
【表紙】
 

【提出書類】 四半期報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の７第１項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年１月14日

【四半期会計期間】 第53期第２四半期(自 2021年９月１日 至 2021年11月30日)

【会社名】 三益半導体工業株式会社

【英訳名】 MIMASU SEMICONDUCTOR INDUSTRY CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長   細 谷 信 明

【本店の所在の場所】 群馬県高崎市保渡田町2174番地１

【電話番号】 027(372)2021(代表）

【事務連絡者氏名】 専務取締役管理本部担当   八 髙 達 郎

【最寄りの連絡場所】 群馬県高崎市保渡田町2174番地１

【電話番号】 027(372)2011

【事務連絡者氏名】 専務取締役管理本部担当   八 髙 達 郎

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

 

 (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

　

 

 

EDINET提出書類

三益半導体工業株式会社(E02677)

四半期報告書

 1/20



第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】
 

回次
第52期

第２四半期累計期間
第53期

第２四半期累計期間
第52期

会計期間
自 2020年６月１日
至 2020年11月30日

自 2021年６月１日
至 2021年11月30日

自 2020年６月１日
至 2021年５月31日

売上高 (百万円) 43,096 34,725 85,051

経常利益 (百万円) 3,166 4,131 6,027

四半期(当期)純利益 (百万円) 2,160 2,815 4,133

持分法を適用した場合の

投資利益
(百万円) － － －

資本金 (百万円) 18,824 18,824 18,824

発行済株式総数 (千株) 35,497 35,497 35,497

純資産額 (百万円) 65,228 68,939 66,680

総資産額 (百万円) 91,557 96,497 94,135

１株当たり四半期(当期)

純利益
(円) 67.26 87.65 128.68

潜在株式調整後１株当たり

四半期(当期)純利益
(円) － － －

１株当たり配当額 (円) 16.00 19.00 33.00

自己資本比率 (％) 71.2 71.4 70.8

営業活動による

キャッシュ・フロー
(百万円) 11,698 5,379 22,833

投資活動による

キャッシュ・フロー
(百万円) △11,731 △2,509 △16,916

財務活動による

キャッシュ・フロー
(百万円) △564 △546 △1,129

現金及び現金同等物の

四半期末(期末)残高
(百万円) 11,734 19,446 17,121

 

回次
第52期

第２四半期会計期間
第53期

第２四半期会計期間

会計期間
自 2020年９月１日
至 2020年11月30日

自 2021年９月１日
至 2021年11月30日

１株当たり四半期純利益 (円) 34.02 47.78

(注)１ 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移につい

ては記載しておりません。

２ 持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため、記載しておりません。

３ 潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

４ 「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)等を第１四半期会計期間の期首から

適用しており、当第２四半期累計期間及び当第２四半期会計期間に係る主要な経営指標等については、当該

会計基準等を適用した後の指標等となっております。
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２【事業の内容】

当第２四半期累計期間において、当社及び当社の関係会社において営まれている事業の内容に重要な変更はありま

せん。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第２四半期累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告

書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において判断したものであります。

また、「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１四半期会計期間の期首から適用しており、2022年５月期第２四半期に係る各数値については、当該会

計基準等を適用した後の数値となっております。なお、当該会計基準等の適用により大きな影響の生じる売上高につ

いては、前年同期比較(％)を記載しておりません。

 

(1) 経営成績の状況

当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、引き続き新型コロナウイルス感染症による影響が見られたもの

の、各種経済政策の効果や海外経済の改善などがあり、全体としては回復基調が継続いたしました。

当社の主要なユーザーである半導体関連各社の設備投資には活発な動きが見られました。また、半導体シリコン

ウエハーの生産は、旺盛な半導体デバイス需要に牽引され高水準で推移いたしました。

このような経営環境の中で当社は、最先端加工技術の推進と低コスト化の両立を図るとともに、自社開発製品の

拡販を積極的に進めるなど、総力を挙げて業績の向上に取り組みました。

この結果、当第２四半期累計期間の売上高は34,725百万円となり、営業利益は4,119百万円(前年同四半期比

28.3％増)、経常利益は4,131百万円(同30.5％増)、四半期純利益は2,815百万円(同30.3％増)となりました。

 

セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。なお、売上高及び利益には、セグメント間の内部取引に

係る金額が含まれております。

 

半導体事業部

当事業部におきましては、300ｍｍウエハー(再生ウエハーを含む)を中心に生産は好調に推移いたしました。そ

うした中で、更なる品質の向上と原価低減を推進いたしました。

この結果、当事業部の売上高は23,125百万円、セグメント利益(営業利益)は3,453百万円(前年同四半期比35.3％

増)となりました。

 

