
 
平成 18 年 5 月 16 日 

 
各      位 

 

会 社 名 株式会社アドテック プラズマ テクノロジー 

代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 藤井 修逸 

 （コード番号 ６６６８ 東証マザーズ） 

問 合 せ 先 取 締 役 
総 務 ・ 経 理 部 長 貞弘  司 

 （TEL. ０８４－９４５－１３５９） 

 
（訂正）「平成 18 年８月期中間決算短信（連結）」の一部訂正について 

 
 平成 18 年４月 14 日に開示いたしました「平成 18 年８月期（平成 17 年９月１日～平成 18 年２月

28 日）中間決算短信（連結）」の記載事項の一部に誤りがありましたので、別紙のとおり訂正いたし

ます。 

 なお、訂正箇所は、下線にて表示しております。 

 
一部訂正の理由 

 中間連結キャッシュ・フロー計算書上の「営業活動によるキャッシュ・フロー」のうち「売上債権

の増（△）減額」及び「財務活動によるキャッシュ・フロー」のうち「短期借入金の純増減（△）額」

の金額に誤りがありましたので訂正いたします。 

 当該訂正による損益に与える影響はありません。 

 
記 

 

「平成 18 年８月期中間決算短信（連結）」の１ページ、10 ページ、16 ページ及び 17 ページ。 

 

 
以  上 

 



１．平成 18 年８月中間期の連結業績（平成 17 年９月１日～平成 18 年２月 28 日） 

（訂正前） 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況  （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 
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

18 年８月中間期 △25 13 △474 898

17 年８月中間期 173 △289 436 1,594

17 年８月期 △92 △626 793 1,368

 
（訂正後） 
(3) 連結キャッシュ・フローの状況  （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 
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

18 年８月中間期 △133 13 △366 898

17 年８月中間期 173 △289 436 1,594

17 年８月期 △92 △626 793 1,368

 
３． 経営成績及び財政状態 

（訂正前） 

（２）財政状態 

    略 

  （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、25,056 千円（前年同期は 173,445 千円の獲得）となりました。 

これは、税金等調整前中間純利益 36,281 千円、売上債権の減少 122,902 千円等の収入、たな卸資産の増

加 212,233 千円等の支出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） 

    略 

  （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、474,320 千円（前年同期は 436,910 千円の獲得）となりました。 

これは、長期借入による 100,000 千円等の収入、短期借入金の純減額 368,187 千円及び長期借入金の返

済 183,772 千円等の支出によるものであります。 

 

（訂正後） 

（２）財政状態 

    略 

  （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、133,243 千円（前年同期は 173,445 千円の獲得）となりました。 

これは、税金等調整前中間純利益 36,281 千円、売上債権の減少 14,715 千円等の収入、たな卸資産の増

加 212,233 千円等の支出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） 

    略 

  （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、366,132 千円（前年同期は 436,910 千円の獲得）となりました。 

これは、長期借入による 100,000 千円等の収入、短期借入金の純減額 260,000 千円及び長期借入金の返

済 183,772 千円等の支出によるものであります。 

 



４． 中間連結財務諸表等 

 (4)中間連結キャッシュ・フロー計算書 

（訂正前） 

  

