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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）

(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 8,003 12.1 1,102 26.1 1,160 30.5 875 34.9

2020年8月期 7,136 17.9 874 53.6 889 72.6 648 84.3

（注）包括利益 2021年8月期　　932百万円 （47.9％） 2020年8月期　　630百万円 （106.1％）

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 101.96 ― 13.6 9.5 13.8

2020年8月期 75.60 ― 11.3 8.4 12.3

（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

(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8月期 12,914 6,844 52.9 795.56

2020年8月期 11,403 6,006 52.7 699.73

（参考） 自己資本 2021年8月期 6,828百万円 2020年8月期 6,006百万円

(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8月期 △185 △226 169 2,679

2020年8月期 △66 △377 659 2,830

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 ― 4.00 ― 6.00 10.00 85 13.2 1.5

2021年8月期 ― 5.00 ― 7.00 12.00 103 11.8 1.6

2022年8月期(予想) ― 6.00 ― 6.00 12.00 6.9

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）

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) 5,200 43.5 900 102.6 900 87.1 600 68.7 69.90

通期 11,500 43.7 2,000 81.4 2,000 72.3 1,500 71.4 174.75

（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
額となっております。なお、増減率は、適用前の対前期及び対前年同四半期の業績を基礎に算定しております。



※ 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8月期 8,586,000 株 2020年8月期 8,586,000 株

② 期末自己株式数 2021年8月期 2,141 株 2020年8月期 2,061 株

③ 期中平均株式数 2021年8月期 8,583,898 株 2020年8月期 8,583,952 株

（参考）個別業績の概要

2021年8月期の個別業績（2020年9月1日～2021年8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8月期 6,146 3.1 652 △11.0 748 5.5 556 9.8

2020年8月期 5,960 28.3 733 36.6 708 58.9 506 66.1

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
円 銭 円 銭

2021年8月期 64.80 ―

2020年8月期 59.04 ―

(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8月期 9,184 5,328 58.0 620.72

2020年8月期 7,972 4,866 61.0 566.93

（参考） 自己資本 2021年8月期 5,328百万円 2020年8月期 4,866百万円

※ 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

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不安定要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等
により、上記予想数値と異なる場合があります。
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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）

売上高 7,136,822 8,003,320

売上総利益 2,761,089 3,157,714

営業利益 874,463 1,102,501

経常利益 889,094 1,160,608

親会社株主に帰属する当期純利益 648,981 875,218

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）

売上高 営業利益 売上高 営業利益

半導体・液晶関連事業（当社等） 6,435,393 948,580 6,748,175 986,155

研究機関・大学関連事業（IDX） 701,429 △79,222 1,255,145 70,174

合計 7,136,822 869,357 8,003,320 1,056,329

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我が国及び世界経済は、経済・個人消費等が緩やかながら回復基調で推移していたもの