産商事業部

当事業部は自社開発製品及びその他の取扱商品の拡販活動に積極的に取り組みました。

しかしながら、その他の取扱商品において収益認識会計基準等の適用による売上高の減少もあり、当事業部の売

上高は11,892百万円、セグメント利益(営業利益)は494百万円(前年同四半期比8.1％減)となりました。

 

エンジニアリング事業部

当事業部は開発部門としての役割に特化し、自社製品の開発を積極的に行い、産商事業部を通じて販売いたしま

した。

また、半導体事業部で使用する装置の開発や設計・製作にも意欲的に取り組みました。

この結果、当事業部の売上高は2,442百万円、セグメント利益(営業利益)は307百万円(前年同四半期比11.8％減)

となりました。

 

(2) 財政状態の状況

当第２四半期会計期間末における総資産は、売上債権の増加等により、前事業年度末と比較して2,362百万円増

加し、96,497百万円となりました。一方、負債合計は仕入債務の増加等により103百万円増加し、27,557百万円と

なりました。純資産合計は利益剰余金の増加2,255百万円等により、68,939百万円となりました。
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(3) キャッシュ・フローの状況

当第２四半期累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は19,446百万円となり、前事業年

度末に比べ2,324百万円の増加となりました。営業活動の結果得られた資金は5,379百万円となりました。これは売

上債権の増加4,505百万円等による資金の減少があったものの、税引前四半期純利益4,086百万円、減価償却費

6,588百万円等により資金が増加したことによるものです。投資活動の結果使用した資金は2,509百万円となりまし

た。これは、有形固定資産の取得による支出2,424百万円等があったことによるものです。財務活動の結果使用し

た資金は546百万円となりました。これは配当金の支払545百万円等があったことによるものです。

 

(4) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当第２四半期累計期間において、当社が優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はあり

ません。

 

(5) 研究開発活動

当第２四半期累計期間における研究開発費は959百万円であります。

 

３【経営上の重要な契約等】

当第２四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 47,000,000

計 47,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末

現在発行数(株)
(2021年11月30日)

提出日現在発行数
(株)

(2022年１月14日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品

取引業協会名
内容

普通株式 35,497,183 35,497,183
東京証券取引所

市場第一部

単元株式数は、

100株であります。

計 35,497,183 35,497,183 － －

 

(2) 【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

2021年11月30日 － 35,497 － 18,824 － 18,778
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(5) 【大株主の状況】

  2021年11月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
（自己株式を
除く。）の総
数に対する所
有株式数の割

合(％)

信越化学工業株式会社 東京都千代田区丸の内１丁目４番１号 13,733 42.75

日本マスタートラスト信託銀行株式会社

（信託口）
東京都港区浜松町２丁目11番３号 2,945 9.17

中　澤　正　幸 群馬県高崎市 1,975 6.15

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 東京都中央区晴海１丁目８番12号 1,647 5.13

ジェーピー モルガン チェース バンク ３

８５６３２

(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業

部）

25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON,

E14 5JP, UNITED KINGDOM

(東京都港区港南２丁目15番１号 品川イン

ターシティA棟)

707 2.20

株式会社群馬銀行

(常任代理人 株式会社日本カストディ銀

行)

群馬県前橋市元総社町194番地

(東京都中央区晴海１丁目８番12号)

 

701 2.18

ＢＮＰ　ＰＡＲＩＢＡＳ　ＳＥＣＵＲＩＴ

ＩＥＳ　ＳＥＲＶＩＣＥＳ　ＬＵＸＥＭＢ

ＯＵＲＧ／ＪＡＳＤＥＣ／ＡＢＥＲＤＥＥ

Ｎ　ＳＴＡＮＤＡＲＤ　ＳＩＣＡＶ　Ｉ　

ＣＬＩＥＮＴ　ＡＳＳＥＴＳ

(常任代理人 香港上海銀行東京支店 カス

トディ業務部)

33 RUE DE GASPERICH, L-5826 HOWALD-

HESPERANGE, LUXEMBOURG

 

 

 

(東京都中央区日本橋３丁目11番１号)

404 1.26

ピクテ アンド シエ ヨーロツパ エス

エー ルクセンブルク レフ ユーシツツ

(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行)

15A AVENUE J.F. KENNEDY, 1855

LUXEMBOURG, LUXEMBOURG

(東京都千代田区丸の内２丁目７番１号)

