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1. 2021年8月期の連結業績（2020年9月1日～2021年8月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(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8月期 5,217 △34.3 691 △21.4 670 △24.2 411 △45.1
2020年8月期 7,938 15.4 879 28.1 884 34.2 749 10.0

（注）包括利益 2021年8月期  422百万円 （△42.9％） 2020年8月期  740百万円 （9.1％）

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8月期 18.76 ― 5.7 7.1 13.2
2020年8月期 34.10 ― 11.1 9.8 11.1

（参考） 持分法投資損益 2021年8月期 ―百万円 2020年8月期 ―百万円

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8月期 8,846 7,383 83.5 336.89
2020年8月期 10,104 7,044 69.7 320.81

（参考） 自己資本 2021年8月期 7,383百万円 2020年8月期 7,044百万円

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8月期 1,629 △232 △126 3,326
2020年8月期 1,596 △55 △206 2,052

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8月期 ― 0.00 ― 3.50 3.50 76 10.3 1.1
2021年8月期 ― 0.00 ― 2.00 2.00 43 10.7 0.6
2022年8月期(予想) ― 0.00 ― 2.00 2.00 6.8

3. 2022年 8月期の連結業績予想（2021年 9月 1日～2022年 8月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率） 

（注）2022年8月期の期首より「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号）等を適用するため、上記の連結業績予想は当該会計基準等を適用し  
   た後の金額となっており、対前期及び対前年同四半期増減率は記載しておりません。詳細につきましては、添付資料「１．経営成績等の概況（４）今後 
   の見通し」をご覧ください。 

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) 2,350 ― 160 ― 149 ― 146 ― 6.69
通期 5,775 ― 661 ― 646 ― 641 ― 29.27

※ 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 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 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 135,348 株 2020年8月期 95,284 株
③ 期中平均株式数 2021年8月期 21,913,900 株 2020年8月期 21,963,603 株



（参考）個別業績の概要 

1. 2021年8月期の個別業績（2020年9月1日～2021年8月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(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8月期 5,134 △34.9 661 △18.9 644 △19.9 395 △42.2
2020年8月期 7,887 15.9 815 30.4 804 35.0 684 8.9

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8月期 18.04 ―
2020年8月期 31.17 ―

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8月期 8,559 7,126 83.3 325.14
2020年8月期 9,874 6,813 69.0 310.33

（参考） 自己資本 2021年8月期 7,126百万円 2020年8月期 6,813百万円

2. 2022年 8月期の個別業績予想（2021年 9月 1日～2022年 8月31日） 
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率） 

（注）2022年8月期の期首より「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号）等を適用するため、上記の個別業績予想は当該会計基準等を適用し  
   た後の金額となっており、対前期及び対前年同四半期増減率は記載しておりません。 

※ 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 
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り大きく異なる可能性があります。業績予想に関する事項については、3ページ「1．経営成績等の概況(4)今後の見通しをご覧くださ
い。 

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) 2,322 ― 169 ― 158 ― 156 ― 7.13
通期 5,711 ― 683 ― 668 ― 663 ― 30.26
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１．経営成績等の概況

（１）当期の経営成績の概況

当連結会計年度における国内経済は、製造業等で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、緊急事

態宣言が複数回発出され、経済活動が制限される時期もあるなど、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、ワクチン接種が進展する一方で、新型コロナウイルス変異株の感染が拡大し、先行きの不透明な状況

が続いております。

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、州や企業による再生可能エネルギー導

入が活発であることや、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、日本国内では電子部品業界など、好調な業

界を中心に設備投資の継続が見込まれています。また米国では、日系自動車関連企業を中心に、現地で製造や改造に

対応できる日本のFA装置メーカーへの需要が存在しています。

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、日本政府が温暖化ガス排出量削減目標を強化したこ

とで、比較的短期間に設置できる再生可能エネルギーである太陽光発電設備の設置が増加する見込みです。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、当連結会計年度の売上高は5,217百万円（前期比2,720百万円の減収）となり、やや予定を下回

りました。一方で、利益面においては、原価低減によって利益率が改善し、営業利益は691百万円（前期比188百万円

の減益）、経常利益は670百万円（前期比214百万円の減益）となり、予定を上回りました。また、米国における法人

税を計上し、繰延税金資産の一部を取り崩しましたが、親会社株主に帰属する当期純利益は411百万円（前期比337百

万円の減益）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、主要顧客である米国太陽電池メーカーに装置の改造や増設を行ったほか、その

他の米国太陽電池メーカーに向けて太陽電池製造装置を売上計上しました。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が、海外向けFA装置の一部案件において、顧客都合によるスケジュール変更があったこ

