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１．平成19年８月中間期の連結業績（平成18年９月１日～平成19年２月28日）

(1）連結経営成績 （百万円未満切捨）

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年８月中間期 2,518 6.2 12 △67.0 3 △87.8

18年８月中間期 2,371 22.2 36 △76.1 32 △63.8

18年８月期 5,163 124 162

中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

潜在株式調整後１株当
たり中間(当期)純利益

百万円 ％ 円 銭 円 銭

19年８月中間期 0 ― 44 92  ―

18年８月中間期 △2 ― △293 22  ―

18年８月期 39 4,633 66  ―

（注）①持分法投資損益 19年８月中間期 ―百万円 18年８月中間期 ―百万円 18年８月期 ―百万円

②期中平均株式数 (連結) 19年８月中間期 8,584株 18年８月中間期 8,584株 18年８月期   8,584株

③会計処理の方法の変更 無

④売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

(2）連結財政状態 （百万円未満切捨）

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

19年８月中間期 6,040 2,690 43.0 302,444 93

18年８月中間期 5,460 2,489 45.6 290,035 62

18年８月期 5,139 2,673 49.3 294,914 29

（注）期末発行済株式数（連結） 19年８月中間期 8,584株 18年８月中間期 8,584株 18年８月期 8,584株

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （百万円未満切捨）

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

19年８月中間期 △406 △104 754 947

18年８月中間期 △133 13 △366 898

18年８月期 △185 95 △597 700

(4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項

連結子会社数 ３社 持分法適用非連結子会社数 ―社 持分法適用関連会社数 ―社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結（新規） ―社　 （除外） ―社 持分法（新規） ―社　 （除外） 　―社

２．平成19年８月期の連結業績予想（平成18年９月１日～平成19年８月31日）  

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通　期 5,945 442 236

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　27,607円41銭

※　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、多分に不確定な要素を含んで

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。

なお、上記予想に関する事項は添付資料の『３．経営成績及び財政状態　〔通期の見通し〕』を参照して下さい。
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１．企業集団の状況
　当社グループは、当社及び子会社３社（Adtec Technology,Inc. 、Adtec Europe Limited 及び株式会社ＩＤＸ）に

より構成されております。

　事業内容を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称 主要内容 会社名

半導体・液晶関連事業

半導体・液晶基板製造工程において使

用される製造装置に搭載するプラズマ

用高周波電源、マッチングユニット及

び計測器等の設計、製造、販売及び技

術サービスの提供

株式会社アドテック プラズマ テクノロジー

（当社）

Adtec Technology,Inc.

Adtec Europe Limited

研究機関・大学関連事業

研究機関・大学で行われる医療・環境

及び物質科学関連の研究開発において

使用される医療・環境関連装置や太陽

光発電機製造装置などに搭載する直流

電源、パルス電源、マイクロ波電源、

超電導電磁石（コイル）用電源等の設

計、製造、販売及び技術サービスの提

供

株式会社ＩＤＸ

事業系統図

当社グループの事業の系統図は次のとおりであります。

 
海 外 の 得 意 先 

米国地域 欧州地域 アジア（その他）地域 

株式会社アドテック プラズマ テクノロジー（当社） 
（日本） 

連結子会社 
株式会社ＩＤＸ 

（日本） 

国 内 の 得 意 先 

連結子会社 
Adtec Technology,Inc. 

（米国） 

連結子会社 
Adtec Europe Limited 

（英国） 

販売代理店 
（アジア地域） 
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２．経営方針

（１）会社の経営の基本方針

　当社は、経営理念として、「Ｑｕａｌｉｔｙ（高品質）」、「Ｕｎｉｑｕｅ（ユニーク）」、

「Ｉｎｎｏｖａｔｉｖｅ（革新）」、「Ｃｒｅａｔｉｖｅ（創造）」、「Ｋｉｎｄ ｔｏ ｔｈｅ Ｅａｒｔｈ（地

球に優しく）」を掲げており、この理念は、英文の頭文字をとり、当社内ではスローガンとして「Ｑ・Ｕ・Ｉ・

Ｃ・Ｋ」と称しております。

　こうした理念のもと、具体的には、『世界に通じる技術、営業、経営を目指したい』『プラズマ用高周波電源、

計測器、プラズマソースで世界一を目指したい』との考えを実現するため、常に最先端の技術を磨き、電子技術

を通じて、真にユーザーニーズに応える製品作りで、社会の発展に貢献したいと考えております。

（２）利益配分に関する基本方針

　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、業績に応じて行うこと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。