403 1.26

株式会社日本カストディ銀行（信託口９） 東京都中央区晴海１丁目８番12号 403 1.26

信越半導体株式会社 東京都千代田区大手町２丁目２番１号 359 1.12

計 － 23,283 72.48

(注)１　上記所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)  2,908千株

株式会社日本カストディ銀行(信託口)  1,639千株

株式会社日本カストディ銀行(信託口９) 403千株

２　2020年11月９日付で公衆の縦覧の供されている大量保有報告書(変更報告書)において、アセットマネジメン

トOne株式会社が2020年10月30日現在で2,139,600株を保有している旨が記載されているものの、当社として

2021年11月30日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりま

せん。

なお、その大量保有報告書(変更報告書)の内容は次のとおりであります。

大量保有者                                 アセットマネジメントOne株式会社

住所                                       東京都千代田区丸の内１丁目８番２号

保有株券等の数                             2,139,600株

株券等保有割合                             6.03％
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(6) 【議決権の状況】

①【発行済株式】

    2021年11月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式(自己株式等)  － － －

議決権制限株式(その他)  － － －

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)

－ －
普通株式 3,372,500

完全議決権株式(その他) 普通株式 32,106,900 321,069 －

単元未満株式 普通株式 17,783 － －

発行済株式総数  35,497,183 － －

総株主の議決権  － 321,069 －

 (注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式が９株含まれております。

 

②【自己株式等】

    2021年11月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)

三益半導体工業株式会社
高崎市保渡田町2174番地１ 3,372,500 － 3,372,500 9.50

計 － 3,372,500 － 3,372,500 9.50

 

２【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について
 

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(2007年内閣府令第63号)

に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について
 

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期会計期間(2021年９月１日から2021年11月

30日まで)及び第２四半期累計期間(2021年６月１日から2021年11月30日まで)に係る四半期財務諸表について、赤坂

有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

 

３．四半期連結財務諸表について
 

当社は、子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】

(1)【四半期貸借対照表】

  （単位：百万円）

 
前事業年度

(2021年５月31日)
当第２四半期会計期間
(2021年11月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 23,121 25,446

受取手形及び売掛金 24,209 28,691

商品及び製品 774 901

仕掛品 1,405 1,034

原材料及び貯蔵品 2,623 2,720

その他 949 1,267

貸倒引当金 △2 △4

流動資産合計 53,081 60,056

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 22,593 20,517

機械及び装置（純額） 8,782 7,772

その他（純額） 6,725 5,031

有形固定資産合計 38,100 33,322

無形固定資産 936 837

投資その他の資産   

その他 2,017 2,281

貸倒引当金 △0 △0

投資その他の資産合計 2,016 2,281

固定資産合計 41,054 36,441

資産合計 94,135 96,497

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 18,266 19,948

未払法人税等 1,472 1,676

引当金 155 113

その他 6,695 5,030

流動負債合計 26,590 26,770

固定負債   

退職給付引当金 698 621

その他 165 165

固定負債合計 864 787

負債合計 27,454 27,557

 

EDINET提出書類

三益半導体工業株式会社(E02677)

四半期報告書

10/20



 

  （単位：百万円）

 
前事業年度

(2021年５月31日)
当第２四半期会計期間
(2021年11月30日)

純資産の部   

株主資本   

資本金 18,824 18,824

資本剰余金 18,778 18,778

利益剰余金 33,754 36,009

自己株式 △4,770 △4,770

株主資本合計 66,585 68,841

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 109 121

繰延ヘッジ損益 △14 △22

評価・換算差額等合計 94 98

純資産合計 66,680 68,939

負債純資産合計 94,135 96,497
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(2)【四半期損益計算書】

【第２四半期累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第２四半期累計期間
(自　2020年６月１日
　至　2020年11月30日)

当第２四半期累計期間
(自　2021年６月１日
　至　2021年11月30日)

売上高 43,096 34,725

売上原価 37,832 28,274

売上総利益 5,263 6,451

販売費及び一般管理費 ※１ 2,053 ※１ 2,331

営業利益 3,210 4,119

営業外収益   

受取利息 1 0

受取配当金 7 8

為替差益 － 10

その他 37 22

営業外収益合計 45 42

営業外費用   

支払利息 0 0

固定資産除売却損 75 30

その他 14 0

営業外費用合計 89 30

経常利益 3,166 4,131

特別損失   

減損損失 － 45

特別損失合計 － 45

税引前四半期純利益 3,166 4,086

法人税、住民税及び事業税 949 1,497

法人税等調整額 56 △226

法人税等合計 1,005 1,270

四半期純利益 2,160 2,815
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】

  （単位：百万円）

 
前第２四半期累計期間
(自　2020年６月１日
　至　2020年11月30日)