と等により、売上高は4,905百万円（前期比2,579百万円の減収）となり、やや予定を下回りました。一方で、原

価低減により利益率が向上し、営業利益は1,250百万円（前期比35百万円の減益）となり、予定を上回りまし

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311百万円（前期比141百万円の減収）、営業利益は29百万円（前期比113百万円の減益）となりました。

（２）当期の財政状態の概況

（資産）

当連結会計年度末における流動資産は4,971百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,209百万円の減少となり

ました。これは主として、現金及び預金の増加1,273百万円があった一方で、受取手形及び売掛金の減少1,395百

万円、仕掛品の減少958百万円、その他の流動資産のその他の減少130百万円があったことによるものでありま

す。固定資産は3,874百万円となり、前連結会計年度末に比べ48百万円の減少となりました。これは主として、

無形固定資産のその他の増加80百万円があった一方で、建物及び構築物の減少137百万円、繰延税金資産の減少

55百万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、8,846百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,258百万円の減少となりました。

（負債）

当連結会計年度末における流動負債は1,418百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,609百万円の減少となり

ました。これは主として、買掛金の減少300百万円、電子記録債務の減少807百万円、前受金の減少479百万円が

あったことによるものであります。固定負債は44百万円となり、前連結会計年度末に比べ11百万円の増加となり

ました。これは、退職給付に係る負債の増加11百万円があったことによるものであります。

この結果、負債合計は、1,462百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,597百万円の減少となりました。

（純資産）

当連結会計年度末における純資産合計は7,383百万円となり、前連結会計年度末に比べ339百万円の増加となり

ました。これは主として、利益剰余金の配当76百万円及び親会社株主に帰属する当期純利益411百万円によるも

のであります。
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2018年8月期 2019年8月期 2020年8月期 2021年8月期

自己資本比率(％) 71.8 81.0 69.7 83.5

時価ベースの自己資本比率(％) 93.9 90.5 86.9 182.3

キャッシュ・フロー対有利子負債比率(年) 0.3 － － －

インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍) 30.6 － 593.2 －

（３）当期のキャッシュ・フローの概況

　当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、税金等調整前当期純利益の計上670百

万円、減価償却費の計上、製品保証引当金の増加、売上債権の減少、たな卸資産の減少があった一方で、仕入債務

の減少、前受金の減少、有形及び無形固定資産の取得による支出、自己株式の取得による支出、配当金の支払額が

あったことにより、前連結会計年度末に比べ1,273百万円増加し、3,326百万円となりました。

　当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果取得した資金は1,629百万円(前連結会計年度は1,596百万円の取得)となりました。これは主と

して、税金等調整前当期純利益の計上670百万円、減価償却費の計上204百万円、製品保証引当金の増加50百万

円、売上債権の減少1,392百万円、たな卸資産の減少935百万円があった一方で、仕入債務の減少1,109百万円、

前受金の減少480百万円があ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）

投資活動の結果使用した資金は232百万円(前連結会計年度は55百万円の支出)となりました。これは主とし

て、有形及び無形固定資産の取得による支出233百万円があったこと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）

財務活動の結果使用した資金は126百万円(前連結会計年度は206百万円の支出)となりました。これは、配当金

の支払額76百万円、自己株式の取得による支出49百万円があったことによるものです。

（参考)　キャッシュ・フロー関連指標の推移

（注）　自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い

※各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。

※株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しています。

※キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の「営業活動によるキャッシュ・フロー」を

使用しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている

全ての負債を対象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の「利

息の支払額」を使用しております。

（４）今後の見通し

来期は太陽電池業界への装置提供や、納入済みの装置の改造案件のほか、日本および米国におけるFA装置の提

供、パネル検査サービス、国内外へのパネル解体ラインの提供等を予定しております。

以上の結果、来期の連結業績見通しにつきましては、売上高5,775百万円、営業利益661百万円、経常利益646百

万円、親会社株主に帰属する当期純利益641百万円となる見込みです。

なお、来期から「収益認識に関する会計基準」が適用され、海外向け装置の売上計上基準が船積基準から検収基

準に変更となります。上記業績予想は「収益認識に関する会計基準」を適用し、期中に検収を完了する案件を積み

上げて算出しております。

業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な

要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。

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、IFRS（国際財務報告基準）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：千円)

前連結会計年度
(2020年８月31日)

当連結会計年度
(2021年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,052,788 3,326,108