（３）投資単位の引き下げに関する考え方及び方針等

　当社は、個人株主の増加を資本政策上の重要課題と認識し、利益還元の充実に努めてまいります。

　なお、投資単位の引き下げについては、株式市場の活性化のための有効な施策の一つと認識しておりますが、

当社としては、今後の株式市場の要請や当社株価の推移等を勘案しつつ対処してまいる所存であります。

（４）目標とする経営指標

　当社は、企業価値の向上と財務体質の強化を目的とし、売上高及び経常利益の成長を第一の目標としておりま

す。従来より重視してきた売上高経常利益率に加え、株主への利益還元の余力を示す１株当たり当期純利益（Ｅ

ＰＳ）を意識し、株主資本の効率的運用による高い投資効率の経営を進めていく方針であります。

（５）中長期的な会社の経営戦略

　当社は、信頼性の高いプラズマ用高周波電源、マッチングユニット及び計測器等の提供を通じて、プラズマ用

高周波電源関連製品のトータルサービスとトータルソリューションを目指しております。

　また、産学官連携を中心として「プラズマ」技術の基礎研究及び応用研究体制を整備し、半導体製造装置分野

のみならず、新素材・環境等の他分野への応用を進め、新しい価値と高い品質の製品の早期供給を目指していく

方針であります。

　この経営戦略の具体化のため、組織体制の整備、製品開発力の強化、優秀な人材の確保及び社員の教育・訓練

の強化等、当社の将来につながる施策を実施、充実させていく所存であります。

（６）会社の対処すべき課題

　当社グループでは、ウェハー及び液晶ガラス基板の大型化対応ラインや微細化プロセス等次世代装置への標準

搭載に向け、業界動向及び顧客ニーズに適応する製品開発に取組み、米国を中心として世界規模での営業活動を

展開していく所存であります。

　また、品質及びコストの両面において、顧客からの厳しい要請が予測され、より一層の品質管理システムの向

上に取組むと共に、材料調達及び仕入単価の見直しによるコスト削減を具体化していく方針であります。

　さらに、これまでの半導体製造装置向け製品に加え、新素材、環境等の新しい分野で活用される製品の実現の

ため、人材・設備の充実を図り、応用研究を加速させ、新製品の早期供給に全力で取組んでいく所存であります。

（７）親会社等に関する事項

　当社は、親会社等を有していないため、記載すべき事項はありません。

（８）その他、会社の経営上の重要な事項

　当該事項はありません。
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３．経営成績及び財政状態

（１）経営成績

〔当期の概況〕

　当中間連結会計期間におけるわが国経済は、金利上昇不安や原油価格・素材価格の高騰といった懸念材料はあり

ましたが、企業収益の改善に支えられた活発な設備投資や雇用・所得環境の改善により個人消費も上向きつつある

など、緩やかな回復基調で推移いたしました。

　このような状況の中、当社グループといたしましては、主たる事業領域である半導体・液晶関連事業（当社、

Adtec Technology,Inc. 及びAdtec Europe Limited（以下、「当社等」という。））においては、デジタル家電関

連の設備投資が活発に行われる中、営業資源を集中・受注を確保するとともに、太陽電池製造装置用電源の出荷を

開始いたしました。

　研究機関・大学関連事業（株式会社ＩＤＸ「以下、「ＩＤＸ」という。））においては、半導体シリコン引き上

げ装置用超電導電源等の一般産業向け電源の受注を確保いたしました。しかしながら、当社買収以前にＩＤＸが出

荷したナショナルプロジェクト向け製品が、当中間連結会計期間より稼働し始めその一部に品質不具合が生じたこ

とにより、その原因究明及び改修作業のメンテナンス費として43,561千円等を計上いたしましたが、品質不具合発

生を防止し、品質安定化のための体制を整えることに注力いたしました。

　この結果、当社グループの当中間連結会計期間の業績は、売上高は2,518,768千円（前年同期比6.2％増加）、営

業利益は12,057千円（同67.0％減少）、経常利益は3,990千円（同87.8％減少）、中間純利益は385千円（前年同期

は中間純損失2,517千円）となりました。

　当中間連結会計期間の業績は、次のとおりであります。

項目

前中間連結会計期間

（自　平成17年９月１日

至　平成18年２月28日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年９月１日

至　平成19年２月28日）

金額（千円） 前年同期比（％） 金額（千円） 前年同期比（％）

売上高 2,371,522 22.2 2,518,768 6.2

売上総利益 722,656 12.8 782,242 8.2

営業利益 36,553 △76.1 12,057 △67.0

経常利益 32,716 △63.8 3,990 △87.8

当期純利益 △2,517 ― 385 ―

　事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。

前中間連結会計期間

（自　平成17年９月１日

至　平成18年２月28日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年９月１日

至　平成19年２月28日）

事業の種類別セグメントの

名称
売上高 営業利益 売上高 営業利益

金額（千円）
前年同期比

（％）
金額（千円）

前年同期比

（％）
金額（千円）

前年同期比

（％）
金額（千円）

前年同期比

（％）

半導体・液晶関連事業 1,917,432 △1.2 291,168 24.9 2,066,281 7.8 225,906 △22.4

研究機関・大学関連事業 454,090 ― △158,078 ― 452,486 △0.4 △122,338 ―

合計 2,371,522 22.2 133,089 △42.9 2,518,768 6.2 103,568 △22.2

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。
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　所在地別セグメントの業績は、次のとおりであります。

