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1. 2021年3月期の連結業績（2020年4月1日～2021年3月31日）

(1) 連結経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年3月期 182,857 29.6 53,106 45.7 53,629 40.0 39,091 41.4

2020年3月期 141,083 ― 36,451 ― 38,314 ― 27,653 ―

（注）包括利益 2021年3月期　　41,131百万円 （55.2％） 2020年3月期　　26,498百万円 （―％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

2021年3月期 1,085.47 1,080.82 16.4 17.8 29.0

2020年3月期 769.56 765.58 12.7 14.4 25.8

（参考） 持分法投資損益 2021年3月期 289百万円 2020年3月期 398百万円

(注)　前連結会計年度の期首より、「収益認識に関する会計基準」等を適用し、当該基準等に基づき収益を認識しております。このため、当該基準等適用前の
2019年3月期の実績値に対する増減率は記載しておりません。

(2) 連結財政状態

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

2021年3月期 329,026 252,352 76.3 6,967.29

2020年3月期 274,325 226,890 82.2 6,273.56

（参考） 自己資本 2021年3月期 251,203百万円 2020年3月期 225,539百万円

(3) 連結キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

2021年3月期 56,709 △13,107 △15,825 109,809

2020年3月期 31,299 △25,660 △10,580 79,782

2. 配当の状況

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

2020年3月期 ― 91.00 ― 347.00 438.00 15,744 56.9 7.2

2021年3月期 ― 116.00 ― 561.00 677.00 24,404 62.4 10.2

2022年3月期(予想) ― ― ― ― ― ―

（注）現時点において配当予想額は未定です。

3. 2022年3月期の連結業績予想（2021年4月1日～2021年6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1四半期 46,800 31.3 13,200 42.2 13,300 45.9 8,700 34.4 241.30



※ 注記事項

(1) 期中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) 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

(3) 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3月期 36,059,671 株 2020年3月期 35,955,771 株

② 期末自己株式数 2021年3月期 5,060 株 2020年3月期 5,000 株

③ 期中平均株式数 2021年3月期 36,013,354 株 2020年3月期 35,934,473 株

（参考）個別業績の概要

1. 2021年3月期の個別業績（2020年4月1日～2021年3月31日）

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年3月期 153,290 29.6 39,243 43.8 43,717 36.4 32,959 33.9

2020年3月期 118,295 ― 27,298 ― 32,059 ― 24,621 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

2021年3月期 915.21 911.29

2020年3月期 685.18 681.63

(注)　前事業年度の期首より、「収益認識に関する会計基準」等を適用し、当該基準等に基づき収益を認識しております。このため、当該基準等適用前の2019年
3月期の実績値に対する増減率は記載しておりません。

(2) 個別財政状態

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

2021年3月期 276,556 218,824 78.8 6,043.26

2020年3月期 237,159 201,533 84.5 5,572.11

（参考） 自己資本 2021年3月期 217,887百万円 2020年3月期 200,321百万円

2. 2022年3月期の個別業績予想（2021年4月1日～2021年6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 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1四半期 40,300 31.3 10,400 43.6 19,000 82.1 15,100 82.0 418.81

※ 決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です

※ 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.3「1. 経営成績等の概況(4)今後の見通し」をご覧ください。

（決算補足説明資料の入手方法について）

決算補足説明資料は、2021年4月22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
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１．経営成績等の概況

（1）当期の経営成績の概況

当連結会計年度（以下、当期）は、５Ｇの普及や、コロナ禍における巣ごもり需要の拡大などにより、スマートフ

ォンをはじめ、パソコンや家電向けなど、幅広い用途で半導体製品の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年度を通じて旺盛だったことから、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ました。