受取手形及び売掛金 2,245,993 850,289

電子記録債権 116,937 130,464

仕掛品 1,501,274 542,548

原材料及び貯蔵品 16,111 5,150

その他 247,996 117,058

流動資産合計 6,181,102 4,971,621

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 △1,880,190

減損損失累計額 △8,073 △8,073

建物及び構築物（純額） 2,107,679 1,970,597

機械及び装置 666,165 609,447

減価償却累計額 △150,499 △154,790

減損損失累計額 △456,940 △376,294

機械及び装置（純額） 58,726 78,362

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 299,520 303,112

減価償却累計額 △254,868 △226,400

減損損失累計額 △4,514 △4,514

その他（純額） 40,137 72,197

建設仮勘定 － 2,400

有形固定資産合計 3,754,592 3,671,608

無形固定資産

その他 37,116 117,488

無形固定資産合計 37,116 117,488

投資その他の資産

繰延税金資産 83,865 27,968

その他 47,929 57,700

投資その他の資産合計 131,795 85,669

固定資産合計 3,923,504 3,874,766

資産合計 10,104,606 8,846,387

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：千円)

前連結会計年度
(2020年８月31日)

当連結会計年度
(2021年８月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 388,325 87,420

電子記録債務 1,204,748 397,141

未払法人税等 91,485 51,280

前受金 864,481 384,714

賞与引当金 70,653 95,660

製品保証引当金 186,650 237,605

受注損失引当金 38,423 24,882

その他 183,264 139,702

流動負債合計 3,028,033 1,418,406

固定負債

退職給付に係る負債 32,528 44,306

固定負債合計 32,528 44,306

負債合計 3,060,561 1,462,713

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 1,850,776

自己株式 △39,214 △53,772

株主資本合計 7,024,587 7,352,600

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定 19,457 31,074

その他の包括利益累計額合計 19,457 31,074

純資産合計 7,044,045 7,383,674

負債純資産合計 10,104,606 8,846,387
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自　2019年９月１日
　至　2020年８月31日)

当連結会計年度
(自　2020年９月１日

　至　2021年８月31日)

売上高 7,938,097 5,217,273

売上原価 6,126,184 3,559,800

売上総利益 1,811,912 1,657,473

販売費及び一般管理費 ※１,※２ 932,195 ※１,※２ 966,369

営業利益 879,716 691,103

営業外収益

受取利息 53 69

為替差益 15,419 -

関係会社清算益 3,121 -

還付加算金 793 323

スクラップ売却益 2,078 1,808

受取事務手数料 - 440

その他 590 721

営業外収益合計 22,057 3,363

営業外費用

支払利息 2,293 -

為替差損 - 3,741

支払手数料 14,493 14,190

固定資産撤去費用 - 5,600

その他 126 536

営業外費用合計 16,913 24,068

経常利益 884,860 670,398

税金等調整前当期純利益 884,860 670,398

法人税、住民税及び事業税 92,243 133,098

過年度法人税等 - 70,216

法人税等調整額 43,593 55,921

法人税等合計 135,837 259,236

当期純利益 749,022 411,162

親会社株主に帰属する当期純利益 749,022 411,162

（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書

（連結損益計算書）
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自　2019年９月１日
　至　2020年８月31日)

当連結会計年度
(自　2020年９月１日

　至　2021年８月31日)

当期純利益 749,022 411,162

その他の包括利益

為替換算調整勘定 △8,342 11,616

その他の包括利益合計 △8,342 11,616

包括利益 740,680 422,778

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 740,680 422,778

非支配株主に係る包括利益 - -

（連結包括利益計算書）
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(単位：千円)

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 2,812,461 2,734,875 846,128 △431 6,393,033

当期変動額

剰余金の配当 △77,181 △77,181

親会社株主に帰属する当期
純利益

749,022 749,022

自己株式の取得 △49,986 △49,986

自己株式の処分 △1,504 11,203 9,699

自己株式処分差損の振替 1,504 △1,504 -

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

-

当期変動額合計 - - 670,336 △38,782 631,553

当期末残高 2,812,461 2,734,875 1,516,464 △39,214 7,024,587

その他の包括利益累計額

純資産合計
為替換算調整勘定

その他の包括利益
累計額合計

当期首残高 27,800 27,800 6,420,834

当期変動額

剰余金の配当 △77,181

親会社株主に帰属する当期
純利益

749,022

自己株式の取得 △49,986

自己株式の処分 9,699

自己株式処分差損の振替 -

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

△8,342 △8,342 △8,342

当期変動額合計 △8,342 △8,342 623,211

当期末残高 19,457 19,457 7,044,045

（３）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度（自　2019年９月１日　至　2020年８月31日）
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(単位：千円)

