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（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６月期 70,248 65.0 26,074 73.1 26,438 74.9 19,250 77.9

2020年６月期 42,572 48.0 15,062 89.7 15,115 92.9 10,823 82.4

（注）包括利益 2021年６月期 20,251百万円 （86.4％） 2020年６月期 10,863百万円 （88.4％）

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６月期 213.47 213.29 40.8 26.4 37.1

2020年６月期 120.02 119.92 30.8 22.9 35.4

（参考）持分法投資損益 2021年６月期 －百万円 2020年６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６月期 118,725 55,188 46.5 611.76

2020年６月期 81,794 39,175 47.9 434.19

（参考）自己資本 2021年６月期 55,166百万円 2020年６月期 39,154百万円

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６月期 10,488 △3,703 △4,242 27,849

2020年６月期 16,486 △2,038 △2,800 24,660

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６月期 － 31.00 － 27.00 － 3,832 35.4 10.9

2021年６月期 － 20.00 － 55.00 75.00 6,763 35.1 14.3

2022年６月期(予想) － 32.00 － 50.00 82.00 35.2

１．2021年６月期の連結業績（2020年７月１日～2021年６月30日）

（注）当社は、2019年11月25日開催の取締役会決議に基づき、2020年１月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式
分割を行っております。そのため、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して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を算定しております。

（２）連結財政状態

（３）連結キャッシュ・フローの状況

２．配当の状況

（注）当社は、2019年11月25日開催の取締役会決議に基づき、2020年１月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式
分割を行っております。これに伴い2020年６月期の期末以降の１株当たり配当金については、株式分割を考慮した
金額で記載しております。なお、株式分割を考慮しない場合の2020年６月期の期末の１株当たり配当金は54円とな
ります。また、2020年６月期の合計の１株当たり配当金につきましては、株式分割の実施により単純計算できない
ため表示しておりません。



（％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

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 83,000 18.2 27,000 3.6 27,000 2.1 21,000 9.1 232.87

（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

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              ： 有

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６月期 94,286,400株 2020年６月期 94,286,400株

②  期末自己株式数 2021年６月期 4,108,486株 2020年６月期 4,108,486株

③  期中平均株式数 2021年６月期 90,177,914株 2020年６月期 90,177,940株

（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６月期 67,080 66.4 23,943 74.1 25,004 68.6 18,487 70.5

2020年６月期 40,319 50.4 13,750 122.3 14,833 114.4 10,843 99.0

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６月期 205.01 204.84

2020年６月期 120.25 120.15

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６月期 115,318 52,522 45.5 582.20

2020年６月期 79,333 37,271 47.0 413.07

（参考）自己資本 2021年６月期 52,501百万円 2020年６月期 37,249百万円

３．2022年６月期の連結業績予想（2021年７月１日～2022年６月30日）

※  注記事項

新規  －社 （社名）－、 除外  －社  （社名）－

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（注）詳細は、添付資料P.16「４．連結財務諸表及び主な注記（５）連結財務諸表に関する注記事項（会計方針の
変更）」をご参照ください。

（３）発行済株式数（普通株式）

（注）当社は、2019年11月25日開催の取締役会決議に基づき、2020年１月１日付で普通株式１株につき２株の割合
で株式分割を行っております。そのため、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、発
行済株式数（普通株式）を算定しております。

（参考）個別業績の概要

2021年６月期の個別業績（2020年７月１日～2021年６月30日）

（注）当社は、2019年11月25日開催の取締役会決議に基づき、2020年１月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式
分割を行っております。そのため、前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して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を算定しております。

（２）個別財政状態

※  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、当社が発表日現在において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って大きく
異なる結果となる可能性があります。
(決算説明会内容の入手方法について)
　当社では2021年８月10日(火)に機関投資家及びアナリスト向けの決算説明会（オンライン）を開催する予定です。決算説明補足資料につ
いては、当社ウェブサイトに掲載する予定です。
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１．経営成績等の概況

