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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 ％

2023年６月期第１四半期 25,723 182.4 8,508 321.3 9,238 330.7 6,731 329.3

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

（注）包括利益 2023年６月期第１四半期 6,827百万円（528.8％) 2022年６月期第１四半期 1,085百万円（△66.1％）

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

2023年６月期第１四半期 74.64 74.58

2022年６月期第１四半期 17.39 17.37

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

2023年６月期第１四半期 229,454 73,620 32.1 816.13

2022年６月期 178,629 72,747 40.7 806.45

（参考）自己資本 2023年６月期第１四半期 73,598百万円 2022年６月期 72,726百万円

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
2022年６月期 － 32.00 － 65.00 97.00
2023年６月期 －
2023年６月期（予想） 52.00 － 77.00 129.00

（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 140,000 54.9 42,000 29.3 42,000 25.1 33,000 32.8 365.93

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無

１．2023年６月期第１四半期の連結業績（2022年７月１日～2022年９月30日）

（２）連結財政状態

２．配当の状況

３．2023年６月期の連結業績予想（2022年７月１日～2023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        ： 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

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 2023年６月期１Ｑ 94,286,400株 2022年６月期 94,286,400株

②  期末自己株式数 2023年６月期１Ｑ 4,105,696株 2022年６月期 4,105,696株

③  期中平均株式数（四半期累計） 2023年６月期１Ｑ 90,180,704株 2022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

（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

（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、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。

（金額の表示単位の変更について）

　当社の四半期連結財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円単位で記載しておりま

したが、当第１四半期連結会計期間及び当第１四半期連結累計期間より百万円単位をもって記載することに変更し

ました。

　なお、比較を容易にするため、前連結会計年度及び前第１四半期連結累計期間についても百万円単位に組替え表

示しております。
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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の拡大が収束に向かい回復基調にあ

りましたが、ロシアによるウクライナ侵攻の長期化、中国経済の減速、インフレの継続・拡大や急激な金融引き締

めと為替変動などから、再び先行きに対する不透明感が増し、景気後退の懸念が高まりました。

当社グループの主要販売先である半導体業界では、経済情勢は不透明ではあるものの、５Ｇ（第５世代移動通信

システム）対応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に必要

なクラウドサービスの拡がりによるデータセンター向けの半導体に対する高水準の需要が続きました。一部におい

て半導体需要の弱含みが予想されておりますが、 先端の半導体に対する需要は底堅く、ロジック・メモリデバイ

スメーカーによるＥＵＶ（極端紫外線）リソグラフィを用いた半導体製造能力の増強と、更に微細化を進めた次世

代製造工程への投資が継続しました。

当第１四半期連結累計期間の売上高につきましては257億23百万円（前年同期比182.4％増加）となりました。

品目別に見ますと、半導体関連装置が214億48百万円（前年同期比223.8％増加）、その他が１億27百万円（前年

同期比12.9％減少）、サービスが41億47百万円（前年同期比77.3％増加）となりました。

連結損益につきましては、営業利益が85億８百万円（前年同期比321.3％増加）、経常利益が92億38百万円（前

年同期比330.7％増加）、親会社株主に帰属する四半期純利益が67億31百万円（前年同期比329.3％増加）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2,294億54百万円となり、前連結会計年度末に比べ508億24百万円

増加いたしました。これは主に、仕掛品が145億34百万円、現金及び預金が116億89百万円、土地が87億67百万円、

建設仮勘定が83億62百万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1,558億33百万円となり、前連結会計年度末に比べ499

億51百万円増加いたしました。これは主に、前受金が285億22百万円、短期借入金が200億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736億20百万円となり、また自己資本

比率は32.1％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114億82百万円増加し、

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額２億９百万円を加味した結果、351億13百万円となりました。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、133億91百万円の収入（前年同期比388.1％増）となりまし

た。これは主に、前受金の増加額271億11百万円、税金等調整前四半期純利益92億38百万円などの収入要因が、棚

卸資産の増加額157億89百万円、売上債権の増加額48億56百万円、法人税等の支払額40億74百万円などの支出要因

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、174億29百万円の支出（前年同期比547.6％増）となりまし

た。これは主に、有形固定資産の取得による支出173億46百万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、141億36百万円の収入（前年同期は49億61百万円の支出）

となりました。これは主に、短期借入金の増加額200億円などの収入要因が、配当金の支払額58億61百万円などの

支出要因を上回ったことによるものであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2023年６月期業績予想につきましては、2022年８月５日に公表した予想から変更はありません。
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(2022年６月30日)

当第１四半期連結会計期間
(2022年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 23,494 35,184

受取手形、売掛金及び契約資産 10,449 15,451

仕掛品 94,308 108,843

原材料及び貯蔵品 9,774 11,236

未収入金 15,006 15,542

その他 8,019 8,536

貸倒引当金 △22 △29

流動資産合計 161,031 194,764

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,382 2,375

機械装置及び運搬具（純額） 1,488 1,432

工具、器具及び備品（純額） 761 810

リース資産（純額） 18 17

土地 4,254 13,022

建設仮勘定 6 8,368

有形固定資産合計 8,912 26,026

無形固定資産 5,956 5,567

投資その他の資産

投資有価証券 949 1,047

退職給付に係る資産 38 －

繰延税金資産 1,493 1,806

その他 248 241

投資その他の資産合計 2,729 3,095

固定資産合計 17,598 34,689

資産合計 178,629 229,454

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
(2022年６月30日)

