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1. 2022年3月期第1四半期の連結業績（2021年4月1日～2021年6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1四半期 48,291 35.4 15,444 66.4 14,750 61.8 10,581 63.5

2021年3月期第1四半期 35,654 8.8 9,283 30.3 9,116 12.7 6,473 12.6

（注）包括利益 2022年3月期第1四半期　　10,946百万円 （75.5％） 2021年3月期第1四半期　　6,239百万円 （18.4％）

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1四半期 293.47 292.30

2021年3月期第1四半期 179.90 179.07

(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1四半期 320,487 243,176 75.5

2021年3月期 329,026 252,352 76.3

（参考）自己資本 2022年3月期第1四半期 241,981百万円 2021年3月期 251,203百万円

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 ― 116.00 ― 561.00 677.00

2022年3月期 ―

2022年3月期（予想） 168.00 ― ― ―

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 有

配当予想の修正については、本日(2021年7月20日)公表いたしました「業績予想および配当予想のお知らせ」をご参照ください。

3. 2022年3月期の連結業績予想（2021年4月1日～2021年9月30日）

（％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

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

第2四半期(累計) 106,400 27.9 34,100 46.0 33,800 46.2 24,200 45.8 671.10

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有

連結業績予想の修正については、本日(2021年7月20日)公表いたしました「業績予想および配当予想のお知らせ」をご参照ください。



※ 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 ： 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

(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1Q 36,065,471 株 2021年3月期 36,059,671 株

② 期末自己株式数 2022年3月期1Q 5,060 株 2021年3月期 5,060 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2022年3月期1Q 36,057,700 株 2021年3月期1Q 35,980,933 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。業績予想の前提となる条件及び
業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、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」をご参照ください。

（四半期決算補足説明資料の入手方法について）

四半期決算補足説明資料は、2021年7月20日に当社Webサイトにて公開する予定です。

http://www.disco.co.jp/jp/ir/index.html



売上高 営業利益 経常利益 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

第2四半期（累計） 89,900 28.0 27,000 53.2 36,200 75.8 27,700 77.1 768.16

（参　考）

  2022年3月期の個別業績予想（2021年4月1日～2021年9月30日）
（％表示は、対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無　：　有

個別業績予想の修正については、本日(2021年7月20日）公表いたしました「業績予想および配当予想のお知らせ」をご参照ください。
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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１四半期連結累計期間（以下、当期）は、５Ｇの普及に加え、コロナ禍における巣ごもり需要の拡大などに