また、顧客の設備稼働率が高水準で推移したことから、消耗品である精密加工ツールの出荷額も大幅な増加となり

ました。

年度を通じて出荷が高水準で推移するなか、機械製品の検収が順調に進捗した結果、当期の売上高は1,828億57百

万円となり、過去最高を更新しました。損益については、積極的な研究開発活動などによる販売管理費の増加があ

りましたが、売上高の大幅な増加により、営業利益は４割増の大幅増益となりました。

以上の結果、当期の業績は以下のとおりとなり、各利益において過去最高を更新しました。

売上高　　　　　　　　　　　　1,828億57百万円 （前期比　29.6％増）

営業利益　　　　　　　　　　　　531億６百万円 （前期比　45.7％増）　営業利益率　29.0％

経常利益　　　　　　　　　　　　536億29百万円 （前期比　40.0％増）　経常利益率　29.3％

親会社株主に帰属する当期純利益　390億91百万円 （前期比　41.4％増）　純利益率　　21.4％

なお、当期時点で「４年累計経常利益率」は28.7％（前期は27.4％）となり、当社の目指すべき目標の一つである

「４年累計経常利益率20％以上」を５期連続で達成しました。

（2）当期の財政状態の概況

当連結会計年度末(以下、当期末）の総資産は、前連結会計年度末（以下、前期末）と比べ547億１百万円増加し

3,290億26百万円となりました。これは、主に現金及び預金が増加したことや、桑畑工場Ａ棟Ｄゾーンや茅野工場

Ｂ棟などへの設備投資により有形固定資産が増加したことによるものです。

負債は、前期末と比べ292億39百万円増加し766億74百万円となりました。これは、主に未払法人税等や前受金が増

加したことによるものです。

純資産は、前期末と比べ254億62百万円増加し2,523億52百万円となりました。

これらの資本構成の結果、各指標は以下のとおりとなりました。

総資産利益率（ＲＯＡ）　　　　　　　　　　13.0％　（前期比 2.6ポイント上昇）

自己資本利益率（ＲＯＥ）　　　　　　　　　16.4％　（前期比 3.7ポイント上昇）

４年累計ＲＯＲＡ（Return On Risk Assets） 35.3％　（前期比 増減なし）

自己資本比率　　　　　　　　　　　　　　　76.3％　（前期末比 5.9ポイント低下）

（3）当期のキャッシュ・フローの概況

営業活動によるキャッシュ・フローは、567億９百万円の収入となりました。（前期比　81.2％増）

これは、主に税金等調整前当期純利益や減価償却費の計上と、法人税等の支払いによるものです。

投資活動によるキャッシュ・フローは、131億７百万円の支出となりました。（前期比　48.9％減）

これは、主に桑畑工場Ａ棟Ｄゾーンや茅野工場Ｂ棟などの有形固定資産の取得による支出と、定期預金の払戻によ

る収入によるものです。

財務活動によるキャッシュ・フローは、158億25百万円の支出となりました。（前期比　49.6％増）

これは、主に配当金の支払いによるものです。

これらの結果、当期末の現金及び現金同等物の残高は、1,098億９百万円となりました。（前期末から300億26百万

円の増加）また、「営業活動によるキャッシュ・フロー」と「投資活動によるキャッシュ・フロー」を合算した

「フリー・キャッシュ・フロー」は436億２百万円となりました。

- 2 -

（株）ディスコ（6146）2021年3月期　決算短信



（4）今後の見通し

半導体・電子部品業界において顧客の投資意欲が短期間で激しく変動することから需要予測が困難なため、業績予

想の開示方法については、「１四半期先までの開示」としております。

2022年３月期第１四半期の連結業績は、売上高468億円、営業利益132億円、経常利益133億円、親会社株主に帰属

する四半期純利益87億円と予想しております。

なお、2022年３月期第１四半期の出荷額は、584億円と予想しております。

２．会計基準の選択に関する基本的な考え方

当社グループは、連結財務諸表の期間比較可能性及び企業間の比較可能性を考慮し、当面は、日本基準で連結財務諸

表を作成する方針であります。

なお、国際会計基準の適用につきましては、国内外の諸情勢を考慮の上、適切に対応していく方針であります。
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当連結会計年度
(2021年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 87,909 109,809

受取手形及び売掛金 25,614 33,173

商品及び製品 17,318 18,605

仕掛品 14,373 15,998

原材料及び貯蔵品 18,677 21,142

その他 6,153 9,453

貸倒引当金 △56 △75

流動資産合計 169,990 208,108

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 47,334 62,333

機械装置及び運搬具（純額） 8,672 10,837

工具、器具及び備品（純額） 755 841

土地 14,855 17,034

建設仮勘定 21,796 17,401

有形固定資産合計 93,415 108,448

無形固定資産 319 283

投資その他の資産

投資有価証券 2,107 2,491

繰延税金資産 5,052 6,225

退職給付に係る資産 910 844

その他 2,546 2,642

貸倒引当金 △16 △17

投資その他の資産合計 10,599 12,186

固定資産合計 104,334 120,918

資産合計 274,325 329,026

３．連結財務諸表及び主な注記

（１）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３月31日)

当連結会計年度
(2021年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,726 6,336

電子記録債務 10,301 16,121

未払法人税等 3,509 12,539

前受金 10,740 17,518

賞与引当金 9,861 15,110

役員賞与引当金 131 181

製品保証引当金 338 705

資産除去債務 25 -

その他 6,269 7,413

流動負債合計 46,905 75,927

固定負債

資産除去債務 280 283

その他 249 463

固定負債合計 529 746

負債合計 47,435 76,674

純資産の部

株主資本

資本金 20,793 21,424

資本剰余金 22,781 23,412

利益剰余金 181,239 203,677

自己株式 △29 △31

株主資本合計 224,785 248,482

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 368 599

為替換算調整勘定 366 2,218

退職給付に係る調整累計額 18 △97

その他の包括利益累計額合計 754 2,720

新株予約権 1,212 937

非支配株主持分 138 212

純資産合計 226,890 252,352

負債純資産合計 274,325 329,026
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(自　2019年４月１日
　至　2020年３月31日)