前中間連結会計期間

（自　平成17年９月１日

至　平成18年２月28日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年９月１日

至　平成19年２月28日）

所在地別セグメントの名称
売上高 営業利益 売上高 営業利益

金額（千円）
前年同期比

（％）
金額（千円）

前年同期比

（％）
金額（千円）

前年同期比

（％）
金額（千円）

前年同期比

（％）

日本 1,429,655 62.7 64,700 △62.4 1,618,754 13.2 88,511 36.8

米国 921,803 △12.4 90,633 36.9 477,456 △48.2 1,068 △98.8

欧州 20,063 112.9 △22,244 ― 422,557 ― 13,988 ―

合計 2,371,522 22.2 133,089 △42.9 2,518,768 6.2 103,568 △22.2

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。

　半導体・液晶関連事業（当社等）におきましては、デジタル家電関連の設備投資が活発に行われる中、営業資源

を集中・受注を確保するとともに太陽電池製造装置用電源の出荷開始によって、売上高は2,066,281千円（前年同期

比7.8％増加）となりました。しかしながら、次世代プラズマ技術の応用研究等による試験研究費189,734千円（同

12.9％増加）等の増加により、営業利益は225,906千円（同22.4％減少）となりました。

　研究機関・大学関連事業（ＩＤＸ）におきましては、半導体シリコン引き上げ装置用超電導電源等の一般産業向

け電源の受注を確保いたしました。しかしながら、当社買収以前にＩＤＸが出荷したナショナルプロジェクト向け

製品が、当中間連結会計期間より稼働し始めその一部に品質不具合が生じ、その原因究明及び改修作業に経営資源

を集中したことによる生産の遅れ等により、売上高は452,486千円（前年同期比0.4％減少）となりました。また、

一般産業向け電源の開発による試験研究費18,337千円（同137.5％増加）及びメンテナンス費43,561千円等により販

売費及び一般管理費が増加したため、営業損失は122,338千円（前年同期は営業損失158,078千円）となりました。

　日本国内におきましては、半導体・液晶関連（当社）におけるデジタル家電関連の設備投資が活発に行われる中、

営業資源を集中し受注を確保いたしました。また、次世代プラズマ技術の応用研究等による研究開発に注力し、Ｖ

ＡＷプラズマ装置に安全対策を施し長期信頼性試験を開始いたしました。さらに、大気圧下での大面積に対するプ

ラズマ表面改質等を行うことが可能な、ライン（線）状プラズマの生成に成功いたしました。

　また、研究機関・大学関連（ＩＤＸ）においては、半導体シリコン引き上げ装置用超電導電源等の一般産業向け

電源の受注を確保いたしました。しかしながら、当社買収以前にＩＤＸが出荷したナショナルプロジェクト向け製

品が、当中間連結会計期間より稼働し始めその一部に品質不具合が生じ、その原因究明及び改修作業に経営資源を

集中したことによる生産の遅れ等が発生いたしました。さらに、一般産業向け電源の開発及びメンテナンス費等に

より販売費及び一般管理費が増加いたしました。

　この結果、売上高は1,618,754千円（前年同期比13.2％増加）、営業利益は88,511千円（同36.8％増加）となりま

した。

　米国におきましては、半導体・液晶業界のデジタル家電の著しい価格下落の影響による製品値下げ、さらに競合

他社との価格競争激化等により、採算性を重視した受注案件の選択と集中の結果、売上高は477,456千円（前年同期

比48.2％減少）、営業利益は1,068千円（同98.8％減少）となりました。

　欧州におきましては、太陽電池製造装置用電源の営業活動を積極的に推し進め、受注・売上を確保したことによ

り、売上高は422,557千円（前年同期は20,063千円）、営業利益は13,988千円（前年同期は営業損失22,244千円）と

なりました。

　なお、株式会社ＩＤＸは、事業構成上の特徴として、官公庁における予算執行の関係上、とりわけ第３四半期連

結会計期間に売上高が集中する傾向にあることから、連結会計年度の各四半期会計期間の売上高に著しい相違があ

り、各四半期の業績には季節変動があります。

　従って、当社グループの四半期もしくは半期の経営成績は、必ずしも通期の経営成績に連動するものではありま

せん。
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〔通期の見通し〕

　今後の景気の見通しにつきましては、原油価格や素材価格の高騰といった懸念材料はありますが、企業収益の回

復に支えられた活発な設備投資や雇用・所得環境の改善による個人消費の拡大などを背景に緩やかな回復基調をた

どるものと予想しております。

　このような状況の中、当社グループといたしましては、引き続き製造経費の削減を目指し、材料仕入単価の見直

しや諸経費の削減によるコストダウンを進め、企業体質の強化に努めます。

　半導体・液晶関連事業（当社等）におきましては、デジタル家電関連の活発な設備投資が行われる中、営業資源

を集中し受注を確保するとともに、太陽電池製造装置用電源のさらなる受注獲得を目指します。

　また、ＶＡＷプラズマ装置の長期信頼性試験を引き続き行うとともに、ライン（線）状プラズマ技術の製品化へ

向け、研究開発を進めてまいります。

　研究機関・大学関連事業（ＩＤＸ）におきましては、引き続き半導体シリコン引き上げ装置用超電導電源等の一

般産業向け電源の受注を確保するとともに、品質の安定化、コスト削減に取組み財務体質の改善、企業競争力の強

化を図ってまいります。

　また、一般産業向け電源の開発を進めるとともに、従来品より小型化した加速器用電源の製品化へ向け、研究開

発を進めてまいります。

　この結果、当期の連結業績予想につきましては、平成18年10月13日の平成18年８月期決算発表時に公表したとお

りであります。

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通　期 5,945 442 236

（注）業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社で判断したものであり、予想には様々な

不確定要素が内在しております。従いまして、今後発生する状況の変化によっては、実際の業績はこれら

の数値と異なる場合があります。
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（２）財政状態

　当中間連結会計期間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、たな卸資産の増

加、短期借入金及び長期借入金の返済等による支出があったものの、売上債権の回収及び長期の借入金による収

入等により、前中間連結会計期間と比較して48,742千円増加し、当中間連結会計期間末は947,214千円となりまし

た。

　当中間連結会計期間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、406,844千円（前年同期は133,243千円の使用）となりました。

　これは、税金等調整前中間純損失13,627千円、売上債権の減少36,901千円等の収入、たな卸資産の増加445,546

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）

　投資活動の結果使用した資金は、104,459千円（前年同期は13,547千円の獲得）となりました。

　これは、投資有価証券の償還による収入10,000千円及び有形固定資産の売却による1,102千円等の収入、有形固

定資産の取得21,559千円及び定期預金の純増加額86,954千円等の支出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、754,612千円（前年同期は366,132千円の使用）となりました。

　これは、長期借入による1,420,000千円等の収入、短期借入金の純減額300,000千円及び長期借入金の返済329,884

千円等の支出によるものであります。

〔キャッシュ・フローの指標トレンド〕

 前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度

自己資本比率（％） 45.6 43.0 49.3

時価ベースの自己資本比率（％） 81.0 79.6 68.8

債務償還年数（年） ― ― ―

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） ― ― ―

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．債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオは、営業活動によるキャッシュ・フローがマイナスであ

