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（百万円未満切捨て） 

１．2022年３月期第２四半期の連結業績（2021年４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 ％ 

2022年３月期第２四半期 3,029    4.1 △31  － 0  － △5  － 

2021年３月期第２四半期 2,909 7.2 △211  － △215  － △394  － 

（注）包括利益 2022年３月期第２四半期 39百万円（－） 2021年３月期第２四半期 △409百万円（－） 

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３月期第２四半期 △0.64 － 

2021年３月期第２四半期 △49.85 － 

(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 ％ 

2022年３月期第２四半期 19,296 10,432 54.1 

2021年３月期 15,913 10,392 65.3 

（参考）自己資本 2022年３月期第２四半期 10,432百万円 2021年３月期 10,392百万円 

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 

2021年３月期 － 0.00 － 0.00 0.00 

2022年３月期 － 0.00 

2022年３月期（予想） － 0.00 0.00 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無：無 

３．2022年３月期の連結業績予想（2021年４月１日～2022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 6,000 △4.9 △250 － △210 － △224 － △28.32

（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（連結範囲に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      ：有 

②①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） 2022年３月期２Ｑ 9,152,400株 2021年３月期 9,152,400株 

  ②期末自己株式数 2022年３月期２Ｑ 1,242,116株 2021年３月期 1,242,116株 

  ③期中平均株式数（四半期累計） 2022年３月期２Ｑ 7,910,284株 2021年３月期２Ｑ 7,910,284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、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。業績予想に関する事項に

ついては、四半期決算短信（添付資料）Ｐ.２「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。 

・決算補足説明資料は、2021年11月８日(月)に当社ホームページに掲載いたします。 
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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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症に対するワクチン普及により、

海外経済活動の回復に伴う輸出の増加など基調としては持ち直しつつあるものの、変異株拡大によるサプライ

チェーンの混乱や半導体の供給不足が継続するなど依然として先行きは不透明な状況が続いております。 

 このような環境の中、当社グループを取り巻く事業環境は、当社の主力製品が関連するスマートフォンや自動

車市場において半導体供給不足の影響により取引先毎の生産動向には強弱があり、中国子会社がその影響を大き

く受けた一方、国内においてはその影響が軽微であったことから概ね堅調に推移いたしました。 

 この結果、売上高は3,029百万円（前年同期比4.1％増）となりました。損益につきましては、経費削減などの

収益改善対策に効果が見られたことから、営業損失は31百万円（前年同期は211百万円の営業損失）、経常利益は

0百万円（前年同期は215百万円の経常損失）となりました。親会社株主に帰属する四半期純損失は、前年同期に

特別損失に計上した減損損失がなくなったことから5百万円（前年同期は394百万円の親会社株主に帰属する四半

期純損失）となりました。 

 

 製品・サービス別の状況は、次のとおりであります。なお、当社グループは、成膜加工関連事業の単一セグメ

ントであるため、製品・サービスの種類別に記載しております。また、第１四半期連結会計期間より製品・サー

ビスの区分を変更しており、当第２四半期連結累計期間の比較・分析は、変更後の区分に基づいて記載しており

ます。 

（ディスプレイ） 

 液晶パネル用帯電防止膜やタッチパネル用透明導電膜は、自動車向けでメーターパネルやその他表示器機のフ

ラットパネル化が進んでいることから受注は堅調に推移いたしました。一方、スマートフォン向けは液晶パネル

需要減速の影響から引き続き厳しい状況で推移いたしました。 

 この結果、売上高は1,470百万円（前年同期比3.1％増）となりました。 

（モビリティ） 

 モビリティ向け薄膜製品は、半導体供給不足の影響が軽微であったことからカバーパネル用反射防止・防汚膜

やg.mothフイルムの受注は堅調に推移いたしました。 

 この結果、売上高は753百万円（前年同期比7.7％増）となりました。 

（半導体・電子部品） 

 半導体・電子部品向け薄膜製品は、エネルギーデバイス、電子部品、光学デバイス向けで受注は好調に推移い

たしました。また、半導体向けについても試作対応を中心に受注は安定的に推移いたしました。 

 この結果、売上高は521百万円（前年同期比40.1％増）となりました。 

（その他） 

 その他につきましては、成膜関連の商品販売において、半導体供給不足による生産調整の影響から成膜加工部

材の販売額が大幅に減少いたしました。 

 この結果、売上高は283百万円（前年同期比31.0％減）となりました。 

 

