366 株 2020年12月期3Q 26,021,035 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のご注意）

　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３四半期連結累計期間における世界経済は、先進国を中心にワクチン接種が進み、欧米では経済活動の制限

が段階的に緩和されるなど新型コロナウイルス感染症による影響から回復傾向となりました。中国では好調な輸出

や経済活動の活発化を背景に製造業を中心とした景気の回復が継続しておりましたが、局所的な感染再発や深刻な

電力不足などにより回復ペースはやや鈍化いたしました。また、感染が再拡大した一部の国では経済活動が制限さ

れたことや、需要の急回復に伴う材料不足によって生産活動が影響を受けるなど、先行きが不透明な状況となって

おります。

我が国の経済は、輸出を中心に堅調に推移したものの、新型コロナウイルス感染症が再拡大するなかで、断続的

に緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が発令され、依然として企業活動、経済活動が抑制される状況が継続さ

れ、国内経済の回復は一進一退となりました。

このような経営環境のなか、当社グループにおいては材料供給不足の影響があったものの、世界的な経済活動の

回復に伴う各製品の需要の改善により前年同四半期比で増収となりました。利益につきましては、売上高の増加等

により前年同四半期比で増益となりましたが、有償試作開発品の在庫金額について、販売見通しを慎重に検討し評

価額を一部保守的に見直したことが減益要因となっております。

その結果、当第３四半期連結累計期間の当社グループの売上高は15,827百万円（前年同四半期比29.8％増加）と

なりました。利益面では営業利益が売上高の増加から2,540百万円（前年同四半期比38.9％増加）となり、経常利

益は営業利益同様、売上高の増加と為替差益の影響から2,967百万円（前年同四半期比48.4％増加）、親会社株主

に帰属する四半期純利益は2,096百万円（前年同四半期比47.5％増加）となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第３四半期連結会計期間末における流動資産は、前連結会計年度末に比べ829百万円増加し43,687百万円とな

りました。その主な要因は、売上高の増加などにより受取手形及び売掛金が378百万円増加したことなどによりま

す。

固定資産は、前連結会計年度末に比べ287百万円増加し11,355百万円となりました。その主な要因は、設備の取

得により有形固定資産が増加したことや株価の上昇により投資有価証券が増加したことなどによります。

負債合計は、前連結会計年度末に比べ1,083百万円増加し5,129百万円となりました。その主な要因は、支払手形

及び買掛金が751百万円増加したことなどによります。

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ33百万円増加し49,913百万円となりました。その主な要因は、自己株式

が取得により1,497百万円増加、為替換算調整勘定が1,007百万円増加したことなどによります。

当第３四半期連結累計期間の連結キャッシュ・フローの状況は以下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、税金等調整前四半期純利益2,963百万円や仕入債務の増加

853百万円などのキャッシュ増加要因がありましたが、売上債権の増加411百万円、法人税等の支払額519百万円な

どのキャッシュ減少要因により3,291百万円の収入（前年同四半期2,011百万円の収入）となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、定期預金の預入などによる純額1,456百万円、有形固定資

産の取得による1,075百万円の支出などにより2,563百万円の支出（前年同四半期139百万円の収入）となりまし

た。

財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、当社による配当金の支払1,803百万円、自己株式の取得に

よる1,497百万円の支出などにより3,911百万円の支出（前年同四半期3,795百万円の支出）となりました。

以上の項目に換算差額を調整した結果、当第３四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は3,002百万

円減少し18,603百万円（前年同四半期20,933百万円）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

2021年12月期の連結業績予想につきましては、2021年11月５日（本日）に公表いたしました「業績予想の修正に

関するお知らせ」をご覧ください。なお、業績予想につきましては、当社が現時点で入手可能な情報に基づいて判

断したものであり、様々な不確定要素や今後の業況等により、実際の業績とは異なる場合があります。
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(2020年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 32,873 32,293

受取手形及び売掛金 3,201 3,580

電子記録債権 1,711 1,802

たな卸資産 4,713 5,006

預け金 - 502

その他 358 502

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 42,857 43,687

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 4,235 4,068

機械装置及び運搬具（純額） 2,221 2,437

土地 3,153 3,153

建設仮勘定 102 137

その他（純額） 144 140

有形固定資産合計 9,858 9,938

無形固定資産

土地使用権 365 379

その他 28 20

無形固定資産合計 393 399

投資その他の資産

投資有価証券 692 793

繰延税金資産 91 103

その他 115 209

貸倒引当金 △82 △88

投資その他の資産合計 816 1,017

固定資産合計 11,068 11,355

資産合計 53,926 55,043

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：百万円）

前連結会計年度
(2020年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,523 2,274

設備関係支払手形 415 249

電子記録債務 842 1,005

未払金 277 379

未払法人税等 245 483

賞与引当金 15 91

役員賞与引当金 17 29

その他 382 282

流動負債合計 3,719 4,797

固定負債

退職給付に係る負債 265 274

その他 61 58

固定負債合計 327 332

負債合計 4,046 5,129

純資産の部

株主資本

資本金 10,994 10,994

資本剰余金 13,319 13,319

利益剰余金 26,455 26,748

自己株式 △3,384 △4,882

株主資本合計 47,384 46,179

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △169 △99

為替換算調整勘定 797 1,804

退職給付に係る調整累計額 108 105

その他の包括利益累計額合計 736 1,810

非支配株主持分 1,759 1,923

純資産合計 49,880 49,913

負債純資産合計 53,926 55,043
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（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間
(自　2020年１月１日
　至　2020年９月30日)