より、前四半期から引き続き民生や車載向けなど幅広い用途で半導体需要が拡大しました。

このような市場環境のもと、顧客である半導体メーカの設備投資意欲が継続したことから、精密加工装置である

ダイシングソー、グラインダの出荷はアジア地域向けを中心に好調に推移し、出荷額は四半期最高を更新しまし

た。また、顧客の設備稼働率も引き続き高水準で推移していることから、消耗品である精密加工ツールの出荷額

も堅調に推移しました。

こうした環境のなか、機械製品の検収が進捗した結果、売上高は大幅に増加しました。損益については、販売管

理費が人件費を中心に増加しましたが、売上高の大幅な増加および付加価値の増加によるＧＰ率上昇によって、

営業利益は前年同期と比べて大幅な増益となりました。

以上の結果、当期の業績は以下の通りとなりました。

売上高　　　482億91百万円（前年同期比　35.4%増）

営業利益　　154億44百万円（前年同期比　66.4%増）　営業利益率　32.0%

経常利益　　147億50百万円（前年同期比　61.8%増）　経常利益率　30.5%

親会社株主に帰属する四半期純利益　105億81百万円（前年同期比　63.5%増）　純利益率　21.9%

（2）財政状態に関する説明

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末（以下、前期末）と比べ85億39百万円減少して

3,204億87百万円となりました。これは、主に配当金、法人税等の支払いによって現金及び預金が減少したこと

によるものです。

負債は、前期末と比べ６億37百万円増加して773億11百万円となりました。これは、主に未払法人税等が減少し

た一方で、流動負債その他に含まれる契約負債が増加したことによるものです。

純資産は、前期末と比べ91億76百万円減少して2,431億76百万円となり、自己資本比率は前期末から0.8ポイント

低下の75.5％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

当社が事業展開している半導体・電子部品業界の市場環境と直近の業績動向等を踏まえて当社グループの業績予

測を精査した結果、これまで未開示であった４-９月期（上半期）の業績予想を開示いたします。

また、４-９月期の業績予想開示に伴い、未定であった中間配当の予想を併せて開示いたします。

詳細につきましては、本日（2021年７月20日）公表いたしました「業績予想および配当予想のお知らせ」をご参

照ください。

なお、４-９月期の出荷額は、1,182億円と予想しております。
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2021年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 109,809 101,019

受取手形及び売掛金 33,173 -

受取手形、売掛金及び契約資産 - 31,742

商品及び製品 18,605 25,228

仕掛品 15,998 14,856

原材料及び貯蔵品 21,142 22,686

その他 9,453 4,106

貸倒引当金 △75 △71

流動資産合計 208,108 199,568

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 62,333 63,406

その他（純額） 46,115 45,993

有形固定資産合計 108,448 109,399

無形固定資産 283 267

投資その他の資産

その他 12,203 11,261

貸倒引当金 △17 △9

投資その他の資産合計 12,186 11,252

固定資産合計 120,918 120,919

資産合計 329,026 320,487

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 6,336 6,139

電子記録債務 16,121 19,547

未払法人税等 12,539 3,407

賞与引当金 15,110 10,292

その他の引当金 887 844

その他 24,932 36,361

流動負債合計 75,927 76,593

固定負債 746 717

負債合計 76,674 77,311

純資産の部

株主資本

資本金 21,424 21,460

資本剰余金 23,412 23,447

利益剰余金 203,677 194,032

自己株式 △31 △31

株主資本合計 248,482 238,909

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 599 617

為替換算調整勘定 2,218 2,557

退職給付に係る調整累計額 △97 △102

その他の包括利益累計額合計 2,720 3,072

新株予約権 937 968

非支配株主持分 212 225

純資産合計 252,352 243,176

負債純資産合計 329,026 320,487

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）

前第１四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日
　至　2020年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

売上高 35,654 48,291

売上原価 14,248 18,863

売上総利益 21,406 29,427

販売費及び一般管理費 12,122 13,982

営業利益 9,283 15,444

営業外収益

受取利息 8 12

持分法による投資利益 6 52

受取賃貸料 34 34

助成金収入 63 11

その他 32 57

営業外収益合計 146 167

営業外費用

売上割引 8 12

為替差損 288 832

減価償却費 13 12

その他 3 3

営業外費用合計 313 861

経常利益 9,116 14,750

特別利益

固定資産売却益 0 0

特別利益合計 0 0

特別損失

固定資産除売却損 8 27

投資有価証券評価損 17 -

特別退職金 5 6

特別損失合計 32 34

税金等調整前四半期純利益 9,084 14,716

法人税、住民税及び事業税 1,769 2,828

法人税等調整額 828 1,292

法人税等合計 2,597 4,121

四半期純利益 6,486 10,595

（内訳）

親会社株主に帰属する四半期純利益 6,473 10,581

非支配株主に帰属する四半期純利益 13 13

その他の包括利益

為替換算調整勘定 △24 287

退職給付に係る調整額 △0 △5

持分法適用会社に対する持分相当額 △222 68

その他の包括利益合計 △247 351

四半期包括利益 6,239 10,946

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 6,224 10,933

非支配株主に係る四半期包括利益 15 13

（２）四半期連結損益及び包括利益計算書

（第１四半期連結累計期間）
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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。

（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、当該会計基準等の適用が

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）

「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。）

等を当第１四半期連結会計期間の期首から適用しております。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、当第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しました。なお、収益認識会計基準第

89-４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。
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