（１）当期の経営成績の概況

①　当期（2021年６月期）の概況

当連結会計年度における世界経済は、新型コロナウイルス感染症による多大な影響を受けたものの、各国の経済

政策とワクチン普及などで徐々に回復の兆しが見えてきました。

当社グループの主要販売先である半導体業界では、高まる米中摩擦による地政学リスクや半導体不足が懸念さ

れ、各国において技術力の強化やサプライチェーンの見直しを目的とした政策と半導体デバイスメーカー各社によ

る投資計画の上方修正が発表されました。足元では引き続き５Ｇのスマートフォンをはじめとする通信機器のほ

か、リモートワークやオンライン会議などの拡がりによるＰＣ並びにデータセンター向けの最先端半導体に対する

需要が拡大しました。このような市場環境のもと、ロジック・メモリデバイスメーカーは最先端のＥＵＶ（極端紫

外線）リソグラフィを用いた半導体製造工程の導入を加速させており、今後の半導体関連装置市場は更なる拡大が

見込まれております。

このような状況下、当社グループの連結売上高は702億48百万円（前連結会計年度比65.0％増）となりました。

品目別に見ますと、半導体関連装置が584億１百万円（前連結会計年度比69.9％増）、その他が36億38百万円（前

連結会計年度比69.1％増）、サービスが82億８百万円（前連結会計年度比35.7％増）となりました。

連結損益につきましては、営業利益が260億74百万円（前連結会計年度比73.1％増）、経常利益が264億38百万円

（前連結会計年度比74.9％増）、親会社株主に帰属する当期純利益が192億50百万円（前連結会計年度比77.9％増）

となりました。

②　次期（2022年６月期）の見通し

次期には新型コロナウイルス変異株の流行や米中摩擦の拡大などが不安定要素となるものの、当社グループの主

要販売先である半導体業界では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と予想されま

す。

かかる環境下で、通期の連結業績につきましては、売上高830億円、営業利益270億円、経常利益270億円、親会社

株主に帰属する当期純利益210億円を予測しております。

（２）当期の財政状態の概況

①　資産、負債及び純資産の状況

当連結会計年度末における総資産は1,187億25百万円となり、前連結会計年度末に比べ369億31百万円増加いたし

ました。これは主に、仕掛品が186億29百万円、未収入金が42億７百万円、現金及び預金が31億94百万円、流動資産

のその他が22億70百万円増加したことによるものであります。

負債につきましては、当連結会計年度末残高は635億37百万円となり、前連結会計年度末に比べ209億18百万円増

加いたしました。これは主に、前受金が155億49百万円、有償支給取引に係る負債が31億75百万円増加したことによ

るものであります。

株主資本につきましては、当連結会計年度末残高は540億59百万円となり、前連結会計年度末に比べ150億11百万

円増加いたしました。これは主に、剰余金の配当により42億38百万円減少したものの、親会社株主に帰属する当期

純利益を192億50百万円計上したことによるものであります。

株主資本にその他の包括利益累計額及び新株予約権を加えた純資産合計は551億88百万円となり、また自己資本比

率は46.5％となりました。
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2018年6月期 2019年6月期 2020年6月期 2021年6月期

自己資本比率(%） 70.9 62.1 47.9 46.5

時価ベースの自己資本比率(%) 369.0 384.6 1,120.1 1,639.9

キャッシュ・フロー対有利子負債比率(年） － － － －

インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍) － － － －

②　キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ31億89百万円増加し、278億49百万円

となりました。当連結会計年度におけるキャッシュ・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・フローにつきましては、104億88百万円の収入（前年同期比36.4％減）となりまし

た。これは主に、税金等調整前当期純利益264億38百万円、前受金の増加額153億42百万円などの収入要因が、たな

卸資産の増加額197億56百万円、法人税等の支払額69億77百万円、仕入債務の減少額27億33百万円などの支出要因を

上回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・フローにつきましては、37億３百万円の支出（前年同期比81.7％増）となりまし

た。これは主に、無形固定資産の取得による支出28億67百万円などによるものであります。

財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、42億42百万円の支出（前年同期比51.5％増）となりまし

た。これは主に、配当金の支払額42億38百万円などによるものであります。

なお、キャッシュ・フロー指標のトレンドは以下のとおりであります。

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

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

 （注１）各指標はいずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

 （注２）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より計算しております。

 （注３）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。

 （注４）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すべての負債を対象として

おります。

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

当社は、業績に応じた弾力的な配当政策を行い、連結での配当性向35％を目安とすることを利益配分に関する基本

方針としております。内部留保については、新技術・新製品の研究開発投資、業容の拡大に伴う設備及び運転資本へ

の投資、優秀な人材の獲得などに有効に活用し、企業体質の一層の強化と長期安定的な経営基盤の確立に役立ててい

く方針です。

上記の方針のもと、当期期末配当金につきましては、１株当たり55円とし、連結配当性向は35.1%を予定しておりま

す。

また次期配当金については、次期業績の見通しにより１株当たり82円（中間配当32円、期末配当50円）とさせて頂

く予定でおります。連結配当性向については35.2％となる見通しです。
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２．企業集団の状況

  当社グループ（当社及び連結子会社、以下同じ）の事業は、検査・測定装置の設計、製造、販売を行う単一のセグメ

ントでありますが、当社グループが営んでいる主な事業内容は、半導体関連装置及びその他の装置等の設計、製造、販

売並びにこれらに係るサービスに区分されます。

半導体関連装置及びその他の装置等の設計、製造は連結財務諸表提出会社（以下「当社」という）が行っておりま

す。

販売については、北米地域及び欧州地域に対しては連結子会社のLasertec U.S.A., Inc.が行っており、国内及びア

ジア地域に対しては当社が行っております。

サービスについては、北米地域並びに欧州地域に対しては連結子会社のLasertec U.S.A., Inc.、韓国に対しては連

結子会社のLasertec Korea Corporation、台湾に対しては連結子会社のLasertec Taiwan, Inc.、中国に対しては連結子

会社のLasertec China Co., Ltd.が行っております。国内及びその他のアジア地域に対しては当社が行っております。

なお、当社及び各関係会社等の事業を事業系統図によって示すと以下の通りとなります。
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３．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おります。なお、ＩＦＲＳ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