当連結会計年度
(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

売上高 141,083 182,857

売上原価 56,290 75,973

売上総利益 84,792 106,883

販売費及び一般管理費 48,341 53,776

営業利益 36,451 53,106

営業外収益

受取利息 68 45

持分法による投資利益 398 289

為替差益 833 -

受取賃貸料 71 126

助成金収入 374 355

その他 226 272

営業外収益合計 1,972 1,088

営業外費用

売上割引 51 55

為替差損 - 446

減価償却費 46 54

その他 12 10

営業外費用合計 110 566

経常利益 38,314 53,629

特別利益

固定資産売却益 1 21

新株予約権戻入益 0 -

関係会社株式売却益 268 -

特別利益合計 271 21

特別損失

固定資産除売却損 70 55

投資有価証券評価損 - 19

特別退職金 51 141

建物解体費用 186 -

特別損失合計 308 216

税金等調整前当期純利益 38,277 53,434

法人税、住民税及び事業税 7,656 15,131

法人税等調整額 2,916 △844

法人税等合計 10,572 14,286

当期純利益 27,704 39,147

（内訳）

親会社株主に帰属する当期純利益 27,653 39,091

非支配株主に帰属する当期純利益 50 56

その他の包括利益

為替換算調整勘定 △880 1,847

退職給付に係る調整額 △7 △116

持分法適用会社に対する持分相当額 △317 252

その他の包括利益合計 △1,206 1,983

包括利益 26,498 41,131

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 26,461 41,057

非支配株主に係る包括利益 37 73

（２）連結損益及び包括利益計算書
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(単位：百万円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 20,663 22,651 173,739 △25 217,029

会計方針の変更による累積
的影響額

△9,411 △9,411

会計方針の変更を反映した当
期首残高

20,663 22,651 164,327 △25 207,617

当期変動額

新株の発行 130 130 260

剰余金の配当 △10,742 △10,742

親会社株主に帰属する当期
純利益

27,653 27,653

自己株式の取得 △4 △4

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

当期変動額合計 130 130 16,911 △4 17,167

当期末残高 20,793 22,781 181,239 △29 224,785

その他の包括利益累計額

新株予約権
非支配株主　

持分
純資産合計

その他有価証
券評価差額金

為替換算調整
勘定

退職給付に係る
調整累計額

その他の包括
利益累計額合

計

当期首残高 476 1,320 26 1,823 1,108 148 220,109

会計方針の変更による累積
的影響額

123 123 △2 △9,291

会計方針の変更を反映した当
期首残高

476 1,444 26 1,946 1,108 145 210,818

当期変動額

新株の発行 260

剰余金の配当 △10,742

親会社株主に帰属する当期
純利益

27,653

自己株式の取得 △4

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

△107 △1,077 △7 △1,192 104 △6 △1,095

当期変動額合計 △107 △1,077 △7 △1,192 104 △6 16,072

当期末残高 368 366 18 754 1,212 138 226,890

（３）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）
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(単位：百万円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 20,793 22,781 181,239 △29 224,785

会計方針の変更による累積
的影響額

-

会計方針の変更を反映した当
期首残高

20,793 22,781 181,239 △29 224,785

当期変動額

新株の発行 630 630 1,260

剰余金の配当 △16,653 △16,653

親会社株主に帰属する当期
純利益

39,091 39,091

自己株式の取得 △1 △1

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

当期変動額合計 630 630 22,438 △1 23,697

当期末残高 21,424 23,412 203,677 △31 248,482

その他の包括利益累計額

新株予約権
非支配株主　

持分
純資産合計

その他有価証
券評価差額金

為替換算調整
勘定

退職給付に係る
調整累計額

その他の包括
利益累計額合

計

当期首残高 368 366 18 754 1,212 138 226,890

会計方針の変更による累積
的影響額

-

会計方針の変更を反映した当
期首残高

368 366 18 754 1,212 138 226,890

当期変動額

新株の発行 1,260

剰余金の配当 △16,653

親会社株主に帰属する当期
純利益

39,091

自己株式の取得 △1

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

230 1,851 △116 1,966 △275 73 1,764

当期変動額合計 230 1,851 △116 1,966 △275 73 25,462

当期末残高 599 2,218 △97 2,720 937 212 252,352

当連結会計年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(自　2019年４月１日
　至　2020年３月31日)