 当第３四半期連結累計期間
(自　2021年１月１日
　至　2021年９月30日)

売上高 12,193 15,827

売上原価 8,804 11,393

売上総利益 3,388 4,434

販売費及び一般管理費 1,559 1,893

営業利益 1,828 2,540

営業外収益

受取利息 199 179

受取配当金 18 15

為替差益 - 164

受取地代家賃 105 106

その他 14 13

営業外収益合計 337 479

営業外費用

為替差損 111 -

賃貸収入原価 55 52

その他 0 0

営業外費用合計 166 52

経常利益 1,999 2,967

特別利益

固定資産売却益 3 -

投資有価証券売却益 216 -

補助金収入 - 100

特別利益合計 219 100

特別損失

固定資産除却損 19 8

固定資産圧縮損 - 90

特別退職金 - 5

新型コロナウイルス感染症による損失 74 -

特別損失合計 94 104

税金等調整前四半期純利益 2,125 2,963

法人税、住民税及び事業税 625 790

法人税等調整額 △11 △40

法人税等合計 613 750

四半期純利益 1,511 2,213

非支配株主に帰属する四半期純利益 90 116

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,421 2,096

（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）
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（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間
(自　2020年１月１日
　至　2020年９月30日)

 当第３四半期連結累計期間
(自　2021年１月１日
　至　2021年９月30日)

四半期純利益 1,511 2,213

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △204 70

為替換算調整勘定 △154 1,162

退職給付に係る調整額 △3 △3

その他の包括利益合計 △362 1,229

四半期包括利益 1,149 3,442

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,075 3,171

非支配株主に係る四半期包括利益 73 271

（四半期連結包括利益計算書）

（第３四半期連結累計期間）
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（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間
(自　2020年１月１日
　至　2020年９月30日)

 当第３四半期連結累計期間
(自　2021年１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 2,125 2,963

減価償却費 713 852

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3 6

賞与引当金の増減額（△は減少） 58 76

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △10 12

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 10 5

受取利息及び受取配当金 △217 △195

為替差損益（△は益） 66 △96

投資有価証券売却損益（△は益） △216 -

固定資産売却損益（△は益） △3 -

固定資産除却損 19 8

補助金収入 - △100

固定資産圧縮損 - 90

特別退職金 - 5

新型コロナウイルス感染症による損失 74 -

売上債権の増減額（△は増加） 575 △411

たな卸資産の増減額（△は増加） △235 △190

仕入債務の増減額（△は減少） △69 853

その他 △140 △231

小計 2,748 3,649

利息及び配当金の受取額 140 93

補助金の受取額 - 100

特別退職金の支払額 - △32

新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 △74 -

法人税等の支払額 △802 △519

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,011 3,291

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △5,725 △7,366

定期預金の払戻による収入 6,100 5,909

有形固定資産の取得による支出 △474 △1,075

有形固定資産の売却による収入 42 4

無形固定資産の取得による支出 △6 △6

投資有価証券の売却による収入 239 -

その他 △36 △30

投資活動によるキャッシュ・フロー 139 △2,563

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出 △1,841 △1,497

自己株式取得のための預け金の増減額（△は増

加）
- △502

配当金の支払額 △1,866 △1,803

非支配株主への配当金の支払額 △87 △106

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,795 △3,911

現金及び現金同等物に係る換算差額 △38 180

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,683 △3,002

現金及び現金同等物の期首残高 22,617 21,606

現金及び現金同等物の四半期末残高 20,933 18,603

（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）

当社は、2021年５月７日開催の取締役会決議に基づき、自己株式527,200株の取得を行いました。この結果、当

第３四半期連結累計期間において単元未満株式の買取を含め自己株式が1,497百万円増加し、当第３四半期連結会

計期間末において自己株式が4,882百万円となっております。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前第３四半期連結累計期間（自　2020年１月１日　至　2020年９月30日）

当社グループは、電子部品及びその関連製品の研究開発、製造並びに販売を主たる目的とした単一事業であるた

め、セグメントの記載を省略しております。

当第３四半期連結累計期間（自　2021年１月１日　至　2021年９月30日）

当社グループは、電子部品及びその関連製品の研究開発、製造並びに販売を主たる目的とした単一事業であるた

め、セグメントの記載を省略しております。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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