前中間連結会計期間 

（自 平成 16 年９月１日 

 至 平成 17 年２月 28 日）

当中間連結会計期間 

（自 平成 17 年９月１日 

 至 平成 18 年２月 28 日）

対前中間期比 

前連結会計年度の連結キャ

ッシュ・フロー計算書 

（自 平成 16 年９月１日 

 至 平成 17 年８月 31 日）

区分 
注記

番号
金額（千円） 金額（千円） 

増減 

（千円） 
金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フ

ロー 
  

１．税金等調整前中間（当期）純

利益 
 135,091 36,281 △98,809 316,689 

２．減価償却費  28,241 38,191 9,949 130,378 

３．減損損失  ― 237 237 ― 

４．貸倒引当金の増減（△）額  △3,185 13,569 16,754 22,967 

５．役員退職慰労引当金の増減

（△）額 
 △29,934 ― 29,934 △29,934 

６．受取利息及び受取配当金  △4,119 △5,097 △978 △9,294 

７．支払利息  21,610 25,142 3,532 45,714 

８．為替差損益（△）  49,740 △27,853 △77,593 27,119 

９．社債発行費  ― ― ― 1,163 

10．有形固定資産除却損  ― 2,522 2,522 23,834 

11．有形固定資産売却損益（△）  △369 △4,794 △4,424 △597 

12．投資有価証券売却益  △11,291 ― 11,291 △11,291 

13．投資有価証券売却損  ― ― ― 64 

14．連結調整勘定償却  ― 61,273 61,273 61,273 

15．売上債権の増（△）減額  234,097 122,902 △111,194 113,171 

16．たな卸資産の増（△）減額  △237,333 △212,233 25,100 △466,980 

17．その他の資産の増（△）減額  159,260 △46,612 △205,872 182,881 

18．仕入債務の増減（△）額  28,389 57,552 29,163 △51,269 

19．その他の負債の増減（△）額  △26,407 △93,000 △66,593 △97,000 

20．未払消費税等の増減（△）額  25,601 57,012 31,410 △21,168 

21．役員賞与の支払額  △12,177 △18,695 △6,518 △12,177 

小計  357,213 6,398 △350,814 225,544 

22．利息及び配当金の受取額  3,835 4,793 958 8,293 

23．利息の支払額  △22,371 △25,840 △3,468 △42,374 

24．法人税等の支払額  △165,231 △10,408 154,822 △284,259 

営業活動によるキャッシュ・

フロー 
 173,445 △25,056 △198,502 △92,795 

 



 

  

前中間連結会計期間 

（自 平成 16 年９月１日 

 至 平成 17 年２月 28 日）

当中間連結会計期間 

（自 平成 17 年９月１日 

 至 平成 18 年２月 28 日）

対前中間期比 

前連結会計年度の連結キャ

ッシュ・フロー計算書 

（自 平成 16 年９月１日 

 至 平成 17 年８月 31 日）

区分 
注記

番号
金額（千円） 金額（千円） 

増減 

（千円） 
金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フ

ロー 
  

１．定期預金の純増（△）減額  △13 2,203 2,216 △243,059 

２．有形固定資産の取得による支

出 
 △139,055 △21,080 117,974 △180,590 

３．有形固定資産の売却による収

入 
 390 43,627 43,237 1,447 

４．投資有価証券の取得による支

出 
 ― △10,000 △10,000 △32,255 

５．投資有価証券の売却による収

入 
 30,022 ― △30,022 30,638 

６．無形固定資産の取得による支

出 
 ― △866 △866 △21,426 

７．連結の範囲の変更を伴う子会

社株式の取得による支出 
 △181,120 ― 181,120 △181,120 

８．その他  ― △336 △336 ― 

投資活動によるキャッシュ・

フロー 
 △289,775 13,547 303,323 △626,365 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フ

ロー 
  

１．短期借入金の純増減（△）額  476,668 △368,187 △844,855 442,127 

２．長期借入れによる収入  140,000 100,000 △40,000 710,000 

３．長期借入金の返済による支出  △152,292 △183,772 △31,480 △356,219 

４．社債の発行による収入  ― ― ― 48,836 

５．少数株主からの払込みによる

収入 
 ― 2,433 2,433 ― 

６．配当金の支払額  △27,465 △24,794 2,670 △51,315 

財務活動によるキャッシュ・

フロー 
 436,910 △474,320 △911,231 793,429 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る

換算差額 
 △42,633 16,236 58,869 △22,740 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加

額 
 277,947 △469,593 △747,540 51,527 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首

残高 
 1,316,538 1,368,065 51,527 1,316,538 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間

期末（期末）残高 
 1,594,485 898,472 △696,012 1,368,065 

      

 



（訂正後） 

  