るため記載しておりません。
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（３）事業等のリスク

　当社グループの当中間連結会計期間の概況を報告しておりますが、当社グループの業績は、今後起こり得る様々

な要因により大きな影響を受ける可能性があります。当社グループの経営成績、財務状況及び当社株価等に影響

を及ぼす可能性のあるリスクは以下のとおりであります。

　なお、文中の将来に関する事項は、当中間連結会計期間末現在において当社グループが判断したもので、将来

に亘るリスク全てを網羅したものではありません。

(1）事業等のリスク

①　半導体・液晶市場の変動による影響について

　当社の主力製品がターゲットとする市場は、主に半導体及び液晶関連分野となっており、これらの業界動

向に大きく影響を受け、当社の業績は変動しております。

　この業界動向の変動は、シリコンサイクル及びクリスタルサイクルと呼ばれ、半導体・液晶業界において

観察される需給バランスの変動による景気サイクルであり、ほぼ数年間隔で起こる好不況の変動であります。

今後も、これらの業界動向は、当社の業績に影響を与える場合があります。

　これらの半導体・液晶業界の景気サイクルに加え、半導体・液晶の製造プロセスの変化や、技術革新等に

よる当社製品の陳腐化に伴う経営リスクに対しては、積極的な研究開発活動により対処してまいりました。

今後におきましても、これまで以上の取組みにより、顧客ニーズに沿った製品づくりに努める所存でありま

すが、これら半導体・液晶の製造プロセスの変化や技術革新等のスピードに対応できない場合には、当社の

業績に影響を与える場合があります。

②　競合による影響について

　当社が主に取り扱うプラズマ用高周波電源及びマッチングユニット事業におきましては、複数の競合他社

があります。当社では製品の高性能化及び修理・メンテナンス業務の充実等により競合他社との差別化を図っ

ております。

　しかしながら、当社が想定する以上の画期的な技術革新による新製品が競合他社により販売された場合、

もしくは修理・メンテナンス業務の充実等を競合他社が拡充した場合等には、競合状況が激化し受注競争を

通じた販売価格の下落等により当社の業績に影響を与える可能性があります。

③　売上高（販売先の地域区分）の海外依存度による影響について

　当社グループの連結売上高に占める海外の割合は、「セグメント情報」の「海外売上高」に記載している

とおりであります。前中間連結会計期間において、海外への割合は合計で46.6％、平成18年８月期通期にお

いて39.9％、当中間連結会計期間においても39.7％を占めております。したがって、当社グループの業績は、

米国を中心とする海外の経済情勢及び市場動向により影響を受ける可能性があります。

④　為替変動の影響について

　当社グループの連結売上高に占める海外売上高の割合は、「③　売上高（販売先の地域区分）の海外依存

度による影響について」に記載のとおりであり、比較的高い水準で推移しております。また、海外からの仕

入も行っていることから外貨建金銭債権債務を保有しており、当社の業績は為替相場の変動により影響を受

ける可能性があります。

(2）今後の事業展開について

①　海外展開について

　半導体・液晶業界におきましては、「北米市場」、「欧州市場」、「アジア市場」が主要３市場であり、

当社の今後の業績進展には、国内のみならず、海外での事業展開が不可欠と考えております。このため当社

は、当該市場における販売・サービス拠点として平成８年８月に米国に Adtec Technology,Inc. 、平成12年

８月に英国に Adtec Europe Limited をそれぞれ設立いたしました。また、韓国、台湾、シンガポールの企

業３社と販売代理店契約を締結しており、主要３市場に対応する営業体制を整えております。

　また、今後につきましても、成長が見込める海外市場に対する進出の検討を進めております。

　これらの海外展開に伴い、現地における営業・サービスに携わる優秀な人材の確保が困難となり、あるい

はそれらの人材が流出する等により事業展開が滞る事態が発生した場合、または、管理・事務上の問題が発

生した場合等には、当社製品をタイムリーに市場に供給できなくなり、当社の投下資本、運転資金の回収が

困難になる等当社の業績に影響を与える可能性があります。
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②　知的所有権について

　当社では、研究開発活動に係る特許やその他知的所有権を確保することは、事業遂行上、重要なことと考

えております。

　これまで当社は、知的所有権に関して他社の知的所有権を侵害したとして、損害賠償や使用差止の請求を

受けたことはありません。しかしながら、今後、当社の事業分野における第三者の特許権等が成立し登録さ

れた場合、もしくは当社が認識していない特許権等が成立している場合等、当該第三者から損害賠償または

使用差止等の請求や当該特許権等に関する対価の支払い等が発生した場合は、当社の業績に影響を与える可

能性があります。

③　組織体制等について

　当社は、取締役10名及び従業員88名（平成19年２月28日現在）の組織規模であり、内部管理体制も実情に

応じたものとなっております。今後の事業拡大と業務量の拡大に備え、従業員の育成、人員の増強及び内部

管理体制の一層の充実を図る方針でありますが、人材の維持・確保及び内部管理体制の充実が円滑に進まな

かった場合には、適切な組織的対応ができず、当社の業務効率や事業拡大に支障をきたす可能性がありま

す。

　また、代表取締役社長藤井修逸は、経営戦略策定、研究開発活動、営業活動など広範囲にわたり当社の事

業活動の根幹を支えており、当社の事業展開は同氏に大きく依存しております。したがって、同氏の当社に

おける業務遂行が何らかの理由により困難となった場合、当社の事業展開や業績などに影響を与える可能性

があります。

④　事業展開について

　当社は、プラズマ用高周波電源を中心に半導体・液晶製造装置関連機器の製造・販売によって事業の拡大

を図ってまいりましたが、今後は、これまで培ってきたプラズマ技術をベースに、さらに幅広い分野で活用

できる新製品の開発を積極的に行なっていく方針であります。

　新製品の開発にあたっては、その性質上、予測とは異なる状況の発生等により計画どおりに事業が展開で

きず当社全体の業績に影響を与える可能性があります。また、現時点において当該事業が当社の業績に与え

る影響を的確に予測することは不可能であり、投資コストを回収できない可能性があります。
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４．中間連結財務諸表等
(1) 中間連結貸借対照表

 
 

前中間連結会計期間末
（平成18年２月28日現在）

当中間連結会計期間末
（平成19年２月28日現在）

対前中間期
比

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表

（平成18年８月31日現在）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金  1,379,963 1,321,067 △58,895 985,546

２．受取手形及び
売掛金

※４ 1,192,011 1,097,080 △94,930 1,129,808

３．たな卸資産  1,666,340 1,990,659 324,319 1,618,871

４．その他  248,005 259,404 11,398 238,825

５．貸倒引当金  △42,142 ― 42,142 ―

流動資産合計  4,444,178 81.4 4,668,212 77.3 224,033 3,973,051 77.3

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産

(1）建物及び構
築物

※１ 662,608 948,862 941,795

減価償却累
計額

 172,023 490,584 407,872 540,990 50,405 386,728 555,066

(2）車両運搬具  4,323 16,147 16,147

減価償却累
計額

 1,096 3,227 13,936 2,210 △1,016 13,585 2,562

(3）工具器具備
品

 423,677 734,662 649,626

減価償却累
計額

 156,371 267,305 356,271 378,391 111,085 336,887 312,738

(4）土地 ※１ 65,926 65,926 ― 65,926

有形固定資産
合計

827,043 15.1 987,518 16.3 160,474 936,293 18.2

２．無形固定資産  27,155 0.5 43,340 0.7 16,185 37,245 0.7

３．投資その他の
資産

(1）投資有価証
券

 103,985  299,396 195,410 152,929

(2）その他  75,006  62,346 △12,659 60,378

(3）貸倒引当金  △16,700  △19,909 △3,209 △19,909

投資その他の
資産合計

 162,291 3.0 341,833 5.7 179,541 193,398 3.8

固定資産合計  1,016,491 18.6 1,372,692 22.7 356,201 1,166,938 22.7

資産合計  5,460,669 100.0 6,040,905 100.0 580,235 5,139,989 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成18年２月28日現在）