当第２四半期累計期間
(自　2021年６月１日
　至　2021年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 3,166 4,086

減価償却費 8,319 6,588

減損損失 － 45

受取利息及び受取配当金 △8 △9

支払利息 0 0

為替差損益（△は益） 1 △0

売上債権の増減額（△は増加） 2,579 △4,505

棚卸資産の増減額（△は増加） 1,207 162

仕入債務の増減額（△は減少） △3,130 1,682

その他 △188 △1,369

小計 11,945 6,679

利息及び配当金の受取額 8 9

利息の支払額 △0 △0

法人税等の支払額 △255 △1,309

営業活動によるキャッシュ・フロー 11,698 5,379

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 △6,000 △6,000

定期預金の払戻による収入 6,000 6,000

有形固定資産の取得による支出 △11,661 △2,424

有形固定資産の売却による収入 19 13

無形固定資産の取得による支出 △32 △71

その他 △57 △26

投資活動によるキャッシュ・フロー △11,731 △2,509

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △50 －

配当金の支払額 △513 △545

その他 △1 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △564 △546

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1 0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △598 2,324

現金及び現金同等物の期首残高 12,333 17,121

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１ 11,734 ※１ 19,446
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【注記事項】

(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１四半期会計期間の期首から適用し、約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、

当該財また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いたしました。

収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下の通りです。

・輸出販売については、主に船積日に収益を認識しておりましたが、インコタームズ等で定められた貿易条

件に基づき、リスク負担が顧客に移転した時点で収益を認識する方法に変更しております。

・代理人として行われる取引については、従来は顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりま

したが、純額で収益を認識する方法に変更しております。

・一時点で収益を認識しておりました一部の売上については、履行義務を充足するにつれて一定の期間にわ

たり収益を認識する方法に変更しております。

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２四半期累計期間の売上高は9,547百万円、売上原価は9,540百万円、営業利益、経常利益及

び税引前四半期純利益はそれぞれ7百万円減少しております。また、利益剰余金の当期首残高は13百万円減少し

ております。

なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号　2020年３月31日)第28-15項に定める経過

的な取扱いに従って、前第２四半期累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載してお

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、四半期財務諸表に与える影響は

ありません。

 

(会計上の見積りの変更)
 

（耐用年数の変更）

当社は、一部の空調設備について使用状況等を見直した結果、従来の耐用年数と経済的使用可能予測期間と

の乖離が明らかになったことから、第１四半期会計期間より耐用年数を見直し、将来にわたり変更しておりま

す。

これにより、従来の方法と比べて、当第２四半期累計期間の減価償却費は1,195百万円増加し、営業利益、経

常利益及び税引前四半期純利益はそれぞれ1,166百万円減少しております。

 

(四半期損益計算書関係)
 
※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

 
前第２四半期累計期間
(自 2020年６月１日
　至 2020年11月30日)

当第２四半期累計期間
(自 2021年６月１日
　至 2021年11月30日)

荷造運搬費 332百万円 373百万円

役員賞与引当金繰入額 44 44

退職給付費用 12 11

製品保証引当金繰入額 △0 0

貸倒引当金繰入額 △1 1

研究開発費 724 885
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(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)
 

※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりで

あります。

 
前第２四半期累計期間
(自 2020年６月１日
至 2020年11月30日)

当第２四半期累計期間
(自 2021年６月１日
至 2021年11月30日)

現金及び預金 17,734百万円 25,446百万円

預入期間が３か月を超える定期預金 △6,000 △6,000

現金及び現金同等物 11,734 19,446

 

(株主資本等関係)
 

前第２四半期累計期間(自 2020年６月１日 至 2020年11月30日)
 
１ 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2020年８月27日

定時株主総会
普通株式 514 16 2020年５月31日 2020年８月28日 利益剰余金

 

２ 基準日が当第２四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期会計期間の末日後とな

るもの

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2020年12月24日

取締役会
普通株式 514 16 2020年11月30日 2021年２月３日 利益剰余金

 

当第２四半期累計期間(自 2021年６月１日 至 2021年11月30日)
 
１ 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2021年８月26日

定時株主総会
普通株式 546 17 2021年５月31日 2021年８月27日 利益剰余金

 

２ 基準日が当第２四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期会計期間の末日後とな

るもの

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2021年12月24日

取締役会
普通株式 610 19 2021年11月30日 2022年２月３日 利益剰余金

 

(持分法損益等)

 