前中間連結会計期間 

（自 平成 16 年９月１日 

 至 平成 17 年２月 28 日）

当中間連結会計期間 

（自 平成 17 年９月１日 

 至 平成 18 年２月 28 日）

対前中間期比 

前連結会計年度の連結キャ

ッシュ・フロー計算書 

（自 平成 16 年９月１日 

 至 平成 17 年８月 31 日）

区分 
注記

番号
金額（千円） 金額（千円） 

増減 

（千円） 
金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フ

ロー 
  

１．税金等調整前中間（当期）純

利益 
 135,091 36,281 △98,809 316,689 

２．減価償却費  28,241 38,191 9,949 130,378 

３．減損損失  ― 237 237 ― 

４．貸倒引当金の増減（△）額  △3,185 13,569 16,754 22,967 

５．役員退職慰労引当金の増減

（△）額 
 △29,934 ― 29,934 △29,934 

６．受取利息及び受取配当金  △4,119 △5,097 △978 △9,294 

７．支払利息  21,610 25,142 3,532 45,714 

８．為替差損益（△）  49,740 △27,853 △77,593 27,119 

９．社債発行費  ― ― ― 1,163 

10．有形固定資産除却損  ― 2,522 2,522 23,834 

11．有形固定資産売却損益（△）  △369 △4,794 △4,424 △597 

12．投資有価証券売却益  △11,291 ― 11,291 △11,291 

13．投資有価証券売却損  ― ― ― 64 

14．連結調整勘定償却  ― 61,273 61,273 61,273 

15．売上債権の増（△）減額  234,097 14,715 △219,382 113,171 

16．たな卸資産の増（△）減額  △237,333 △212,233 25,100 △466,980 

17．その他の資産の増（△）減額  159,260 △46,612 △205,872 182,881 

18．仕入債務の増減（△）額  28,389 57,552 29,163 △51,269 

19．その他の負債の増減（△）額  △26,407 △93,000 △66,593 △97,000 

20．未払消費税等の増減（△）額  25,601 57,012 31,410 △21,168 

21．役員賞与の支払額  △12,177 △18,695 △6,518 △12,177 

小計  357,213 △101,788 △459,001 225,544 

22．利息及び配当金の受取額  3,835 4,793 958 8,293 

23．利息の支払額  △22,371 △25,840 △3,468 △42,374 

24．法人税等の支払額  △165,231 △10,408 154,822 △284,259 

営業活動によるキャッシュ・

フロー 
 173,445 △133,243 △306,689 △92,795 

 



 

  

前中間連結会計期間 

（自 平成 16 年９月１日 

 至 平成 17 年２月 28 日）

当中間連結会計期間 

（自 平成 17 年９月１日 

 至 平成 18 年２月 28 日）

対前中間期比 

前連結会計年度の連結キャ

ッシュ・フロー計算書 

（自 平成 16 年９月１日 

 至 平成 17 年８月 31 日）

区分 
注記

番号
金額（千円） 金額（千円） 

増減 

（千円） 
金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フ

ロー 
  

１．定期預金の純増（△）減額  △13 2,203 2,216 △243,059 

２．有形固定資産の取得による支

出 
 △139,055 △21,080 117,974 △180,590 

３．有形固定資産の売却による収

入 
 390 43,627 43,237 1,447 

４．投資有価証券の取得による支

出 
 ― △10,000 △10,000 △32,255 

５．投資有価証券の売却による収

入 
 30,022 ― △30,022 30,638 

６．無形固定資産の取得による支

出 
 ― △866 △866 △21,426 

７．連結の範囲の変更を伴う子会

社株式の取得による支出 
 △181,120 ― 181,120 △181,120 

８．その他  ― △336 △336 ― 

投資活動によるキャッシュ・

フロー 
 △289,775 13,547 303,323 △626,365 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フ

ロー 
  

１．短期借入金の純増減（△）額  476,668 △260,000 △736,668 442,127 

２．長期借入れによる収入  140,000 100,000 △40,000 710,000 

３．長期借入金の返済による支出  △152,292 △183,772 △31,480 △356,219 

４．社債の発行による収入  ― ― ― 48,836 

５．少数株主からの払込みによる

収入 
 ― 2,433 2,433 ― 

６．配当金の支払額  △27,465 △24,794 2,670 △51,315 

財務活動によるキャッシュ・

フロー 
 436,910 △366,132 △803,043 793,429 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る

換算差額 
 △42,633 16,236 58,869 △22,740 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加

額 
 277,947 △469,593 △747,540 51,527 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首

残高 
 1,316,538 1,368,065 51,527 1,316,538 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間

期末（期末）残高 
 1,594,485 898,472 △696,012 1,368,065 

      

 

 

以 上 