当中間連結会計期間末
（平成19年２月28日現在）

対前中間期
比

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表

（平成18年８月31日現在）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．買掛金  305,636 341,007 35,370 275,002

２．短期借入金 ※１ 1,040,000 690,000 △350,000 990,000

３．一年内返済予
定長期借入金

※１ 380,344 478,622 98,278 365,806

４．一年内償還予
定社債 

 20,000 20,000 ― 20,000

５．役員賞与引当
金

 ― 646 646 ―

６．その他  324,209 175,029 △149,179 198,431

流動負債合計  2,070,190 37.9 1,705,305 28.2 △364,884 1,849,239 36.0

Ⅱ　固定負債  

　１．社債  30,000 10,000 △20,000 20,000

２．長期借入金 ※１ 717,394 1,562,055 844,661 584,755

３．その他  3,139 73,348 70,208 12,759

固定負債合計  750,533 13.8 1,645,403 27.3 894,869 617,514 12.0

負債合計  2,820,723 51.7 3,350,708 55.5 529,985 2,466,754 48.0

  

（少数株主持分）  

少数株主持分  150,077 2.7 ― ― △150,077 ― ―

  

（資本の部）  

Ⅰ　資本金  835,598 15.3 ― ― △835,598 ― ―

Ⅱ　資本剰余金  1,070,868 19.6 ― ― △1,070,868 ― ―

Ⅲ　利益剰余金  532,497 9.7 ― ― △532,497 ― ―

Ⅳ　その他有価証券
評価差額金

 25,877 0.5 ― ― △25,877 ― ―

Ⅴ　為替換算調整勘
定

 25,285 0.5 ― ― △25,285 ― ―

Ⅵ　自己株式  △259 △0.0 ― ― 259 ― ―

資本合計  2,489,868 45.6 ― ― △2,489,868 ― ―

負債、少数株主
持分及び資本合
計

 5,460,669 100.0 ― ― △5,460,669 ― ―
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前中間連結会計期間末
（平成18年２月28日現在）

当中間連結会計期間末
（平成19年２月28日現在）

対前中間期
比

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表

（平成18年８月31日現在）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（純資産の部）  

Ⅰ　株主資本  

１．資本金  ― ― 835,598 13.8 835,598 835,598 16.3

２．資本剰余金  ― ― 1,070,868 17.7 1,070,868 1,070,868 20.8

３．利益剰余金  ― ― 523,670 8.7 523,670 549,038 10.7

４．自己株式  ― ― △259 △0.0 △259 △259 △0.0

株主資本合計  ― ― 2,429,878 40.2 2,429,878 2,455,246 47.8

Ⅱ　評価・換算差額
等

 

１．その他有価証
券評価差額金

 ― ― 149,124 2.5 149,124 55,244 1.1

２．為替換算調整
勘定

 ― ― 17,396 0.3 17,396 21,259 0.4

評価・換算差
額等合計

 ― ― 166,520 2.8 166,520 76,504 1.5

Ⅲ　少数株主持分  ― ― 93,797 1.5 93,797 141,484 2.7

純資産合計  ― ― 2,690,196 44.5 2,690,196 2,673,235 52.0

負債純資産合計  ― ― 6,040,905 100.0 6,040,905 5,139,989 100.0
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(2) 中間連結損益計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

対前中間
期比

前連結会計年度の
連結損益計算書

（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   2,371,522 100.0  2,518,768 100.0 147,245  5,163,054 100.0

Ⅱ　売上原価   1,648,866 69.5  1,736,525 68.9 87,659  3,576,891 69.3

売上総利益   722,656 30.5  782,242 31.1 59,586  1,586,163 30.7

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

※１  686,103 29.0  770,185 30.6 84,082  1,462,088 28.3

営業利益   36,553 1.5  12,057 0.5 △24,495  124,074 2.4

Ⅳ　営業外収益            

１．受取利息  4,760   6,987    13,250   

２．受取配当金  336   777    461   

３．補助金収入  28,716   21,421    49,742   

４．為替差益  3,019   9,101    20,994   

５．備品等受贈益  5,000   ―    5,000   

６．その他  4,095 45,929 2.0 4,506 42,794 1.7 △3,134 9,396 98,847 1.9

Ⅴ　営業外費用            

１．支払利息  25,142   23,460    48,889   

２．たな卸資産廃
棄損

 ―   24,295    5,198   

３．デリバティブ
評価損

 1,472   ―    1,293   

４．貸倒引当金繰
入額

 13,569   ―    ―   

５．その他  9,581 49,765 2.1 3,105 50,861 2.0 1,095 4,949 60,330 1.2

経常利益   32,716 1.4  3,990 0.2 △28,726  162,590 3.1

Ⅵ　特別利益            

１．固定資産売却
益

※２ 4,842   621    5,419   

２．貸倒引当金戻
入益

 ―   ―    303   

３．債務免除益 ※３ ―   ―    42,457   

４．持分変動利益  1,531 6,373 0.2 ― 621 0.0 △5,752 1,531 49,712 1.0

Ⅶ　特別損失            

１．固定資産売却
損

※４ 48   1,006    48   

２．固定資産除却
損

※５ 2,522   233    3,753   

３．減損損失 ※６ 237   ―    237   

４．製品保証損  ―   17,000    ―   

５．保険解約損  ―   ―    4,303   

６．貸倒損失 ※７ ― 2,808 0.1 ― 18,239 0.7 15,430 65,796 74,140 1.4

税金等調整前
中間（当期）
純利益又は税
金等調整前中
間純損失
（△）

  36,281 1.5  △13,627 △0.5 △49,909  138,162 2.7
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前中間連結会計期間

（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

対前中間
期比

前連結会計年度の
連結損益計算書

（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

法人税、住民
税及び事業税

 98,761   26,600    177,194   

法人税等調整
額

 △15,756 83,005 3.5 7,073 33,674 1.3 △49,330 △26,011 151,182 2.9

少数株主損失
（△） 

  △44,206 △1.9  △47,687 △1.8 △3,481  △52,798 △1.0

中間（当期）
純利益又は中
間純損失
（△）

  △2,517 △0.1  385 0.0 2,902  39,778 0.8
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(3) 中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書