く方針でおります。
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年６月30日)

当連結会計年度
(2021年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 24,723,393 27,918,181

受取手形及び売掛金 5,662,634 7,892,827

仕掛品 30,083,265 48,712,386

原材料及び貯蔵品 3,978,778 5,176,243

未収入金 3,964,395 8,171,465

その他 1,598,832 3,869,169

貸倒引当金 △8,601 △14,375

流動資産合計 70,002,699 101,725,897

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 4,601,054 4,600,557

減価償却累計額 △2,210,782 △2,332,259

建物及び構築物（純額） 2,390,271 2,268,298

機械装置及び運搬具 1,300,707 3,828,031

減価償却累計額 △577,565 △1,116,954

機械装置及び運搬具（純額） 723,142 2,711,076

工具、器具及び備品 2,069,385 2,286,408

減価償却累計額 △1,569,620 △1,742,546

工具、器具及び備品（純額） 499,765 543,861

リース資産 26,820 31,630

減価償却累計額 △4,410 △8,659

リース資産（純額） 22,410 22,971

土地 4,254,773 4,254,773

建設仮勘定 23,868 117,799

有形固定資産合計 7,914,231 9,918,782

無形固定資産 843,359 3,070,200

投資その他の資産

投資有価証券 532,873 2,006,501

繰延税金資産 2,347,281 1,768,066

その他 153,626 235,936

投資その他の資産合計 3,033,781 4,010,504

固定資産合計 11,791,372 16,999,487

資産合計 81,794,071 118,725,385

４．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６月30日)

当連結会計年度
(2021年６月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 4,985,628 6,484,833

未払法人税等 4,581,064 4,701,896

前受金 25,655,709 41,205,231

繰延収益 1,495,264 1,749,535

役員賞与引当金 537,000 630,651

製品保証引当金 33,715 －

品質補償引当金 92,920 －

有償支給取引に係る負債 2,891,418 6,067,332

その他 1,786,137 2,144,963

流動負債合計 42,058,860 62,984,443

固定負債

退職給付に係る負債 276,481 292,404

資産除去債務 219,072 219,206

その他 64,096 41,021

固定負債合計 559,651 552,632

負債合計 42,618,511 63,537,075

純資産の部

株主資本

資本金 931,000 931,000

資本剰余金 1,080,360 1,080,360

利益剰余金 38,014,040 53,026,001

自己株式 △977,713 △977,713

株主資本合計 39,047,686 54,059,648

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 259,879 1,262,062

為替換算調整勘定 △153,504 △154,898

その他の包括利益累計額合計 106,375 1,107,163

新株予約権 21,498 21,498

純資産合計 39,175,560 55,188,309

負債純資産合計 81,794,071 118,725,385
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自　2019年７月１日
　至　2020年６月30日)

当連結会計年度
(自　2020年７月１日

　至　2021年６月30日)

売上高 42,572,915 70,248,325

売上原価 ※１ 19,581,071 ※１ 33,296,093

売上総利益 22,991,843 36,952,231

販売費及び一般管理費 ※２ 7,929,172 ※２ 10,878,166

営業利益 15,062,671 26,074,064

営業外収益

受取利息 9,255 7,020

受取配当金 13,464 12,879

為替差益 27,706 337,775

その他 8,440 11,820

営業外収益合計 58,866 369,496

営業外費用

その他 6,119 4,565

営業外費用合計 6,119 4,565

経常利益 15,115,418 26,438,994

税金等調整前当期純利益 15,115,418 26,438,994

法人税、住民税及び事業税 5,541,954 7,077,675

法人税等調整額 △1,250,109 110,996

法人税等合計 4,291,845 7,188,671

当期純利益 10,823,573 19,250,323

親会社株主に帰属する当期純利益 10,823,573 19,250,323

（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７月１日
　至　2020年６月30日)

当連結会計年度
(自　2020年７月１日

　至　2021年６月30日)

当期純利益 10,823,573 19,250,323

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 37,980 1,002,182

為替換算調整勘定 2,342 △1,394

その他の包括利益合計 ※ 40,323 ※ 1,000,788

包括利益 10,863,896 20,251,111

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 10,863,896 20,251,111

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 931,000 1,080,360 29,985,983 △977,387 31,019,955

当期変動額

剰余金の配当 △2,795,516 △2,795,516

親会社株主に帰属する当期
純利益

10,823,573 10,823,573

自己株式の取得 △325 △325

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

当期変動額合計 － － 8,028,056 △325 8,027,731

当期末残高 931,000 1,080,360 38,014,040 △977,713 39,047,686

その他の包括利益累計額

新株予約権 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 221,898 △155,846 66,051 21,498 31,107,506