の、新型コロナウイルス（以下、「新型コロナ」という。）の感染が再拡大し変異株が猛威を振るう中、各国の経

済対策や感染拡大防止策、ワクチン接種の加速により、緩やかに経済の正常化へ向けた動きが見られました。

　半導体・液晶関連事業（当社等）におきましては、米中関係の地政学リスクにより半導体不足が懸念されている

中、5Gの通信機器、リモートワークやオンライン会議などのPC並びにデータセンター向けの半導体需要の拡大、自

動車向け半導体需要の急増等により、半導体メーカー各社の設備投資が上方修正されました。

　当社等においては、半導体業界の設備投資動向から円滑な生産・出荷に向けた国内生産ラインの整備、ベトナム

子会社に生産管理システムの導入及び生産ラインの増強に取り組んでまいりました。

　このような中、第３四半期（３-５月）終盤にベトナム子会社が所在する地域において急速に新型コロナの感染

が拡大し、周辺地域のロックダウン実施により、ベトナム子会社の操業が著しく低下したものの、ベトナム国内で

の徹底した感染防止策により、第４四半期（６-８月）内でその影響は解消され、さらなる生産量拡大に取り組み

ました。

　研究機関・大学関連事業（IDX）におきましては、重粒子線がん治療装置用電源及び加速器用電源等の出荷によ

り売上高、利益ともに好調に推移し、一般産業向け製品の受注獲得に注力いたしました。

　この結果、当社グループの当連結会計年度における経営成績は、売上高8,003,320千円（前期比12.1％増加）、

営業利益1,102,501千円（前期比26.1％増加）、経常利益1,160,608千円（前期比30.5％増加）、親会社株主に帰属

する当期純利益875,218千円（前期比34.9％増加）となりました。

セグメントの経営成績は、次のとおりであります。

　半導体・液晶関連事業（当社等）におきましては、売上高6,748,175千円（前期比4.9％増加）、営業利益

986,155千円（前期比4.0％増加）となりました。

　研究機関・大学関連事業（IDX）におきましては、売上高1,255,145千円（前期比78.9％増加）、営業利益70,174

千円（前期は営業損失79,222千円）となりました。

　当連結会計年度の経営成績は、次のとおりであります。

単位：千円

単位：千円

注１．売上高は、各セグメントの外部顧客に対する売上高を表しております。

　２．営業利益は、各セグメントの営業利益又は営業損失（△）を表しております。
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（注）文中表記について

（当社等）

　当社、Adtec Technology,Inc.、Adtec Europe Limited、Phuc Son Technology Co.,Ltd.、

Hana Technology Co.,Ltd.、愛笛科技有限公司及び蘇州啐啄電子有限公司を表しております。

（IDX）

　株式会社IDXを表しております。

(2）当期の財政状態の概況

　当連結会計年度末の資産合計は12,914,210千円であり、前連結会計年度末と比較して1,510,966千円増加してお

ります。

　これは、仕掛品の増加（540,321千円）、原材料及び貯蔵品の増加（812,477千円）等によるものであります。

　当連結会計年度末の負債合計は6,069,797千円であり、前連結会計年度末と比較して672,963千円増加しておりま

す。

　これは、買掛金の増加（190,645千円）、短期借入金の減少（300,000千円）、社債の増加（500,000千円）等に

よるものであります。なお、当連結会計年度末における有利子負債残高は4,815,315千円であります。

　当連結会計年度末の純資産合計は6,844,413千円であり、前連結会計年度末と比較して838,003千円増加しており

ます。

　これは、利益剰余金の増加（780,795千円）等によるものであります。

(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連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末と比

較して151,247千円減少し、当連結会計年度末は2,679,287千円となりました。

　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あります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果使用した資金は、185,493千円（前連結会計年度は66,508千円の使用）となりました。

　これは、税金等調整前当期純利益1,159,268千円、減価償却費201,750千円、仕入債務の増加額175,004千円等の

資金増加要因、売上債権の増加額167,127千円、たな卸資産の増加額1,194,006千円、法人税等の支払額339,816千

円等の資金減少要因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、226,140千円（前連結会計年度は377,805千円の使用）となりました。

　これは、有形固定資産の取得による支出144,373千円、無形固定資産の取得による支出52,166千円等の資金減少

要因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）

　財務活動の結果獲得した資金は、169,618千円（前連結会計年度は659,296千円の獲得）となりました。

　これは、長期借入れによる収入350,000千円、社債の発行による収入483,460千円の資金増加要因、短期借入金の

純減少額300,000千円、長期借入金の返済による支出269,564千円等の資金減少要因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（％） 53.6 55.6 52.7 52.9

時価ベースの自己資本比率（％） 117.4 58.9 86.2 111.7

債務償還年数（年） ― 6.0 ― ―

インタレスト・カバレッジ・レシオ ― 23.7 ― ―

【キャッシュ・フローの指標トレンド】

注１．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算定しております。

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

債務償還年数　　　　　　　　　　　：　有利子負債　／　営業活動によるキャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ　：　営業活動によるキャッシュ・フロー　／　利払い