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】
 

前第２四半期累計期間(自 2020年６月１日 至 2020年11月30日)
 
１ 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

     （単位：百万円）

 報告セグメント
調整額
(注)１

四半期損益
計算書計上額

(注)２ 半導体事業部 産商事業部
エンジニア
リング事業部

計

売上高       

外部顧客への売上高 23,000 20,095 － 43,096 － 43,096

セグメント間の内部

売上高又は振替高
1 296 1,950 2,248 △2,248 －

計 23,002 20,392 1,950 45,345 △2,248 43,096

セグメント利益 2,552 538 348 3,439 △229 3,210

(注) １ セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去であります。

２ セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。

３ エンジニアリング事業部は開発部門としての役割に特化しており、販売に関しては産商事業部を通じて行う

ため外部顧客への売上高は発生しておりません。
 

２ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

 

当第２四半期累計期間(自 2021年６月１日 至 2021年11月30日)
 
１ 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

     （単位：百万円）

 報告セグメント
調整額
(注)１

四半期損益
計算書計上額

(注)２ 半導体事業部 産商事業部
エンジニア
リング事業部

計

売上高       

外部顧客への売上高 23,125 11,600 － 34,725 － 34,725

セグメント間の内部

売上高又は振替高
0 291 2,442 2,734 △2,734 －

計 23,125 11,892 2,442 37,459 △2,734 34,725

セグメント利益 3,453 494 307 4,256 △136 4,119

(注) １ セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去であります。

２ セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。

３ エンジニアリング事業部は開発部門としての役割に特化しており、販売に関しては産商事業部を通じて行う

ため外部顧客への売上高は発生しておりません。
 

２ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

「半導体事業部」において減損損失を45百万円計上しております。
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（収益認識関係）
 
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
 
当第２四半期累計期間（自 2021年６月１日 至 2021年11月30日）

    （単位：百万円）

 

報告セグメント

半導体事業部 産商事業部
エンジニアリング

事業部
合計

商品 2 9,547 － 9,550

製品 － 2,052 － 2,052

加工料収入 23,122 0 － 23,123

外部顧客への売上高 23,125 11,600 － 34,725

(注) エンジニアリング事業部は開発部門としての役割に特化しており、販売に関しては産商事業部を通じて行うた

め外部顧客への売上高は発生しておりません。

 

(１株当たり情報)

 

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前第２四半期累計期間
(自 2020年６月１日
至 2020年11月30日)

当第２四半期累計期間
(自 2021年６月１日
至 2021年11月30日)

１株当たり四半期純利益 67円26銭 87円65銭

(算定上の基礎)   

四半期純利益(百万円) 2,160 2,815

普通株主に帰属しない金額(百万円) － －

普通株式に係る四半期純利益(百万円) 2,160 2,815

普通株式の期中平均株式数(千株) 32,125 32,124

(注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

(重要な後発事象)
 
該当事項はありません。
 
 
 
 

 

２【その他】

第53期(2021年６月１日から2022年５月31日まで)中間配当については、2021年12月24日開催の取締役会において、

2021年11月30日の最終の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。

①配当金の総額                                610百万円

②１株当たりの金額                             19円00銭

③支払請求権の効力発生日及び支払開始日   2022年２月３日
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
 
該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

2022年１月14日

三益半導体工業株式会社

取締役会 御中

 

赤坂有限責任監査法人

東京都港区

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 林         令   史

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 黒   崎   知   岳

 

監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている三益半導体工業

株式会社の2021年６月１日から2022年５月31日までの第53期事業年度の第２四半期会計期間(2021年９月１日から2021年

11月30日まで)及び第２四半期累計期間(2021年６月１日から2021年11月30日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四

半期貸借対照表、四半期損益計算書、四半期キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められ

る四半期財務諸表の作成基準に準拠して、三益半導体工業株式会社の2021年11月30日現在の財政状態並びに同日をもって

終了する第２四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が全て

の重要な点において認められなかった。

 

監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」に

記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人

としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断してい

る。

 

四半期財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に

表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成することが適切である

かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する

事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期

財務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー

手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施され

る年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め

られると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論

付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において四半期財
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務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期財務諸表の注記事項が適切でない場合

は、四半期財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、四半期レ

ビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなく

なる可能性がある。

・ 四半期財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準

拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期財務諸表の表示、

構成及び内容、並びに四半期財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認めら

れないかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な

発見事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを

講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以 上

 

(注) １ 上記の四半期レビュー報告書の原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。

２ XBRL データは四半期レビューの対象には含まれていません。
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