（２）財政状態に関する説明 

 当第２四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ3,382百万円増加し、19,296百万円となり

ました。これは主に、流動資産では現金及び預金が606百万円、受取手形、売掛金及び契約資産が1,873百万円増

加したこと、固定資産では有形固定資産が460百万円増加したことなどによるものであります。 

 負債合計は、前連結会計年度末に比べ3,343百万円増加し、8,863百万円となりました。これは主に、流動負債

では支払手形及び買掛金が2,472百万円増加したこと、固定負債では長期借入金が508百万円増加したことなどに

よるものであります。 

 純資産合計は、前連結会計年度末に比べ39百万円増加し、10,432百万円となりました。これは主に、為替換算

調整勘定が39百万円増加したこと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３月期通期の連結業績予想につきましては、2021年５月14日公表の業績予想を修正しております。詳細

につきましては、本日別途公表の「2022年３月期第２四半期連結業績予想と実績値との差異及び通期連結業績予

想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,127,880 6,734,399

受取手形及び売掛金 4,139,239 －

受取手形、売掛金及び契約資産 － 6,012,593

有価証券 － 300,000

商品及び製品 34,251 27,518

仕掛品 215,024 166,289

原材料及び貯蔵品 1,077,224 970,834

その他 117,545 674,246

貸倒引当金 △422 △385

流動資産合計 11,710,744 14,885,496

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 243,500 273,753

機械装置及び運搬具（純額） 315,398 409,017

土地 1,084,198 1,084,198

その他（純額） 188,407 524,956

有形固定資産合計 1,831,504 2,291,926

無形固定資産 24,822 61,718

投資その他の資産

投資有価証券 1,650,773 1,364,152

その他 696,355 693,847

貸倒引当金 △1,005 △1,005

投資その他の資産合計 2,346,123 2,056,994

固定資産合計 4,202,450 4,410,639

資産合計 15,913,195 19,296,136

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３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,771,835 5,244,416

１年内返済予定の長期借入金 489,500 689,088

未払法人税等 39,619 47,941

賞与引当金 130,178 129,342

その他 568,979 709,995

流動負債合計 4,000,113 6,820,784

固定負債

長期借入金 1,302,081 1,810,317

役員退職慰労引当金 5,100 5,100

退職給付に係る負債 187,349 202,085

その他 25,577 25,641

固定負債合計 1,520,108 2,043,144

負債合計 5,520,221 8,863,928

純資産の部

株主資本

資本金 4,043,850 4,043,850

資本剰余金 8,297,350 8,297,350

利益剰余金 △915,957 △921,004

自己株式 △1,311,155 △1,311,155

株主資本合計 10,114,087 10,109,040

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 41,958 60,100

為替換算調整勘定 183,273 222,524

退職給付に係る調整累計額 53,654 40,541

その他の包括利益累計額合計 278,886 323,167

純資産合計 10,392,973 10,432,207

負債純資産合計 15,913,195 19,296,136
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日
　至　2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年９月30日)

売上高 2,909,969 3,029,914

売上原価 2,396,689 2,309,848

売上総利益 513,280 720,065

販売費及び一般管理費 725,017 751,834

営業損失（△） △211,737 △31,768

営業外収益

受取利息 6,758 3,374

受取配当金 3,984 3,823

為替差益 － 18,876

不動産賃貸料 2,640 2,640

その他 15,847 13,835

営業外収益合計 29,230 42,549

営業外費用

支払利息 2,065 5,188

為替差損 7,715 －

不動産賃貸費用 597 597

投資事業組合運用損 12,556 633

その他 9,594 3,659

営業外費用合計 32,529 10,078

経常利益又は経常損失（△） △215,036 701

特別利益

固定資産売却益 459 1,071

特別利益合計 459 1,071

特別損失

減損損失 172,218 －

投資有価証券評価損 689 －

特別損失合計 172,908 －

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期

純損失（△）
△387,484 1,772

法人税、住民税及び事業税 6,820 6,820

法人税等合計 6,820 6,820

四半期純損失（△） △394,304 △5,047

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △394,304 △5,047

（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４月１日
　至　2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年９月30日)