２．2018年８月期、2020年８月期及び2021年８月期は、営業キャッシュ・フローがマイナスのため、債務償還年

数及びインタレスト・カバレッジ・レシオは記載しておりません。

(4）今後の見通し

　2022年８月期においても、新型コロナの動向や米中摩擦の拡大など不安定要素はあるものの、旺盛な半導体需要

を背景として引き続き設備投資が活発に行われるものと予想しております。

　半導体・液晶関連事業（当社等）におきましては、好調な受注動向に対応するため、当社グループ全体での生産

量増加に向けた生産ラインの整備に取り組むとともに、生産効率の向上と品質向上に注力してまいります。

　研究機関・大学関連事業（IDX）におきましては、一般産業用向け製品の受注獲得のため営業活動を推進し、新

たな収益基盤の構築に取り組んでまいります。

　また、当社グループ全体といたしまして、顧客からの新製品開発ニーズに対応するべく、グループ拠点の活用と

優秀な人材の確保及び育成に努めるとともに、営業及び生産面においてもグループ連携の強化を図り、業績進展に

引き続き注力していく方針であります。

(5）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

　当社は、株主に対する利益還元を経営上の重要課題の一つとして認識しております。安定的な経営基盤の確保と

株主資本利益率の向上に配慮しつつ、配当につきましては、継続的な安定配当を基本方針としております。

　内部留保資金につきましては、今後の財務体質の強化及び市場ニーズに応える製品開発等、積極的に投資し、業

況の拡大に努めてまいる所存であります。

　2021年８月期の期末配当金につきましては、１株につき７円を予定しております。中間配当金は、１株につき５

円実施させて頂いておりますので、年間配当金は、１株につき12円となります。

　詳細につきましては、本日公表の「剰余金の配当に関するお知らせ」をご覧ください。

　2022年８月期の配当の予想につきましては、現時点では12円（うち、中間配当にて６円）を計画しております。

２．会計基準の選択に関する基本的な考え方

　当社グループは日本基準を採用しており、国際会計基準への変更は検討しておりませんが、国際会計基準の動向につ

いては、情報収集に努めてまいります。
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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 3,030,136 2,908,488

受取手形及び売掛金 1,774,754 1,957,687

製品 796,180 624,158

仕掛品 1,277,101 1,817,423

原材料及び貯蔵品 2,186,694 2,999,172

前払費用 50,074 60,041

未収入金 471,977 620,290

その他 21,582 16,522

流動資産合計 9,608,502 11,003,785

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 1,401,050 1,428,057

減価償却累計額 △706,129 △752,299

建物及び構築物（純額） 694,921 675,757

車両運搬具 43,405 43,505

減価償却累計額 △37,940 △40,122

車両運搬具（純額） 5,464 3,382

工具、器具及び備品 1,314,666 1,495,573

減価償却累計額 △860,710 △969,115

工具、器具及び備品（純額） 453,956 526,458

土地 236,519 236,519

使用権資産 158,748 164,753

減価償却累計額 △8,795 △13,362

使用権資産（純額） 149,953 151,390

有形固定資産合計 1,540,815 1,593,509

無形固定資産 153,669 181,259

投資その他の資産

投資有価証券 2,740 1,400

繰延税金資産 38,718 65,734

その他 73,147 82,872

貸倒引当金 △14,350 △14,350

投資その他の資産合計 100,256 135,656

固定資産合計 1,794,741 1,910,425

資産合計 11,403,244 12,914,210

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 246,057 436,703

短期借入金 3,100,000 2,800,000

１年内返済予定の長期借入金 249,564 318,989

未払金 155,880 278,955

未払費用 69,991 108,054

未払法人税等 234,677 203,436

その他 34,911 95,438

流動負債合計 4,091,083 4,241,577

固定負債

社債 － 500,000

長期借入金 1,185,315 1,196,326

繰延税金負債 6,509 4,958

退職給付に係る負債 19,312 29,753

資産除去債務 94,048 95,652

その他 566 1,528

固定負債合計 1,305,750 1,828,219

負債合計 5,396,833 6,069,797

純資産の部

株主資本

資本金 835,598 835,598

資本剰余金 908,160 908,160

利益剰余金 4,342,068 5,122,864

自己株式 △480 △605

株主資本合計 6,085,346 6,866,017

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定 △78,936 △37,042

その他の包括利益累計額合計 △78,936 △37,042

非支配株主持分 － 15,438

純資産合計 6,006,410 6,844,413

負債純資産合計 11,403,244 12,914,210
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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 7,136,822 8,003,320