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 2,812,461 2,734,875 1,516,464 △39,214 7,024,587

当期変動額

剰余金の配当 △76,849 △76,849

親会社株主に帰属する当期
純利益

411,162 411,162

自己株式の取得 △49,997 △49,997

自己株式の処分 8,257 35,439 43,697

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

-

当期変動額合計 - 8,257 334,312 △14,557 328,012

当期末残高 2,812,461 2,743,133 1,850,776 △53,772 7,352,600

その他の包括利益累計額

純資産合計
為替換算調整勘定

その他の包括利益
累計額合計

当期首残高 19,457 19,457 7,044,045

当期変動額

剰余金の配当 △76,849

親会社株主に帰属する当期
純利益

411,162

自己株式の取得 △49,997

自己株式の処分 43,697

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

11,616 11,616 11,616

当期変動額合計 11,616 11,616 339,628

当期末残高 31,074 31,074 7,383,674

当連結会計年度（自　2020年９月１日　至　2021年８月31日）
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自　2019年９月１日
　至　2020年８月31日)

当連結会計年度
(自　2020年９月１日

　至　2021年８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 884,860 670,398

減価償却費 198,534 204,005

貸倒引当金の増減額（△は減少） △11,604 -

賞与引当金の増減額（△は減少） △3,162 25,006

製品保証引当金の増減額（△は減少） 186,650 50,955

受注損失引当金の増減額（△は減少） △2,660 △13,541

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 11,847 11,778

受取利息及び受取配当金 △53 △69

支払利息 2,293 -

売上債権の増減額（△は増加） △137,911 1,392,290

たな卸資産の増減額（△は増加） △902,510 935,065

仕入債務の増減額（△は減少） 716,645 △1,109,438

前受金の増減額（△は減少） 665,298 △480,590

その他 2,006 182,572

小計 1,610,232 1,868,431

利息及び配当金の受取額 53 69

利息の支払額 △2,690 -

法人税等の支払額 △11,474 △238,837

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,596,121 1,629,663

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出 △68,394 △233,147

有形固定資産の売却による収入 - 300

関係会社の清算による収入 7,621 -

その他 4,986 309

投資活動によるキャッシュ・フロー △55,786 △232,538

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出 △49,986 △49,997

配当金の支払額 △76,813 △76,283

リース債務の返済による支出 △79,558 -

財務活動によるキャッシュ・フロー △206,358 △126,281

現金及び現金同等物に係る換算差額 △439 2,475

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,333,536 1,273,320

現金及び現金同等物の期首残高 719,251 2,052,788

現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 2,052,788 ※１ 3,326,108

（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。

前連結会計年度
（2020年８月31日）

当連結会計年度
（2021年８月31日）

貸出コミットメントの総額 2,000,000千円 2,000,000千円

借入実行残高 －千円 －千円

差引額 2,000,000千円 2,000,000千円

前連結会計年度
（2020年８月31日）

当連結会計年度
（2021年８月31日）

当座貸越極度額の総額 500,000千円 500,000千円

借入実行残高 －千円 －千円

差引額 500,000千円 500,000千円

（連結貸借対照表関係）
　１　機動的かつ効率的な資金調達を目的に、金融機関２行と貸出コミットメント契約を締結しております。
貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

２　機動的かつ効率的な資金調達を目的に、金融機関１行と当座貸越契約を締結しております。当座貸越契
約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

前連結会計年度
（自　2019年９月１日

　　至　2020年８月31日）

当連結会計年度
（自　2020年９月１日

　　至　2021年８月31日）

役員報酬 111,099千円 122,098千円

給料手当 306,095千円 298,873千円

賞与引当金繰入額 40,287千円 50,117千円

退職給付費用 4,521千円 4,336千円

旅費交通費 50,628千円 23,919千円

支払手数料 69,849千円 71,791千円

減価償却費 47,973千円 43,450千円

貸倒引当金繰入額 △11,604千円 -千円

研究開発費 68,776千円 65,149千円

前連結会計年度
（自　2019年９月１日

　　至　2020年８月31日）

当連結会計年度
（自　2020年９月１日

　　至　2021年８月31日）

68,776千円 65,149千円

（連結損益計算書関係）
※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。

※２　一般管理費に含まれている研究開発費

前連結会計年度
（自　2019年９月１日

至　2020年８月31日）

当連結会計年度
（自　2020年９月１日

至　2021年８月31日）

現金及び預金勘定 2,052,788千円 3,326,108千円

現金及び現金同等物 2,052,788千円 3,326,108千円

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
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(単位：千円）