四半期純損失（△） △394,304 △5,047

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 7,909 18,142

為替換算調整勘定 △25,522 39,250

退職給付に係る調整額 2,072 △13,112

その他の包括利益合計 △15,540 44,280

四半期包括利益 △409,844 39,233

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △409,844 39,233

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）
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日
　至　2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2021年４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又は税金等調整前四半

期純損失（△）
△387,484 1,772

減価償却費 56,775 69,142

減損損失 172,218 －

固定資産処分損益（△は益） △459 △1,071

投資有価証券評価損益（△は益） 689 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 57 △37

賞与引当金の増減額（△は減少） 10,764 △836

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 14,395 1,623

受取利息及び受取配当金 △10,743 △7,197

支払利息 2,065 5,188

投資事業組合運用損益（△は益） 12,556 633

為替差損益（△は益） 3,498 9,000

売上債権の増減額（△は増加） △841,876 △1,854,145

棚卸資産の増減額（△は増加） 78,000 179,724

仕入債務の増減額（△は減少） 526,715 2,465,223

その他 10,260 △666,559

小計 △352,566 202,461

利息及び配当金の受取額 12,298 7,194

利息の支払額 △2,292 △5,677

特別退職金の支払額 △268,273 －

法人税等の支払額 △13,640 △13,640

営業活動によるキャッシュ・フロー △624,473 190,339

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の売却及び償還による収入 99,999 －

有形固定資産の取得による支出 △491,828 △272,718

有形固定資産の売却による収入 460 1,242

無形固定資産の取得による支出 △12,043 △41,987

投資有価証券の売却及び償還による収入 － 304,193

貸付けによる支出 △2,616 △7,470

貸付金の回収による収入 16,810 9,369

投資活動によるキャッシュ・フロー △389,218 △7,372

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入 600,000 1,000,000

長期借入金の返済による支出 △294,747 △292,176

リース債務の返済による支出 △1,585 △558

財務活動によるキャッシュ・フロー 303,667 707,265

現金及び現金同等物に係る換算差額 △13,632 16,285

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △723,657 906,519

現金及び現金同等物の期首残高 7,899,838 6,127,880

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,176,181 7,034,399

（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） 

（収益認識に関する会計基準等の適用） 

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」と

いう。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転し

た時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。 

これによる主な変更点としては、有償支給取引により得意先から支給される原材料等の代金相当額につ

いて、従来は流動資産の「原材料及び貯蔵品」等の棚卸資産科目に含めて表示しておりましたが、有償支

給に係る資産として認識し、流動資産の「その他」に含めて表示しております。 

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに

従っており、第１四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額

を、第１四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用して

おります。 

この結果、当第２四半期連結会計期間末の流動資産の「その他」が563,075千円増加し、「仕掛品」が

79,301千円、「原材料及び貯蔵品」が483,773千円減少しております。また、当第２四半期連結累計期間

の損益に与える影響は軽微であります。なお、利益剰余金の当該期首残高に与える影響はありません。 

収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示

していた「受取手形及び売掛金」は、第１四半期連結会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に

含めて表示することといたしました。なお、収益認識会計基準第89-２項に定める経過的な取扱いに従っ

て、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。 

 

（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しております。 

なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。 

 

    （四半期連結貸借対照表に関する注記） 

 有償支給取引により得意先から支給される原材料の代金相当額が次の科目に含まれております。なお、有

償支給される原材料の代金相当額は、四半期連結損益計算書の「売上高」及び「売上原価」から控除して表

示しております。 

 
前連結会計年度 

（2021年３月31日） 
当第２四半期連結会計期間 

（2021年９月30日） 

受取手形及び売掛金 

受取手形、売掛金及び契約資産 

仕掛品 

原材料及び貯蔵品 

その他（流動資産） 

支払手形及び買掛金 

2,027,716千円 

－千円 

47,191千円 

170,352千円 

－千円 

2,267,014千円 

－千円 

4,244,276千円 

－千円 

－千円 

563,075千円 

4,863,659千円 

有償支給取引により得意先から支給される原材料の代金相当額について、前連結会計年度は流動資産の

「原材料及び貯蔵品」等の棚卸資産科目に含めて表示しておりましたが、収益認識会計基準等を適用したた
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め、第１四半期連結会計期間より有償支給に係る資産として認識し、流動資産の「その他」に含めて表示し

ております。 
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