売上原価 4,375,733 4,845,606

売上総利益 2,761,089 3,157,714

販売費及び一般管理費 1,886,625 2,055,213

営業利益 874,463 1,102,501

営業外収益

受取利息 1,190 732

受取配当金 383 －

為替差益 2,427 96,989

補助金収入 13,930 －

助成金収入 4,427 9,056

受取家賃 9,285 1,613

その他 12,165 7,281

営業外収益合計 43,809 115,673

営業外費用

支払利息 28,290 29,010

社債発行費 － 16,539

その他 888 12,016

営業外費用合計 29,178 57,566

経常利益 889,094 1,160,608

特別利益

投資有価証券売却益 1,722 －

特別利益合計 1,722 －

特別損失

投資有価証券売却損 4,131 －

投資有価証券評価損 － 1,340

特別損失合計 4,131 1,340

税金等調整前当期純利益 886,685 1,159,268

法人税、住民税及び事業税 252,420 296,957

法人税等調整額 114 △28,346

法人税等合計 252,534 268,611

当期純利益 634,150 890,657

非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に

帰属する当期純損失（△）
△14,830 15,438

親会社株主に帰属する当期純利益 648,981 875,218

（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 634,150 890,657

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 4,703 －

為替換算調整勘定 △8,330 41,894

その他の包括利益合計 △3,627 41,894

包括利益 630,523 932,551

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 645,354 917,112

非支配株主に係る包括利益 △14,830 15,438

（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 835,598 908,160 3,761,758 △447 5,505,070

当期変動額

剰余金の配当 △68,671 △68,671

親会社株主に帰属する
当期純利益

648,981 648,981

自己株式の取得 △33 △33

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当期変動額合計 － － 580,310 △33 580,276

当期末残高 835,598 908,160 4,342,068 △480 6,085,346

その他の包括利益累計額

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
その他の包括利益累
計額合計

当期首残高 △4,703 △70,605 △75,309 14,830 5,444,591

当期変動額

剰余金の配当 △68,671

親会社株主に帰属する
当期純利益

648,981

自己株式の取得 △33

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

4,703 △8,330 △3,627 △14,830 △18,458

当期変動額合計 4,703 △8,330 △3,627 △14,830 561,818

当期末残高 － △78,936 △78,936 － 6,006,410

（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 835,598 908,160 4,342,068 △480 6,085,346

当期変動額

剰余金の配当 △94,423 △94,423

親会社株主に帰属する
当期純利益

875,218 875,218

自己株式の取得 △125 △125

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当期変動額合計 － － 780,795 △125 780,670

