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1. 2021年8月期第3四半期の連結業績（2020年9月1日～2021年5月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 ％

2021年8月期第3四半期 4,569 20.0 822 122.7 801 118.0 576 63.2
2020年8月期第3四半期 3,806 14.1 369 24.6 367 34.7 353 31.4

（注）包括利益 2021年8月期第3四半期  586百万円 （68.2％） 2020年8月期第3四半期  348百万円 （29.3％）

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

2021年8月期第3四半期 26.31 ―
2020年8月期第3四半期 16.08 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

2021年8月期第3四半期 9,096 7,547 83.0
2020年8月期 10,104 7,044 69.7
（参考）自己資本 2021年8月期第3四半期 7,547百万円 2020年8月期 7,044百万円

2. 配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無 

 

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

2020年8月期 ― 0.00 ― 3.50 3.50
2021年8月期 ― 0.00 ―
2021年8月期（予想） 2.00 2.00

3. 2021年 8月期の連結業績予想（2020年 9月 1日～2021年 8月31日）  
（％表示は、対前期増減率） 

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無  

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 5,539 △30.2 515 △41.4 492 △44.3 328 △56.1 15.01



(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 

(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 
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、当社と
してその実現を約束する趣旨のものではありません。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
予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決算短信添付資料2ページ「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。 

※ 注記事項

新規 ― 社 （社名） 、 除外 ― 社 （社名）

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） 2021年8月期3Q 22,052,426 株 2020年8月期 22,052,426 株
② 期末自己株式数 2021年8月期3Q 135,348 株 2020年8月期 95,284 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年8月期3Q 21,912,829 株 2020年8月期3Q 21,965,773 株
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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３四半期連結累計期間における国内経済は、製造業を中心に設備投資や企業収益に持ち直しの動きが見ら