当第１四半期連結会計期間
(2022年９月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 11,015 11,194

短期借入金 10,000 30,000

未払法人税等 4,652 3,262

前受金 60,092 88,615

繰延収益 3,242 3,405

賞与引当金 － 1,073

役員賞与引当金 788 160

有償支給取引に係る負債 11,611 12,526

その他 3,764 4,840

流動負債合計 105,167 155,078

固定負債

退職給付に係る負債 459 454

株式給付引当金 － 49

資産除去債務 219 224

その他 35 27

固定負債合計 714 755

負債合計 105,882 155,833

純資産の部

株主資本

資本金 931 931

資本剰余金 1,156 1,156

利益剰余金 70,031 70,807

自己株式 △977 △977

株主資本合計 71,142 71,918

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 570 638

為替換算調整勘定 1,013 1,041

その他の包括利益累計額合計 1,583 1,680

新株予約権 21 21

純資産合計 72,747 73,620

負債純資産合計 178,629 229,454
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（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自　2021年７月１日
　至　2021年９月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　2022年７月１日

　至　2022年９月30日)

売上高 9,110 25,723

売上原価 3,769 11,275

売上総利益 5,341 14,448

販売費及び一般管理費 3,322 5,940

営業利益 2,019 8,508

営業外収益

受取利息 1 1

為替差益 120 731

その他 4 4

営業外収益合計 125 737

営業外費用

支払利息 － 7

その他 0 0

営業外費用合計 0 7

経常利益 2,144 9,238

税金等調整前四半期純利益 2,144 9,238

法人税、住民税及び事業税 365 2,845

法人税等調整額 211 △337

法人税等合計 576 2,507

四半期純利益 1,567 6,731

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,567 6,731

（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）

- 5 -

レーザーテック㈱（6920）2023年６月期　第１四半期決算短信



（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自　2021年７月１日
　至　2021年９月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　2022年７月１日

　至　2022年９月30日)

四半期純利益 1,567 6,731

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △349 68

為替換算調整勘定 △132 27

その他の包括利益合計 △482 96

四半期包括利益 1,085 6,827

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,085 6,827

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：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自　2021年７月１日
　至　2021年９月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　2022年７月１日

　至　2022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 2,144 9,238

減価償却費 848 698

貸倒引当金の増減額（△は減少） 0 7

賞与引当金の増減額（△は減少） 602 1,071

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △569 △628

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 24 △4

株式給付引当金の増減額（△は減少） － 49

受取利息及び受取配当金 △1 △1

支払利息 － 7

為替差損益（△は益） △137 △610

売上債権の増減額（△は増加） 2,497 △4,856

棚卸資産の増減額（△は増加） △15,129 △15,789

仕入債務の増減額（△は減少） △1,331 526

前受金の増減額（△は減少） 15,263 27,111

その他 2,811 651

小計 7,023 17,470

利息及び配当金の受取額 0 1

利息の支払額 － △7

法人税等の支払額 △4,281 △4,074

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,743 13,391

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 △162 △17,346

無形固定資産の取得による支出 △2,362 △73

差入保証金の差入による支出 △15 △9

その他 △150 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,691 △17,429

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） － 20,000

配当金の支払額 △4,959 △5,861

その他 △1 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,961 14,136

現金及び現金同等物に係る換算差額 194 1,384

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △4,714 11,482

現金及び現金同等物の期首残高 27,849 23,420

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 209

現金及び現金同等物の四半期末残高 23,135 35,113

（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。

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

（連結の範囲の重要な変更）

　当第１四半期連結会計期間より重要性が増したため、Lasertec Singapore Service Pte. Ltd.を連結の範囲に

含めております。
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品　　　　　目 前　　　期 当　　　期 対前年同四半期増減率

　　　　　　　　百万円 　　　　　　　　百万円 　　　　　　　　　％

製 半導体関連装置 30,743 74,407 142.0

品 その他 655 657 0.3

小計 31,398 75,065 139.1

サービス 2,339 4,147 77.3

合計 33,737 79,212 134.8

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

百万円 百万円 ％ 百万円 百万円 ％

製 半導体関連装置 105,630 55,962 △47.0 231,997 398,624 71.8

品 その他 223 433 94.1 1,236 2,837 129.4

小計 105,853 56,395 △46.7 233,234 401,461 72.1

サービス 2,454 6,821 178.0 1,782 5,234 193.8

合計 108,307 63,216 △41.6 235,016 406,696 73.1

（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

百万円 百万円 ％

製 半導体関連装置 6,624 21,448 223.8

品 その他 146 127 △12.9

小計 6,771 21,576 218.6

サービス 2,339 4,147 77.3

合計 9,110 25,723 182.4

（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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