中間連結剰余金計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

区分
注記
番号

金額（千円）

（資本剰余金の部）    

Ⅰ　資本剰余金期首残高   1,070,868

Ⅱ　資本剰余金中間期末残高   1,070,868

    

（利益剰余金の部）    

Ⅰ　利益剰余金期首残高   578,605

Ⅱ　利益剰余金減少高    

１．中間純損失  2,517  

２．配当金  24,895  

３．役員賞与  18,695 46,108

Ⅲ　利益剰余金中間期末残高   532,497
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中間連結株主資本等変動計算書

当中間連結会計期間（自　平成18年９月１日　至　平成19年２月28日）

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

平成18年８月31日　残高（千円） 835,598 1,070,868 549,038 △259 2,455,246

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当   △25,754  △25,754

中間純利益   385  385

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額（純額）

     

中間連結会計期間中の変動額合計
（千円）

― ― △25,368 ― △25,368

平成19年２月28日　残高（千円） 835,598 1,070,868 523,670 △259 2,429,878

評価・換算差額等

少数株主持
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

評価・換算
差額等合計

平成18年８月31日　残高（千円） 55,244 21,259 76,504 141,484 2,673,235

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当     △25,754

中間純利益     385

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額（純額）

93,880 △3,863 90,016 △47,687 42,329

中間連結会計期間中の変動額合計
（千円）

93,880 △3,863 90,016 △47,687 16,961

平成19年２月28日　残高（千円） 149,124 17,396 166,520 93,797 2,690,196
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前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自　平成17年９月１日　至　平成18年８月31日）

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

平成17年８月31日　残高（千円） 835,598 1,070,868 578,605 △259 2,484,813

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当   △50,649  △50,649

利益処分による役員賞与   △18,695  △18,695

当期純利益   39,778  39,778

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

     

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

― ― △29,566 ― △29,566

平成18年８月31日　残高（千円） 835,598 1,070,868 549,038 △259 2,455,246

評価・換算差額等

少数株主持
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

評価・換算
差額等合計

平成17年８月31日　残高（千円） 15,544 8,817 24,362 193,381 2,702,557

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当     △50,649

利益処分による役員賞与     △18,695

当期純利益     39,778

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

39,699 12,441 52,141 △51,896 245

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

39,699 12,441 52,141 △51,896 △29,321

平成18年８月31日　残高（千円） 55,244 21,259 76,504 141,484 2,673,235
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(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

 
 

前中間連結会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19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17年９月１日
至　平成18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）純利益又は
税金等調整前中間純
損失（△）

 36,281 △13,627 △49,909 138,162

２．減価償却費  38,191 43,029 4,838 83,314

３．減損損失  237 ― △237 237

４．連結調整勘定償却  61,273 ― △61,273 61,273

５．貸倒引当金の増減
（△）額

 13,569 ― △13,569 △25,363

６．役員賞与引当金の増
減（△）額

 ― 646 646 ―

７．受取利息及び受取配
当金

 △5,097 △7,764 △2,667 △13,712

８．支払利息  25,142 23,460 △1,681 48,889

９．為替差損益（△）  △27,853 △12,855 14,997 △23,531

10．有形固定資産除却損  2,522 233 △2,289 3,753

11．有形固定資産売却損
益（△）

 △4,794 384 5,178 △5,371

12．製品保証損  ― △17,000 △17,000 ―

13．保険解約損  ― ― ― 4,303

14．貸倒損失  ― ― ― 65,796

15．売上債権の増（△）
減額

 14,715 36,901 22,186 69,289

16．たな卸資産の増
（△）減額

 △212,233 △445,546 △233,312 △220,703

17．その他の資産の増
（△）減額

 △46,612 △63,953 △17,341 △42,347

18．仕入債務の増減
（△）額

 57,552 65,937 8,384 25,860

19．その他の負債の増減
（△）額

 △93,000 49,133 142,134 △226,843

20．未払消費税等の増減
（△）額

 57,012 28,987 △28,025 32,311

21．役員賞与の支払額  △18,695 △9,347 9,347 △18,695

小計  △101,788 △321,381 △219,592 △43,375

22．利息及び配当金の受
取額

 4,793 7,645 2,851 13,007

23．利息の支払額  △25,840 △25,490 349 △41,712

24．法人税等の支払額  △10,408 △68,405 △57,996 △114,458

25．法人税等の還付額  ― 786 786 652

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 △133,243 △406,844 △273,600 △185,886

18



 
 

前中間連結会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19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17年９月１日
至　平成18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

 2,203 △86,954 △89,158 195,384

２．有形固定資産の取得
による支出

 △21,080 △21,559 △478 △122,774

３．有形固定資産の売却
による収入

 43,627 1,102 △42,524 44,782

４．投資有価証券の取得
による支出 

 △10,000 ― 10,000 △10,000

５．投資有価証券の償還
による収入

 ― 10,000 10,000 ―

６．無形固定資産の取得
による支出

 △866 △7,084 △6,217 △12,132

７．その他  △336 36 372 738

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 13,547 △104,459 △118,006 95,998

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

 △260,000 △300,000 △40,000 △310,000

２．長期借入れによる収
入

 100,000 1,420,000 1,320,000 145,000

３．長期借入金の返済に
よる支出

 △183,772 △329,884 △146,112 △375,949

４．社債の償還による支
出

 ― △10,000 △10,000 △10,000

５．少数株主からの払込
みによる収入

 2,433 ― △2,433 2,433

６．配当金の支払額  △24,794 △25,503 △708 △48,831

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 △366,132 754,612 1,120,745 △597,346

Ⅳ　現金及び現金同等物に
係る換算差額

 16,236 3,812 △12,423 19,262

Ⅴ　現金及び現金同等物の
増減（△）額

 △469,593 247,121 716,715 △667,972

Ⅵ　現金及び現金同等物の
期首残高

 1,368,065 700,093 △667,972 1,368,065

Ⅶ　現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高

 898,472 947,214 48,742 700,093
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

前連結会計年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

１．連結の範囲に関する事項 全ての子会社を連結しております。

なお、連結子会社は次の３社であり

ます。

Adtec Technology,Inc.