当期変動額

剰余金の配当 △2,795,516

親会社株主に帰属する当期
純利益

10,823,573

自己株式の取得 △325

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

37,980 2,342 40,323 － 40,323

当期変動額合計 37,980 2,342 40,323 － 8,068,054

当期末残高 259,879 △153,504 106,375 21,498 39,175,560

（３）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度（自　2019年７月１日　至　2020年６月30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 931,000 1,080,360 38,014,040 △977,713 39,047,686

当期変動額

剰余金の配当 △4,238,361 △4,238,361

親会社株主に帰属する当期
純利益

19,250,323 19,250,323

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

当期変動額合計 － － 15,011,961 － 15,011,961

当期末残高 931,000 1,080,360 53,026,001 △977,713 54,059,648

その他の包括利益累計額

新株予約権 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 259,879 △153,504 106,375 21,498 39,175,560

当期変動額

剰余金の配当 △4,238,361

親会社株主に帰属する当期
純利益

19,250,323

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

1,002,182 △1,394 1,000,788 － 1,000,788

当期変動額合計 1,002,182 △1,394 1,000,788 － 16,012,749

当期末残高 1,262,062 △154,898 1,107,163 21,498 55,188,309

当連結会計年度（自　2020年７月１日　至　2021年６月30日）
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自　2019年７月１日
　至　2020年６月30日)

当連結会計年度
(自　2020年７月１日

　至　2021年６月30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 15,115,418 26,438,994

減価償却費 881,021 1,642,712

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,551 5,587

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 255,200 93,651

製品保証引当金の増減額（△は減少） △294,302 △33,677

品質補償引当金の増減額（△は減少） △137,423 △92,920

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 49,173 15,316

受取利息及び受取配当金 △22,720 △19,899

為替差損益（△は益） 99,121 △501,335

売上債権の増減額（△は増加） △1,333,368 △2,143,007

たな卸資産の増減額（△は増加） △15,294,283 △19,756,002

仕入債務の増減額（△は減少） 1,222,517 △2,733,866

前受金の増減額（△は減少） 13,438,873 15,342,956

その他 5,039,024 △811,422

小計 19,020,804 17,447,086

利息及び配当金の受取額 22,661 19,568

法人税等の支払額 △2,556,586 △6,977,922

営業活動によるキャッシュ・フロー 16,486,879 10,488,732

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 △62,440 △68,460

定期預金の払戻による収入 62,440 68,460

有形固定資産の取得による支出 △1,178,245 △771,230

無形固定資産の取得による支出 △620,587 △2,867,605

差入保証金の差入による支出 △31,765 △65,156

その他 △208,070 559

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,038,669 △3,703,433

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △2,795,516 △4,238,361

その他 △4,969 △4,593

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,800,486 △4,242,955

現金及び現金同等物に係る換算差額 △107,881 646,983

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 11,539,842 3,189,327

現金及び現金同等物の期首残高 13,120,550 24,660,393

現金及び現金同等物の期末残高 ※ 24,660,393 ※ 27,849,721

（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。

（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）

１．連結の範囲に関する事項

(1）当社の連結子会社は次の４社であります。

　Lasertec U.S.A., Inc.

　Lasertec Korea Corporation

　Lasertec Taiwan, Inc.

　Lasertec China Co., Ltd.

(2）当社の非連結子会社は次の１社であります。

　Lasertec Singapore Service Pte. Ltd.

（連結の範囲から除いた理由）

　非連結子会社は、総資産、売上高、当期純利益及び利益剰余金等からみて、連結財務諸表に重要な影響を

及ぼしておらず、連結の範囲から除外しております。

２．持分法の適用に関する事項

(1）持分法を適用した非連結子会社の名称

該当事項はありません。

(2）持分法を適用していない非連結子会社の名称

　Lasertec Singapore Service Pte. Ltd.

（持分法を適用していない理由）

　持分法を適用していない非連結子会社は、当期純利益及び利益剰余金等からみて、連結財務諸表に重要な

影響を及ぼしておらず、持分法の適用の範囲から除外しております。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