当期末残高 835,598 908,160 5,122,864 △605 6,866,017

その他の包括利益累計額

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
その他の包括利益累
計額合計

当期首残高 － △78,936 △78,936 － 6,006,410

当期変動額

剰余金の配当 △94,423

親会社株主に帰属する
当期純利益

875,218

自己株式の取得 △125

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

41,894 41,894 15,438 57,332

当期変動額合計 － 41,894 41,894 15,438 838,003

当期末残高 － △37,042 △37,042 15,438 6,844,413

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 886,685 1,159,268

減価償却費 155,085 201,750

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 4,669 10,453

受取利息及び受取配当金 △1,574 △732

支払利息 28,290 29,010

為替差損益（△は益） △12,033 △128,323

社債発行費 － 16,539

投資有価証券売却損益（△は益） 2,409 －

投資有価証券評価損益（△は益） － 1,340

売上債権の増減額（△は増加） △394,365 △167,127

たな卸資産の増減額（△は増加） △842,837 △1,194,006

その他の資産の増減額（△は増加） 40,197 △22,401

仕入債務の増減額（△は減少） 88,451 175,004

その他の負債の増減額（△は減少） 28,816 175,338

未払消費税等の増減額（△は減少） △180,942 △74,621

小計 △197,146 181,492

利息及び配当金の受取額 1,458 707

利息の支払額 △29,179 △27,876

法人税等の支払額 △43,920 △339,816

法人税等の還付額 202,279 －

営業活動によるキャッシュ・フロー △66,508 △185,493

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加） △9,600 △29,600

有形固定資産の取得による支出 △274,238 △144,373

無形固定資産の取得による支出 △113,059 △52,166

投資有価証券の売却による収入 15,504 －

その他 3,589 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △377,805 △226,140

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） 850,000 △300,000

長期借入れによる収入 260,000 350,000

長期借入金の返済による支出 △381,771 △269,564

社債の発行による収入 － 483,460

配当金の支払額 △68,899 △94,152

自己株式の取得による支出 △33 △125

財務活動によるキャッシュ・フロー 659,296 169,618

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4,228 90,767

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 210,754 △151,247

現金及び現金同等物の期首残高 2,619,781 2,830,535

現金及び現金同等物の期末残高 2,830,535 2,679,287

（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。

セグメントの名称 主要製品

半導体・液晶関連事業 高周波電源、マッチングユニット

研究機関・大学関連事業 直流電源

単位：千円

半導体・液晶関
連事業

研究機関・大学
関連事業

合計
調整額

（注１、３）

連結財務諸表
計上額
（注２）

売上高

外部顧客への売上高 6,435,393 701,429 7,136,822 － 7,136,822

セグメント間の内部
売上高又は振替高 14,077 28,571 42,649 △42,649 －

計 6,449,471 730,000 7,179,471 △42,649 7,136,822

セグメント利益又は損
失（△） 948,580 △79,222 869,357 5,105 874,463

セグメント資産 9,457,117 2,036,937 11,494,055 △90,811 11,403,244

その他の項目

減価償却費 118,700 36,085 154,785 299 155,085

支払利息 12,083 16,207 28,290 － 28,290

（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

　当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務諸表が入手可能であ

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。

　当社グループは、製品の販売、生産体制やサービスの類似性に基づき、事業の種類別に区分した単位に

より事業活動を展開しております。

　したがって、当社グループは事業の種類別に基づき、「半導体・液晶関連事業」及び「研究機関・大学

関連事業」の２つを報告セグメントとしております。

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、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事

項」における記載と概ね同一であります。

　報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。

　セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。

３．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．セグメント利益又は損失（△）の調整額5,105千円は、セグメント間取引消去であります。

２．セグメント利益又は損失（△）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．セグメント資産の調整額△90,811千円は、セグメント間取引消去等であります。

４．セグメント負債については、経営資源の配分の決定及び業績を評価するための検討対象となっていな

いため記載しておりません。
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単位：千円

半導体・液晶関
連事業

研究機関・大学
関連事業

合計
調整額

（注１、３）

連結財務諸表
計上額
（注２）

売上高

外部顧客への売上高 6,748,175 1,255,145 8,003,320 － 8,003,320

セグメント間の内部
売上高又は振替高 12,297 5,233 17,530 △17,530 －

計 6,760,473 1,260,378 8,020,851 △17,530 8,003,320

セグメント利益 986,155 70,174 1,056,329 46,171 1,102,501

セグメント資産 10,880,005 2,124,182 13,004,188 △89,977 12,914,210

その他の項目

減価償却費 166,759 34,892 201,651 99 201,750

支払利息 11,907 17,103 29,010 － 29,010

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46,171千円は、セグメント間取引消去であります。

２．セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

３．セグメント資産の調整額△89,977千円は、セグメント間取引消去等であります。

４．セグメント負債については、経営資源の配分の決定及び業績を評価するための検討対象となっていな

いため記載しておりません。
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半導体・液晶関連事業 研究機関・大学関連事業 合計

外部顧客への売上高 6,435,393 701,429 7,136,822

日本 米国 シンガポール その他アジア 欧州 その他 合計

4,589,103 698,362 785,951 843,662 201,156 18,586 7,136,822

日本 ベトナム その他 合計

809,294 715,718 15,802 1,540,815

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

ASM Front-End Manufacturing 

Singapore Pte. Ltd.
784,959 半導体・液晶関連事業

【関連情報】

前連結会計年度（自　2019年９月１日  至　2020年８月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