Adtec Europe Limited

株式会社ＩＤＸ

同左 同左

２．持分法の適用に関する事

項

イ　持分法適用の非連結子会社

該当事項はありません。

イ　持分法適用の非連結子会社

同左

イ　持分法適用の非連結子会社

同左

 ロ　持分法適用の関連会社

該当事項はありません。

ロ　持分法適用の関連会社

同左

ロ　持分法適用の関連会社

同左

 ハ　持分法を適用していない非連結

子会社及び関連会社

該当事項はありません。

ハ　持分法を適用していない非連結

子会社及び関連会社

同左

ハ　持分法を適用していない非連結

子会社及び関連会社

同左

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事

項

株式会社ＩＤＸ（本社：栃木県）を

除く連結子会社の中間決算日と中間

連結決算日は一致しております。株

式会社ＩＤＸの中間決算日は12月31

日であり、中間連結財務諸表の作成

にあたっては、同決算日現在の財務

諸表を使用しております。ただし、

１月１日から中間連結決算日までの

期間に発生した重要な取引について

は、連結上必要な調整を行っており

ます。

同左 株式会社ＩＤＸ（本社：栃木県）を

除く連結子会社の決算日と連結決算

日は一致しております。株式会社Ｉ

ＤＸの決算日は6月30日であり、連

結財務諸表の作成にあたっては、同

決算日現在の財務諸表を使用してお

ります。ただし、７月１日から連結

決算日８月31日までの期間に発生し

た重要な取引については、連結上必

要な調整を行っております。

４．会計処理基準に関する事

項

   

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法

イ　有価証券

その他有価証券

イ　有価証券

その他有価証券

イ　有価証券

その他有価証券

 時価のあるもの

中間連結決算日の市場価

格等に基づく時価法（評

価差額は全部資本直入法

により処理し、売却原価

は移動平均法により算

定）

時価のあるもの

中間連結決算日の市場価

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）

時価のあるもの

連結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

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

 ロ　デリバティブ

時価法

ロ　　　　―――――

 

ロ　デリバティブ

時価法

 ハ　たな卸資産

製品

ケーブル類以外の製品

個別法による原価法

ハ　たな卸資産

製品

ケーブル類以外の製品

同左

ハ　たな卸資産

製品

ケーブル類以外の製品

同左

 ケーブル類

月次総平均法による原価

法

ケーブル類

同左

ケーブル類

同左

 仕掛品

個別法による原価法

仕掛品

同左

仕掛品

同左

 材料

月次総平均法による原価法

材料

同左

材料

同左

 貯蔵品

最終仕入原価法による原価

法

貯蔵品

同左

貯蔵品

同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

前連結会計年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

イ　有形固定資産

当社及び国内連結子会社は定

率法、在外連結子会社は当該

国の会計基準の規定に基づく

定額法によっております。た

だし、当社の建物（建物付属

設備を除く）は定額法によっ

ております。

主な耐用年数は次のとおりで

あります。

イ　有形固定資産

同左

 

イ　有形固定資産

同左

 建物及び構築物

10～33年

工具器具備品　５～８年

 

 

 

 

 なお、建物及び構築物の一部

については、事業用定期借地

権の賃借期間を耐用年数とし

て採用しております。

  

 ロ　無形固定資産

自社利用ソフトウェアについ

ては、社内における利用可能

期間（主として５年）に基づ

く定額法によっております。

ロ　無形固定資産

同左

ロ　無形固定資産

同左

(3）重要な引当金の計上基

準

イ　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。

イ　貸倒引当金

同左

イ　貸倒引当金

同左

 ロ　       ―――――

 

ロ　役員賞与引当金

当社及び国内連結子会社は役

員賞与の支出に備えて、当連

結会計年度における支給見込

額の当中間連結会計期間負担

額を計上しております。

ロ　       ―――――

(4）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、中間連結決

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、中間連結決算日の直

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、換算差額は少数株主持

分及び資本の部における為替換算調

整勘定に計上しております。

外貨建金銭債権債務は、中間連結決

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、中間連結決算日の直

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に計上し

ております。

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

換算調整勘定に計上しております。

(5）重要なリース取引の処

理方法

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引については、通常

の賃貸借取引に係る方法に準じた会

計処理によっております。

同左 同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

前連結会計年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

(6）重要なヘッジ会計の方

法

イ　ヘッジ会計の方法

当社は、金利キャップ取引を

採用しており、特例処理の要

件を満たしているため、特例

処理を行っております。

イ　ヘッジ会計の方法

同左

イ　ヘッジ会計の方法

同左

 ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段　金利キャップ

ヘッジ対象　変動利付借入金

ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 ハ　ヘッジ方針

当社の一定のルールに従い、

金利変動リスクをヘッジして

おり、ヘッジ対象の識別は個

別契約毎に行っております。

ハ　ヘッジ方針

同左

ハ　ヘッジ方針

同左

 ニ　ヘッジ有効性の評価方法

金利キャップは特例処理に

よっているため、有効性の評

価は省略しております。

ニ　ヘッジ有効性の評価方法

同左

ニ　ヘッジ有効性の評価方法

同左

(7）その他中間連結財務諸

表（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

税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

同左

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲

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か月以内に

償還期限の到来する短期投資から

なっております。

同左 同左
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会計処理の変更

前中間連結会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

前連結会計年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

固定資産の減損に係る会計基準 ――――― 固定資産の減損に係る会計基準

　当中間連結会計期間から「固定資産

の減損に係る会計基準」（「固定資産

の減損に係る会計基準の設定に関する

意見書」（企業会計審議会　平成14年

８月９日））及び「固定資産の減損に

係る会計基準の適用指針」（企業会計

基準委員会　企業会計基準適用指針第

６号　平成15年10月31日）を適用して

おります。

　この結果、特別損失が237千円増加

し、税金等調整前当期純利益が同額減

少しております。

　なお、減損損失累計額については、

改正後の中間連結財務諸表規則に基づ

き各資産の金額から直接控除しており

ます。

　当連結会計年度から「固定資産の減

損に係る会計基準」（「固定資産の減

損に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会　平成14年８月

９日））及び「固定資産の減損に係る

会計基準の適用指針」（企業会計基準

委員会　企業会計基準適用指針第６号

　平成15年10月31日）を適用しており

ます。

　この結果、特別損失が237千円増加

し、税金等調整前当期純利益が同額減

少しております。

　なお、減損損失累計額については、

改正後の連結財務諸表規則に基づき各

資産の金額から直接控除しております。

――――― ――――― 役員賞与に関する会計基準

　当連結会計年度から「役員賞与に関

する会計基準」（企業会計基準委員会

　企業会計基準第４号　平成17年11月

29日）を適用しております。これによ

り、従来、株主総会決議時に未処分利

益の減少として会計処理していた役員

賞与を当連結会計年度から発生時に費

用処理しております。

　この結果、前連結会計年度と同一の

基準で処理した場合と比較して、販売

費及び一般管理費が9,400千円増加し、

営業利益、経常利益、税金等調整前当

期純利益がそれぞれ同額減少しており

ます。

　なお、セグメント情報に与える影響

は、当該箇所に記載しております。
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前中間連結会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