装置関連事業 環境関連事業 合計
調整額
(注)１

連結損益計算書
計上額(注)２

売上高

外部顧客への売上高 7,485,023 453,073 7,938,097 － 7,938,097

セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － －

計 7,485,023 453,073 7,938,097 － 7,938,097

セグメント利益 1,286,282 143,242 1,429,525 △549,809 879,716

その他の項目（注）３

減価償却費 149,935 21,089 171,025 27,509 198,534

(単位：千円）

装置関連事業 環境関連事業 合計
調整額
(注)１

連結損益計算書
計上額(注)２

売上高

外部顧客への売上高 4,905,402 311,870 5,217,273 － 5,217,273

セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － －

計 4,905,402 311,870 5,217,273 － 5,217,273

セグメント利益 1,250,599 29,645 1,280,245 △589,141 691,103

その他の項目（注）３

減価償却費 147,535 23,589 171,125 32,880 204,005

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

１．報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が

経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものでありま

す。当社は、事業部門別セグメントから構成されており、「装置関連事業」、「環境関連事業」の２つ

を報告セグメントとしております。

　「装置関連事業」は、各種ＦＡ装置等の開発・製造・販売に関する事業を行っております。

　「環境関連事業」は、太陽光パネル検査機器・検査サービス、太陽光パネル解体装置、太陽光パネル

のリユース・リサイクルの販売、植物工場ビジネスに関する事業を行っております。

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表を作成するために採用される会計

方針に準拠した方法であります。

３．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失、その他の項目の金額に関する情報

前連結会計年度（自　2019年９月１日　至　2020年８月31日）

（注）１．セグメント利益の調整額は、全社費用であります。全社費用は、報告セグメントに帰属しない一
般管理費であります。

２．セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
３．セグメント資産については、事業セグメントに資産を配分していないため記載しておりません。

ただし、配賦されていない償却資産の減価償却費は、合理的な配賦基準で各事業セグメントに配賦
しております。

当連結会計年度（自　2020年９月１日　至　2021年８月31日）

（注）１．セグメント利益の調整額は、全社費用であります。全社費用は、報告セグメントに帰属しない一
般管理費であります。

２．セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
３．セグメント資産については、事業セグメントに資産を配分していないため記載しておりません。

ただし、配賦されていない償却資産の減価償却費は、合理的な配賦基準で各事業セグメントに配賦
しております。
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前連結会計年度
（自　2019年９月１日

至　2020年８月31日）

当連結会計年度
（自　2020年９月１日

至　2021年８月31日）

１株当たり純資産額 320.81円 １株当たり純資産額 336.89円

１株当たり当期純利益 34.10円 １株当たり当期純利益 18.76円

項目
前連結会計年度

（自　2019年９月１日
至　2020年８月31日）

当連結会計年度
（自　2020年９月１日

至　2021年８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（千円） 749,022 411,162

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益

  （千円)
749,022 411,162

普通株式の期中平均株式数（株） 21,963,603 21,913,900

（１株当たり情報）

（注）１．潜在株式調整後１株当たり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。

２．１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）

（自己株式の取得）

当社は、2021年10月12日開催の取締役会におきまして、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用さ

れる同法156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について、以下のとおり決議いたしました。

１．自己株式の取得を行う理由

資本効率の向上を通じて株主利益の向上を図るため、また、経営環境の変化に対応した機動的な資本政

策の遂行を可能にするため、自己株式の取得を実施いたします。

２．取得に係る事項の内容

（１）取得する株式の種類

当社普通株式

（２）取得する株式の総数

450,000株（上限）

（発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合2.05％）

（３）取得価額の総額

350,000,000円（上限）

（４）取得期間

2021年10月13日～2021年12月29日

（５）取得方法

東京証券取引所における市場買付
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セグメントの名称 生産高（千円） 前期比(％)

装置関連事業 3,532,169 40.7

環境関連事業 294,959 59.0

合計 3,827,128 41.7

セグメントの名称
受注高

(千円)

前期比

(％)

受注残高

(千円)

前期比

(％)

装置関連事業 5,363,363 154.9 3,927,041 113.2

環境関連事業 215,708 59.7 101,067 51.2

合計 5,579,071 145.9 4,028,108 109.9

セグメントの名称 販売高(千円) 前期比(％)

装置関連事業 4,905,402 65.5

環境関連事業 311,870 68.8

合計 5,217,273 65.7

４．その他

 生産、受注及び販売の状況

（１）　生産実績

当連結会計年度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

当連結会計年度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

当連結会計年度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。
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