れたものの、個人消費や雇用情勢は弱い動きとなるなど、依然として厳しい状況にあります。また、世界経済に

おいても、新型コロナウイルス感染症により、依然として先行きの見通しが立ちにくい状況となっております。

当社の装置関連事業が主な対象とする、米国太陽電池関連市場については、州や企業の再生可能エネルギー導

入の取り組みが活発に行われていることに加え、バイデン政権の政策の後押しにより順調に成長しており、前年

を上回る太陽光発電設備の新規設置が予測されています。太陽電池製造装置以外のFA装置に関しては、日本国内

で電子部品業界など、好調な業界を中心に設備投資が回復しています。

当社の環境関連事業が属する太陽光発電業界におきましては、日本政府が従来より高い温暖化ガス排出量削減

目標を示したことで、比較的短期間に設置できる再生可能エネルギーとして自家発電用などで太陽光発電への注

目が高まっています。また、将来的なパネルの大量排出を見据え、世界的に排出パネルのリユースおよび適正な

リサイクルの方法や処理体制の整備の必要性が増していますが、特に欧州ではパネルの排出量が既に増えてお

り、パネル解体装置のニーズが増加しています。

このような状況下、当第３四半期連結累計期間の売上高は4,569百万円（前年同期比763百万円の増収）とな

り、ほぼ予定通りとなりました。利益面においては、原価低減により利益率が改善したことと、販売費及び一般

管理費が予定を下回ったことにより、営業利益は822百万円（前年同期比453百万円の増益）、経常利益は801百

万円（前年同期比433百万円の増益）、親会社株主に帰属する四半期純利益は576百万円（前年同期比223百万円

の増益）となり、予定を上回りました。

セグメントの業績は、次のとおりです。

①装置関連事業

装置関連事業におきましては、米国太陽電池メーカーの製造ライン向けに納入した装置の改造や増設、立ち上

げ作業を行いました。また、国内電子部品業界を中心にFA装置を売上計上しました。この結果、売上高は概ね予

定通りの4,322百万円（前年同期比906百万円の増収）となりました。一方で、原価低減により利益率が向上し、

営業利益は1,206百万円（前年同期比571百万円の増益）となりました。

②環境関連事業

環境関連事業におきましては、太陽光発電所の検査サービスの売上を予定通り計上したほか、パネルのリユー

ス販売、リサイクル処理、パネル解体装置の提供、植物工場ビジネスによる売上がありました。この結果、売上

高は246百万円（前年同期比143百万円の減収）、営業利益は45百万円（前年同期比92百万円の減益）となりまし

た。

（２）財政状態に関する説明

資産、負債及び純資産の状況

（資産）

当第３四半期連結会計期間末における流動資産は5,217百万円となり、前連結会計年度末に比べ963百万円の

減少となりました。これは主として、現金及び預金の増加1,460百万円があった一方で、受取手形及び売掛金

の減少1,175百万円、電子記録債権の減少109百万円、仕掛品の減少1,000百万円、流動資産その他の減少128百

万円があったことによるものであります。固定資産は3,878百万円となり、前連結会計年度末に比べ44百万円

の減少となりました。これは主として、有形固定資産その他(純額)の増加34百万円、投資その他の資産のその

他の増加12百万円があった一方で、建物及び構築物(純額)の減少96百万円があったことによるものでありま

す。

この結果、総資産は、9,096百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,008百万円の減少となりました。

（負債）

当第３四半期連結会計期間末における流動負債は1,507百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,520百万円

の減少となりました。これは主として、買掛金の減少255百万円、電子記録債務の減少706百万円、前受金の減

少580百万円があったことによるものであります。固定負債は40百万円となり、前連結会計年度末に比べ8百万

円の増加となりました。これは、退職給付に係る負債の増加8百万円によるものであります。

この結果、負債合計は、1,548百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,512百万円の減少となりました。

（純資産）

当第３四半期連結会計期間末における純資産合計は7,547百万円となり、前連結会計年度末に比べ503百万円

の増加となりました。これは主として、親会社株主に帰属する四半期純利益576百万円の計上があった一方

で、剰余金の配当76百万円、自己株式の取得49百万円があ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

当第３四半期連結累計期間の業績は予定を上回って推移しましたが、第４四半期会計期間は元々低調となる

見込のため、2021年８月期（2020年９月１日～2021年８月31日）の通期業績予想につきましては、2021年４月12

日に公表しております「第2四半期業績予想と実績値との差異並びに通期業績予想の修正に関するお知らせ」の

内容と同一です。
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年８月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,052,788 3,513,667

受取手形及び売掛金 2,245,993 1,070,193

電子記録債権 116,937 7,238

仕掛品 1,501,274 500,846

原材料及び貯蔵品 16,111 6,283

その他 247,996 119,119

流動資産合計 6,181,102 5,217,348

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 3,835,381 3,858,861

減価償却累計額 △1,719,629 △1,839,774

減損損失累計額 △8,073 △8,073

建物及び構築物（純額） 2,107,679 2,011,014

機械及び装置 666,165 582,006

減価償却累計額 △150,499 △152,636

減損損失累計額 △456,940 △376,294

機械及び装置（純額） 58,726 53,075

土地 1,548,050 1,548,050

リース資産 763,520 -

減価償却累計額 △527,377 -

減損損失累計額 △236,142 -

リース資産（純額） - -

その他 299,520 309,525

減価償却累計額 △254,868 △230,096

減損損失累計額 △4,514 △4,514

その他（純額） 40,137 74,915

建設仮勘定 - 3,210

有形固定資産合計 3,754,592 3,690,265

無形固定資産

その他 37,116 45,679

無形固定資産合計 37,116 45,679

投資その他の資産

繰延税金資産 83,865 82,553

その他 47,929 60,308

投資その他の資産合計 131,795 142,862

固定資産合計 3,923,504 3,878,807

資産合計 10,104,606 9,096,155

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

- 3 -

（株）エヌ・ピー・シー (6255)　2021年8月期　第3四半期決算短信



(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年８月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年５月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 388,325 132,514