単位：千円

２．地域ごとの情報

(1）売上高

単位：千円

（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。

（表示方法の変更）

　前連結会計年度において、「アジア地域（日本を除く）」に含めて表示しておりました「シンガポー

ル」は、連結損益計算書の売上高の10％以上となったため、当連結会計年度より「シンガポール」とし

て独立掲記し、「アジア地域（日本を除く）」を「その他アジア」に変更いたしました。この表示方法

の変更を反映させるため、前連結会計年度の表示の組替えを行っております。

　この結果、前連結会計年度において、「アジア地域（日本を除く）」に表示しておりました987,939

千円は、「シンガポール」433,729千円、「その他アジア」554,209千円として組み替えております。

(2）有形固定資産

単位：千円

（注）有形固定資産は会社の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

３．主要な顧客ごとの情報

単位：千円
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半導体・液晶関連事業 研究機関・大学関連事業 合計

外部顧客への売上高 6,748,175 1,255,145 8,003,320

日本 米国 シンガポール その他アジア 欧州 その他 合計

4,508,492 917,558 770,202 1,389,312 372,560 45,193 8,003,320

日本 ベトナム その他 合計

863,546 701,773 28,189 1,593,509

当連結会計年度（自　2020年９月１日  至　2021年８月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

単位：千円

２．地域ごとの情報

(1）売上高

単位：千円

（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：千円

（注）有形固定資産は会社の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

３．主要な顧客ごとの情報

連結損益計算書の売上高の10％以上を占める特定の顧客が存在しないため、記載しておりません。

【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】

該当事項はありません。

【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】

該当事項はありません。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

該当事項はありません。
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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 699円73銭 795円56銭

１株当たり当期純利益 75円60銭 101円96銭

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）

親会社株主に帰属する当期純利益（千円） 648,981 875,218

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）
648,981 875,218

普通株式の期中平均株式数（株） 8,583,952 8,583,898

（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）

該当事項はありません。
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セグメントの名称
当連結会計年度

（自　2020年９月１日
至　2021年８月31日）

前年同期比（％）

半導体・液晶関連事業（千円） 3,396,027 △11.5

研究機関・大学関連事業（千円） 1,276,523 56.9

合計（千円） 4,672,550 0.5

セグメントの名称

当連結会計年度
（自　2020年９月１日

至　2021年８月31日）

受注高
（千円）

前年同期比
（％）

受注残高
（千円）

前年同期比
（％）

半導体・液晶関連事業 9,026,668 32.2 3,815,791 148.2

研究機関・大学関連事業 1,109,037 △13.5 694,265 △17.4

合計 10,135,706 24.9 4,510,056 89.7

セグメントの名称
当連結会計年度

（自　2020年９月１日
至　2021年８月31日）

前年同期比（％）

半導体・液晶関連事業（千円） 6,748,175 4.9

研究機関・大学関連事業（千円） 1,255,145 78.9

合計（千円） 8,003,320 12.1

４．その他

(1）生産、受注及び販売の状況

①　生産実績

　生産実績を事業のセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

注１．金額は、製造原価によっており、セグメント間の内部振替前の数値によっております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

②　受注実績

　受注実績をセグメントごとに示すと、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。

③　販売実績

　販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

注１．セグメント間の取引については相殺消去しております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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(2）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

ａ）当社

・取締役（監査等委員である取締役を除く。）

イ．新任取締役候補

藤代　祥之（ふじしろ　よしゆき）（ローツェ株式会社　代表取締役社長）

（注）藤代祥之氏は、社外取締役の候補者であります。

ロ．退任予定取締役

崎谷　文雄（社外取締役）

・監査等委員である取締役

イ．新任取締役候補

沖本　秀幸（おきもと　ひでゆき）（税理士法人田邉会計事務所　副所長）

（注）沖本秀幸氏は、社外取締役の候補者であります。

ロ．退任予定取締役

藤原　祥二

・就任及び退任予定日

2021年11月26日

ｂ）子会社

株式会社IDX

・代表取締役の異動

イ．新任代表取締役

森下　秀法（当社　代表取締役社長）

後藤　浩樹（当社　取締役）

（注）森下秀法氏は、株式会社IDXの代表取締役社長に就任予定であります。

後藤浩樹氏は、株式会社IDXの代表取締役専務に就任予定であります。

ロ．退任予定取締役

島田　愼太郎（株式会社IDX　代表取締役社長）

（注）島田愼太郎氏は、取締役退任後に株式会社IDXの顧問へ就任予定であります。

・就任及び退任予定日

2021年11月19日
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