　連結子会社のうちLasertec China Co., Ltd.の決算日は12月31日であり、連結決算日に正規の決算に準じる

合理的な手続きにより連結上必要な調整をしております。その他の連結子会社の決算日は、連結決算日と一致

しております。

４．会計方針に関する事項

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有　価　証　券

 その他有価証券

時価のあるもの

　決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移

動平均法により算定）

時価のないもの

　移動平均法による原価法

②　た な 卸 資 産

(a) 仕掛品

　　個別法による原価法（収益性の低下による簿価切り下げの方法）

(b) 原材料及び貯蔵品

　　先入先出法による原価法（収益性の低下による簿価切り下げの方法）

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産

　定率法によっております。

　ただし、2000年７月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取

得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。

（主な耐用年数）

建物及び構築物　　　　２～50年

機械装置及び運搬具　　３～11年

工具、器具及び備品　　２～15年
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無形固定資産

　定額法によっております。

（主な耐用年数）

ソフトウェア　　　　　３～５年

権利金　　　　　　　　　　５年

(3）重要な引当金の計上基準

①　貸 倒 引 当 金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

②　役員賞与引当金

役員に対する賞与の支出に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

③　製品保証引当金

無償サービス保証期間内における保守、修繕費用等の支出に備えるため、過去の無償サービス費用の

実績に基づいて発生見込額を計上しております。

④　品質補償引当金

製品の品質に関する補償費用の支出に備えるため、今後必要と見込まれる金額を計上しております。

(4）退職給付に係る会計処理の方法

　従業員に対する退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務見込額及び年金資産残高

に基づき計上しております。

(5）重要な収益及び費用の計上基準

　当社及び連結子会社は、「収益認識に関する会計基準」（改正企業会計基準第29号　2020年３月31日）及

び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号　2021年３月26日。以下「収益

認識適用指針」という。）を適用しており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該

財又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しております。

①　製品の販売

(a) 契約及び履行義務に関する情報

　製品の販売には、顧客との契約に基づく当該製品の引き渡し、及び無償保証期間（収益認識適用指針第35

項における「保証サービス」を含む）の提供が含まれており、製品の引き渡しと無償保証期間の提供をそれ

ぞれ独立した履行義務として識別しております。製品の引き渡しは、顧客が製品を検収した時に資産の支配

が顧客に移転するため、当該時点で収益を認識しております。無償保証期間の提供は、履行義務が時の経過

につれて充足されるため、保証期間に応じて均等按分し、収益を認識しております。なお、保証期間の未経

過分については、繰延収益として計上しております。

(b) 取引価格の算定及び履行義務への配分額の算定に関する情報

　取引の対価は、主に受注時から履行義務を充足するまでの期間における前受金の受領、または、履行義務

充足後の支払を要求しております。履行義務充足後の支払は、履行義務の充足時点から一年以内に行われる

ため、重要な金融要素は含んでおりません。

取引価格の履行義務への配分額の算定にあたっては、製品原価と無償保証期間に発生が見込まれるコストに

それぞれの利益相当額を加算して独立販売価格の見積りを行っており、当該独立販売価格の比率に基づい

て、取引価格をそれぞれの履行義務に配分しております。 

独立販売価格の見積りにあたり、将来無償保証期間に発生が見込まれるコストは、その内容がその製品や顧

客からの要請に基づくことから、過去の類似の契約における実績を踏まえた、将来における顧客の要望に基

づく作業に掛かる工数及び経費、並びに交換部材の消費量等の重要な仮定を用いて算定しております。

②　サービスの提供

(a) 契約及び履行義務に関する情報

　当社グループは、販売した製品に対して別途の契約に基づくサービスを提供しております。サービスには

顧客からの要請に応じた都度の契約と一定期間の保守契約があり、これらに係るサービスの提供について履

行義務として識別しております。顧客からの要請に応じた都度の契約の場合は、サービスの提供が完了した

時に履行義務が充足されるため、当該時点で収益を認識しております。一定期間の保守契約の場合は、履行

義務が時の経過にわたり充足されるため、契約期間に応じて均等按分し、収益を認識しております。
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(b) 取引価格の算定及び取引価格の履行義務への配分額の算定に関する情報

　取引の対価は、主に受注時から履行義務を充足するまでの期間における前受金の受領、または、履行義務

充足後の支払を要求しております。履行義務充足後の支払は、履行義務の充足時点から一年以内に行われる

ため、重要な金融要素は含んでおりません。

　取引価格の履行義務への配分額の算定にあたっては、１つの契約につき複数の履行義務は識別されていな

いため、取引価格の履行義務への配分は行っておりません。

(6）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理して

おります。なお、在外子会社の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び

費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定として計上して

おります。

(7）連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

　連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、随時引き出し可能な

預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以

内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

(8）その他連結財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

（重要な会計上の見積り）

製品の販売に係る収益認識

（1）当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

　当連結会計年度の連結貸借対照表の繰延収益の計上額1,749,535千円全額が製品の販売に係る繰延収益の

金額であります。

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

① 金額の算出方法及び算出に用いた主要な仮定

　「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項　４．会計方針に関する事項  (5) 重要な収益及び費

用の計上基準」に記載のとおりです。

② 翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響

　当連結会計年度の連結貸借対照表に計上した金額は、主に翌連結会計年度の売上高に計上する予定です。
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（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）等を当連結会計年度の期首から適