電子記録債務 1,204,748 498,585

未払法人税等 91,485 105,201

前受金 864,481 283,842

賞与引当金 70,653 58,122

製品保証引当金 186,650 241,085

受注損失引当金 38,423 24,882

その他 183,264 163,649

流動負債合計 3,028,033 1,507,883

固定負債

退職給付に係る負債 32,528 40,660

固定負債合計 32,528 40,660

負債合計 3,060,561 1,548,543

純資産の部

株主資本

資本金 2,812,461 2,812,461

資本剰余金 2,734,875 2,743,133

利益剰余金 1,516,464 2,016,142

自己株式 △39,214 △53,772

株主資本合計 7,024,587 7,517,965

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定 19,457 29,645

その他の包括利益累計額合計 19,457 29,645

純資産合計 7,044,045 7,547,611

負債純資産合計 10,104,606 9,096,155
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(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自　2019年９月１日
　至　2020年５月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2020年９月１日

　至　2021年５月31日)

売上高 3,806,211 4,569,224

売上原価 2,750,262 3,030,850

売上総利益 1,055,949 1,538,373

販売費及び一般管理費 686,822 716,200

営業利益 369,127 822,173

営業外収益

受取利息 37 28

為替差益 6,656 -

関係会社清算益 3,121 -

還付加算金 546 323

スクラップ売却益 2,015 796

雇用調整助成金 108 324

受取事務手数料 - 440

その他 447 327

営業外収益合計 12,935 2,240

営業外費用

支払利息 2,114 -

支払手数料 12,417 12,053

為替差損 - 4,919

固定資産撤去費用 - 5,600

その他 60 617

営業外費用合計 14,593 23,190

経常利益 367,468 801,223

税金等調整前四半期純利益 367,468 801,223

法人税、住民税及び事業税 10,419 153,145

過年度法人税等 - 70,216

法人税等調整額 3,772 1,334

法人税等合計 14,191 224,695

四半期純利益 353,276 576,528

親会社株主に帰属する四半期純利益 353,276 576,528

（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３四半期連結累計期間）

- 5 -

（株）エヌ・ピー・シー (6255)　2021年8月期　第3四半期決算短信



(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自　2019年９月１日
　至　2020年５月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2020年９月１日

　至　2021年５月31日)

四半期純利益 353,276 576,528

その他の包括利益

為替換算調整勘定 △4,411 10,188

その他の包括利益合計 △4,411 10,188

四半期包括利益 348,865 586,716

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 348,865 586,716

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３四半期連結累計期間）
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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。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

セグメントの名称

当第３四半期連結累計期間

(自  2020年９月１日

至  2021年５月31日)

(千円)

前年同期比

(％)

装置関連事業 2,850,627 41.1

環境関連事業 229,262 57.3

合計 3,079,889 42.0

セグメントの名称
受注高

(千円)

前年同期比

(％)

受注残高

(千円)

前年同期比

(％)

装置関連事業 2,376,598 84.6 1,523,448 22.1

環境関連事業 126,068 58.4 76,303 66.9

合計 2,502,667 82.7 1,599,752 22.9

セグメントの名称

当第３四半期連結累計期間

(自  2020年９月１日

至  2021年５月31日)

(千円)

前年同期比

(％)

装置関連事業 4,322,230 126.5

環境関連事業 246,994 63.2

合計 4,569,224 120.0

３．補足情報

生産、受注及び販売の状況

（１）生産実績

当第３四半期連結累計期間の生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりです。

(注）１．金額は販売価格によっております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

（２）受注状況

当第３四半期連結累計期間の受注状況をセグメントごとに示すと、次のとおりです。

(注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

（３）販売実績

当第３四半期連結累計期間の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりです。

(注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

- 7 -

（株）エヌ・ピー・シー (6255)　2021年8月期　第3四半期決算短信