当連結会計年度
(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 38,277 53,434

減価償却費 6,612 6,815

投資有価証券評価損益（△は益） - 19

持分法による投資損益（△は益） △398 △289

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0 13

賞与引当金の増減額（△は減少） 2,125 5,107

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △46 50

製品保証引当金の増減額（△は減少） △110 342

退職給付に係る資産負債の増減額 △89 66

関係会社株式売却損益（△は益） △268 -

有形固定資産除売却損益（△は益） 69 34

助成金収入 △374 △355

受取利息及び受取配当金 △68 △45

売上債権の増減額（△は増加） △5,202 △6,058

たな卸資産の増減額（△は増加） △33 △3,825

仕入債務の増減額（△は減少） △466 6,412

未払金の増減額（△は減少） △1,863 344

前受金の増減額（△は減少） △501 5,606

その他 △1,680 △4,929

小計 35,980 62,743

助成金の受取額 670 638

利息及び配当金の受取額 73 48

持分法適用会社からの配当金の受取額 - 138

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △5,425 △6,860

営業活動によるキャッシュ・フロー 31,299 56,709

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 △24,868 △21,026

有形固定資産の売却による収入 4 75

無形固定資産の取得による支出 △94 △87

関係会社株式の売却による収入 1,117 -

長期貸付けによる支出 △20 △227

長期貸付金の回収による収入 328 12

定期預金の預入による支出 △8,125 -

定期預金の払戻による収入 6,000 8,126

その他 △2 18

投資活動によるキャッシュ・フロー △25,660 △13,107

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入 210 829

自己株式の取得による支出 △4 △1

配当金の支払額 △10,741 △16,653

非支配株主への配当金の支払額 △44 -

財務活動によるキャッシュ・フロー △10,580 △15,825

現金及び現金同等物に係る換算差額 △628 2,249

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △5,568 30,026

現金及び現金同等物の期首残高 85,351 79,782

現金及び現金同等物の期末残高 79,782 109,809

（４）連結キャッシュ・フロー計算書
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（５）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。

日本 中国 韓国 台湾 アジア 米州 欧州 合計

21,712 37,389 18,725 27,721 15,737 9,727 10,068 141,083

日本 中国 韓国 台湾 アジア 米州 欧州 合計

24,910 57,138 19,457 36,846 19,708 12,452 12,344 182,857

日本 アジア 米州 欧州 合計

96,691 4,739 2,834 4,183 108,448

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前連結会計年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

当社グループは単一セグメントであるため、記載を省略しております。

当連結会計年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

当社グループは単一セグメントであるため、記載を省略しております。

【関連情報】

前連結会計年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

報告セグメントと同一区分のため、記載を省略しております。

２．地域ごとの情報

（1）売上高
（単位：百万円）

（注）売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

（2）有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を

省略しております。

３．主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、特定の顧客への売上高であって、連結損益及び包括利益計算書の売上高の10％以上

を占めるものがないため、記載を省略しております。

当連結会計年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

報告セグメントと同一区分のため、記載を省略しております。

２．地域ごとの情報

（1）売上高
（単位：百万円）

（注）売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

（2）有形固定資産

（単位：百万円）
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３．主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、特定の顧客への売上高であって、連結損益及び包括利益計算書の売上高の10％以上

を占めるものがないため、記載を省略しております。

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

当社グループは単一セグメントであるため、記載を省略しております。

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

当社グループは単一セグメントであるため、記載を省略しております。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

当社グループは単一セグメントであるため、記載を省略しております。

前連結会計年度
（自　2019年４月１日

至　2020年３月31日）

当連結会計年度
（自　2020年４月１日

至　2021年３月31日）

１株当たり純資産額 6,273.56円 6,967.29円

１株当たり当期純利益 769.56円 1,085.47円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 765.58円 1,080.82円

前連結会計年度
(自　2019年４月１日
至　2020年３月31日)

当連結会計年度
(自　2020年４月１日
至　2021年３月31日)

１株当たり当期純利益

親会社株主に帰属する当期純利益（百万円） 27,653 39,091

普通株主に帰属しない金額（百万円） - -

普通株式に係る親会社株主に帰属する

当期純利益（百万円）
27,653 39,091

期中平均株式数（千株） 35,934 36,013

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

親会社株主に帰属する当期純利益調整額

（百万円）
- -

普通株式増加数（千株） 186 154

（うち新株予約権（千株）） (186) (154)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１

株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在

株式の概要

2017年９月27日取締役会決議に

よる新株予約権

（新株予約権の個数 226個）

2020年７月21日取締役会決議に

よる新株予約権

（新株予約権の個数 109個）

（１株当たり情報）

（注）１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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４．その他

役員の異動

① 代表取締役の異動

該当事項はありません。

② その他の役員の異動

退任予定取締役

常務取締役 関家　英之（顧問 就任予定）

③ 退任予定日

2021年６月29日
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