用しております。なお、「収益認識に関する会計基準」（2018年３月30日）等については前連結会計年度の期

首から適用しており、当会計基準は、主に収益認識に関する開示（表示及び注記事項）の定めを改正したもの

であるため、当会計基準の適用による当連結会計年度の連結財務諸表に与える影響はありません。

（表示方法の変更）

（「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用）

　「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第31号　2020年３月31日）を当連結会計年度

の年度末に係る連結財務諸表から適用し、連結財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載してお

ります。

　ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前連結

会計年度に係る内容については記載しておりません。

（連結貸借対照表）

前連結会計年度において、「流動資産」の「その他」に含めていた「未収入金」は、金額的重要性が増し

たため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結

会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に表示していた

5,563,227千円は、「未収入金」3,964,395千円、「その他」1,598,832千円として組み替えております。

前連結会計年度において、「流動負債」の「その他」に含めていた「繰延収益」及び「有償支給取引に係

る負債」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法

の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動負債」の「その他」に表示していた

6,172,820千円は、「繰延収益」1,495,264千円、「有償支給取引に係る負債」2,891,418千円、「その他」

1,786,137千円として組み替えております。

（連結損益計算書）

前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業外収益」の「固定資産賃貸料」は重要性が乏し

いため、当連結会計年度より「営業外収益」の「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更

を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外収益」の「固定資産賃貸料」に表示して

いた2,101千円は、「営業外収益」の「その他」8,440千円として組替えております。

前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業外費用」の「固定資産除却損」は重要性が乏し

いため、当連結会計年度より「営業外費用」の「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更

を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。

　この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外費用」の「固定資産除却損」に表示して

いた5,735千円は、「営業外費用」の「その他」6,119千円として組替えております。

（連結キャッシュ・フロー計算書）

前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「固定資産

除却損」は重要性が乏しいため、当連結会計年度より「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」

に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替

えを行っております。

この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フ

ロー」の「固定資産除却損」に表示していた5,735千円は、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その

他」5,039,024千円として組替えております。

前連結会計年度において、独立掲記しておりました「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「無形固定

資産の売却による収入」は重要性が乏しいため、当連結会計年度より「投資活動によるキャッシュ・フロ

ー」の「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連

結財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「投資活動によるキャッシュ・フ

ロー」の「無形固定資産の売却による収入」に表示していた89千円は、「投資活動によるキャッシュ・フロ

ー」の「その他」△208,070千円として組替えております。
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前連結会計年度
（自　2019年７月１日

　　至　2020年６月30日）

当連結会計年度
（自　2020年７月１日

　　至　2021年６月30日）

△29,107千円 124,001千円

前連結会計年度
（自　2019年７月１日

　　至　2020年６月30日）

当連結会計年度
（自　2020年７月１日

　　至　2021年６月30日）

貸倒引当金繰入額 2,546千円 5,651千円

給料及び賞与 1,361,201 1,560,021

役員賞与引当金繰入額 537,000 630,651

退職給付費用 34,788 38,104

品質補償引当金繰入額 △65,922 △68,232

研究開発費 3,297,517 5,706,006

（連結損益計算書関係）

※１　期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含ま

れております。なお、以下の金額は戻入額と相殺した後のものです。

※２　（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）研究開発費は全て一般管理費に含まれております。

前連結会計年度
（自　2019年７月１日

至　2020年６月30日）

当連結会計年度
（自　2020年７月１日

至　2021年６月30日）

その他有価証券評価差額金：

当期発生額 54,499千円 1,473,628千円

組替調整額 － －

税効果調整前 54,499 1,473,628

税効果額 △16,518 △471,445

その他有価証券評価差額金 37,980 1,002,182

為替換算調整勘定：

当期発生額 2,342 △1,394

その他の包括利益合計 40,323 1,000,788

（連結包括利益計算書関係）

※　その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
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当連結会計年度期
首株式数（株）

当連結会計年度増
加株式数（株）

当連結会計年度減
少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

摘要

発行済株式

普通株式 47,143,200 47,143,200 － 94,286,400

合計 47,143,200 47,143,200 － 94,286,400

自己株式

普通株式(注) 2,054,196 2,054,290 － 4,108,486

合計 2,054,196 2,054,290 － 4,108,486

 区分  新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種

類

 新株予約権の目的となる株式の数（株）
当連結会計
年度末残高
（千円）

 当連結会計
年度期首

 当連結会計
年度増加

 当連結会計
年度減少

 当連結会計
年度末

提出会社

（親会社）

ストック・オプション

としての新株予約権
  － － － － － 21,498

合計 － － － － － 21,498

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

2019年９月27日

定時株主総会
普通株式 1,397,759 31 2019年６月30日 2019年９月30日

2020年２月３日

取締役会
普通株式 1,397,757 31 2019年12月31日 2020年３月６日

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

2020年９月28日

定時株主総会
 普通株式 2,434,803 利益剰余金 27 2020年６月30日 2020年９月29日

（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自　2019年７月１日　至　2020年６月30日）

     １．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

（注）１．2020年１月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。

２．普通株式の発行済株式総数の増加47,143,200株は株式分割によるものであります。

３．普通株式の自己株式の株式数の増加2,054,290株は、株式分割による増加2,054,243株、単元未満株式の買取り

による増加47株であります。

     ２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

     ３．配当に関する事項

      （１）配当金支払額

（注）2020年１月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。「１株当たり配当額」につきま

しては、当該株式分割前の金額を記載しております。

      （２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

（注）2020年１月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。「１株当たり配当額」につきま

しては、当該株式分割後の金額を記載しております。
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当連結会計年度期
首株式数（株）

当連結会計年度増
加株式数（株）

当連結会計年度減
少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

摘要

発行済株式

普通株式 94,286,400 － － 94,286,400

合計 94,286,400 － － 94,286,400

自己株式

普通株式(注) 4,108,486 － － 4,108,486

合計 4,108,486 － － 4,108,486

 区分  新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種

類

 新株予約権の目的となる株式の数（株）
当連結会計
年度末残高
（千円）

 当連結会計
年度期首

 当連結会計
年度増加

 当連結会計
年度減少

 当連結会計
年度末

提出会社

（親会社）

ストック・オプション

としての新株予約権
－ － － － － 21,498

合計 － － － － － 21,498

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

2020年９月28日

定時株主総会
普通株式 2,434,803 27 2020年６月30日 2020年９月29日

2021年２月１日

取締役会
普通株式 1,803,558 20 2020年12月31日 2021年３月５日

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

2021年９月28日

定時株主総会
普通株式 4,959,785 利益剰余金 55 2021年６月30日 2021年９月29日

当連結会計年度（自　2020年７月１日　至　2021年６月30日）

     １．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

     ２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

     ３．配当に関する事項

      （１）配当金支払額

（注）2020年１月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。「１株当たり配当額」につきま

しては、当該株式分割後の金額を記載しております。

      （２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
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前連結会計年度
（自　2019年７月１日

至　2020年６月30日）

当連結会計年度
（自　2020年７月１日

至　2021年６月30日）

現金及び預金勘定 24,723,393千円 27,918,181千円

預入期間が３か月を超える定期預金 △63,000 △68,460

現金及び現金同等物 24,660,393 27,849,721

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※　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

（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７月１日  至  2020年６月30日）

　　当社グループの事業は、検査・測定装置の設計、製造、販売を行う単一の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７月１日  至  2021年６月30日）

　　当社グループの事業は、検査・測定装置の設計、製造、販売を行う単一の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７月１日

至　2020年６月30日）

当連結会計年度
（自　2020年７月１日

至　2021年６月30日）

１株当たり純資産額 434円19銭 611円76銭

１株当たり当期純利益 120円02銭 213円47銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 119円92銭 213円29銭

前連結会計年度
（自　2019年７月１日

至　2020年６月30日）

当連結会計年度
（自　2020年７月１日

至　2021年６月30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） 10,823,573 19,250,323

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） 10,823,573 19,250,323

普通株式の期中平均株式数（株） 90,177,940 90,177,914

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（千円） － －

普通株式増加数（株） 75,986 75,995

（うち新株予約権）（株） (75,986) (75,995)

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
────── ──────

（１株当たり情報）

（注）１．当社は、2020年１月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度の

期首に当該株式分割が行われたと仮定して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を

算定しております。

２．１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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品　　　　　　目 生　　　産　　　高 対　前　期　増　減　率

　　　　　　　　　　　千円 　　　　　　　　　　％

製 半導体関連装置 87,248,780 36.0

品 その他 2,863,665 19.8

小計 90,112,445 35.4

サービス 8,208,467 35.7

合計 98,320,913 35.4

品　　　　　　目
受　　　注　　　高 受　　注　　残　　高

      金    額 対前期増減率       金    額 対前期増減率

千円 ％ 千円 ％

製 半導体関連装置 103,566,900 47.6 132,991,859 51.4

品 その他 860,510 △75.3 1,160,338 △70.5

小計 104,427,411 41.8 134,152,198 46.2

サービス 8,476,698 29.9 1,667,165 19.2

合計 112,904,109 40.8 135,819,363 45.8

品　　　　　　目 販　　　売　　　高 対　前　期　増　減　率

　　　　　　　　　　　 千円 　　　　　　　　　　　  ％

製 半導体関連装置 58,401,841 69.9

品 その他 3,638,015 69.1

小計 62,039,857 69.9

サービス 8,208,467 35.7

合計 70,248,325 65.0

（ご参考資料）

 （１）品目別生産実績

 　　　　当連結会計年度における生産実績を品目ごとに示すと、次のとおりであります。

 　　（注）１．金額は販売価格で表示しております。

 　　　　　２．上記の金額には消費税等は含まれておりません。

 （２）品目別受注高及び受注残高

 　　　　当連結会計年度における受注状況を品目ごとに示すと、次のとおりであります。

 　　（注）１．金額は販売価格で表示しております。

 　　　　　２．受注高には受注取消・変更等による調整額が含まれております。

 　　　　　３．上記の金額には消費税等は含まれておりません。

 （３）品目別販売実績

 　　　　当連結会計年度における販売実績を品目ごとに示すと、次のとおりであります。

 　　（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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(単位：千円)

前事業年度
(2020年６月30日)

当事業年度
(2021年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 23,018,502 25,590,080

受取手形及び売掛金 5,152,059 7,249,667

仕掛品 30,171,273 48,786,758

原材料及び貯蔵品 3,724,232 4,806,321

未収入金 3,949,094 8,153,164

その他 1,468,720 3,737,593

貸倒引当金 △7,642 △12,574

流動資産合計 67,476,240 98,311,011

固定資産

有形固定資産

建物 2,364,714 2,249,667

構築物 9,250 7,326

機械装置及び運搬具 723,121 2,711,076

工具、器具及び備品 481,595 516,637

リース資産 22,410 22,971

土地 4,254,773 4,254,773

建設仮勘定 23,868 77,570

有形固定資産合計 7,879,735 9,840,024

無形固定資産 842,616 3,069,522

投資その他の資産

投資有価証券 532,873 2,006,501

関係会社株式 155,889 155,889

繰延税金資産 2,329,925 1,746,555

その他 116,577 188,674

投資その他の資産合計 3,135,266 4,097,621

固定資産合計 11,857,617 17,007,167

資産合計 79,333,857 115,318,179

５．個別財務諸表及び主な注記

（１）貸借対照表
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(単位：千円)

前事業年度
(2020年６月30日)

当事業年度
(2021年６月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 5,037,738 6,584,836

未払法人税等 4,377,428 4,405,694

前受金 25,577,678 40,847,533

繰延収益 1,495,137 1,748,889

役員賞与引当金 537,000 630,651

品質補償引当金 92,920 －

有償支給取引に係る負債 2,891,418 6,067,332

その他 1,494,740 1,958,046

流動負債合計 41,504,062 62,242,983

固定負債

退職給付引当金 276,481 292,404

資産除去債務 219,072 219,206

その他 62,893 40,803

固定負債合計 558,447 552,414

負債合計 42,062,509 62,795,398

純資産の部

株主資本

資本金 931,000 931,000

資本剰余金

資本準備金 1,080,360 1,080,360

資本剰余金合計 1,080,360 1,080,360

利益剰余金

利益準備金 159,038 159,038

その他利益剰余金

別途積立金 9,212,000 9,212,000

繰越利益剰余金 26,585,285 40,834,536

利益剰余金合計 35,956,323 50,205,574

自己株式 △977,713 △977,713

株主資本合計 36,989,970 51,239,220

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 259,879 1,262,062

評価・換算差額等合計 259,879 1,262,062

新株予約権 21,498 21,498

純資産合計 37,271,347 52,522,781

負債純資産合計 79,333,857 115,318,179
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(単位：千円)

前事業年度
(自　2019年７月１日
　至　2020年６月30日)

当事業年度
(自　2020年７月１日

　至　2021年６月30日)

売上高 40,319,777 67,080,255

売上原価 19,201,122 32,569,897

売上総利益 21,118,654 34,510,357

販売費及び一般管理費 7,368,017 10,567,274

営業利益 13,750,637 23,943,082

営業外収益

受取利息 2,386 1,464

受取配当金 1,070,004 653,911

為替差益 8,959 397,124

その他 6,918 13,204

営業外収益合計 1,088,269 1,065,704

営業外費用

その他 5,753 4,195

営業外費用合計 5,753 4,195

経常利益 14,833,153 25,004,591

税引前当期純利益 14,833,153 25,004,591

法人税、住民税及び事業税 5,079,321 6,405,053

法人税等調整額 △1,089,781 111,925

法人税等合計 3,989,539 6,516,978

当期純利益 10,843,613 18,487,612

（２）損益計算書
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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

資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計

別途積立金
繰越利益剰
余金

当期首残高 931,000 1,080,360 159,038 9,212,000 18,537,188 27,908,227 △977,387 28,942,199

当期変動額

剰余金の配当 △2,795,516 △2,795,516 △2,795,516

当期純利益 10,843,613 10,843,613 10,843,613

自己株式の取得 △325 △325

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当期変動額合計 － － － － 8,048,096 8,048,096 △325 8,047,770

当期末残高 931,000 1,080,360 159,038 9,212,000 26,585,285 35,956,323 △977,713 36,989,970

評価・換算
差額等

新株予約権 純資産合計その他有価
証券評価差
額金

当期首残高 221,898 21,498 29,185,596

当期変動額

剰余金の配当 △2,795,516

当期純利益 10,843,613

自己株式の取得 △325

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

37,980 － 37,980

当期変動額合計 37,980 － 8,085,751

当期末残高 259,879 21,498 37,271,347

（３）株主資本等変動計算書

前事業年度（自　2019年７月１日　至　2020年６月30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

資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計

別途積立金
繰越利益剰
余金

当期首残高 931,000 1,080,360 159,038 9,212,000 26,585,285 35,956,323 △977,713 36,989,970

当期変動額

剰余金の配当 △4,238,361 △4,238,361 △4,238,361

当期純利益 18,487,612 18,487,612 18,487,612

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当期変動額合計 － － － － 14,249,250 14,249,250 － 14,249,250

当期末残高 931,000 1,080,360 159,038 9,212,000 40,834,536 50,205,574 △977,713 51,239,220

評価・換算
差額等

新株予約権 純資産合計その他有価
証券評価差
額金

当期首残高 259,879 21,498 37,271,347

当期変動額

剰余金の配当 △4,238,361

当期純利益 18,487,612

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

1,002,182 － 1,002,182

当期変動額合計 1,002,182 － 15,251,433

当期末残高 1,262,062 21,498 52,522,781

当事業年度（自　2020年７月１日　至　2021年６月30日）
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（４）個別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。
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