前連結会計年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

――――― ――――― 貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準

　当連結会計年度より、「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準委員会　企業会計

基準第５号　平成17年12月９日）及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準等の適用指針」（企業会

計基準委員会　企業会計基準適用指針

第８号　平成17年12月９日）を適用し

ております。

　従来の資本の部の合計に相当する金

額は2,531,750千円であります。

　なお、連結財務諸表規則の改正によ

り、当連結会計年度における連結貸借

対照表の純資産の部については、改正

後の連結財務諸表規則により作成して

おります。
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成18年２月28日現在）

当中間連結会計期間末
（平成19年２月28日現在）

前連結会計年度末
（平成18年８月31日現在）

※１．担保に供している資産及びこれらに対

応する債務は、次のとおりであります。

※１．担保に供している資産及びこれらに対

応する債務は、次のとおりであります。

※１．担保に供している資産及びこれらに対

応する債務は、次のとおりであります。

(1）担保に供している資産 (1）担保に供している資産 (1）担保に供している資産

建物及び構築物 397,202千円

土地 65,926千円

計 463,128千円

建物及び構築物 369,622千円

土地 65,926千円

計 435,548千円

建物及び構築物 390,079千円

土地 65,926千円

計 465,005千円

(2）上記に対応する債務 (2）上記に対応する債務 (2）上記に対応する債務

一年内返済予定長期

借入金
73,506千円

長期借入金 218,434千円

計 291,940千円

一年内返済予定長期

借入金
28,560千円

長期借入金 234,820千円

計 263,380千円

短期借入金 14,694千円

一年内返済予定長期

借入金
84,753千円

長期借入金 178,213千円

計 277,660千円

　２．当社は、運転資金の効率的な調達を行

うため取引銀行４行と貸出コミットメ

ント契約を締結しております。これら

契約に基づく当中間連結会計期間末の

借入未実行残高は次のとおりでありま

す。

　２．当社は、運転資金の効率的な調達を行

うため取引銀行３行とコミットメント

ライン契約を締結しております。これ

ら契約に基づく当中間連結会計期間末

の借入未実行残高は次のとおりであり

ます。

　２．当社は、運転資金の効率的な調達を行

うため取引銀行３行とコミットメント

ライン契約を締結しております。これ

ら契約に基づく当連結会計年度末の借

入未実行残高は次のとおりであります。

貸出コミットメン

トの総額
1,300,000千円

借入実行残高 1,040,000千円

差引額 260,000千円

貸出コミットメン

トの総額
1,300,000千円

借入実行残高 390,000千円

差引額 910,000千円

貸出コミットメン

トの総額
1,300,000千円

借入実行残高 780,000千円

差引額 520,000千円

　３．　　　　 ――――― 　３．受取手形割引高は、57,402千円であり

ます。

　３．受取手形割引高は、61,472千円であり

ます。

※４．　　　　 ――――― ※４．中間連結会計期間末満期手形

中間連結会計期間末日満期手形の会計

処理については、手形交換日をもって

決済処理をしております。なお、当中

間連結会計期間の末日は金融機関の休

日であったため、次の中間連結会計期

間末日満期手形が中間連結会計期間末

残高に含まれております。

※４．　　　　 ―――――

受取手形 1,464千円

25



（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

前連結会計年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

※１．販売費及び一般管理費 ※１．販売費及び一般管理費 ※１．販売費及び一般管理費

主な費目及び金額 主な費目及び金額 主な費目及び金額

(1）役員報酬 56,405千円

(2）給与手当 143,338千円

(3）減価償却費 10,575千円

(4) 連結調整勘定償却 61,273千円

(5）試験研究費 177,164千円

(1）役員報酬 61,563千円

(2）給与手当 173,176千円

(3）減価償却費 11,002千円

(4) 役員賞与引当金繰入額 646千円

(5）試験研究費 197,525千円

(1）役員報酬 122,088千円

(2）給与手当 299,508千円

(3）減価償却費 23,060千円

(4）連結調整勘定償却 61,273千円

(5）試験研究費 400,029千円

※２．固定資産売却益の内訳は、次のとおり

であります。

※２．固定資産売却益の内訳は、次のとおり

であります。

※２．固定資産売却益の内訳は、次のとおり

であります。

建物及び土地    3,895千円

工具器具備品 947千円

計 4,842千円

工具器具備品 621千円 建物及び土地 3,895千円

工具器具備品 1,524千円

計 5,419千円

※３．　　　　　 ――――― ※３．　　　　　 ――――― ※３．債務免除益は、連結子会社である株式

会社ＩＤＸにおいて、平成16年12月に

東京電子株式会社（平成18年６月再生

手続の終結）より引き継いだ退職給付

債務のうち、従業員との合意により免

除された額であります。

※４．固定資産売却損の内訳は、次のとおり

であります。

※４．固定資産売却損の内訳は、次のとおり

であります。

※４．固定資産売却損の内訳は、次のとおり

であります。

車両運搬具 48千円 工具器具備品 1,006千円 車両運搬具 48千円

※５．固定資産除却損の内訳は、次のとおり

であります。

※５．固定資産除却損の内訳は、次のとおり

であります。

※５．固定資産除却損の内訳は、次のとおり

であります。

工具器具備品 2,522千円 工具器具備品 233千円 建物及び構築物 152千円

車両運搬具 69千円

工具器具備品 3,532千円

計 3,753千円

※６．減損損失 ※６．　　　　　 ――――― ※６．減損損失

当中間連結会計期間において、当社グ

ループは以下の資産グループについて

減損損失を計上しました。

当連結会計年度において、当社グルー

プは以下の資産グループについて減損

損失を計上しました。

場所 種類 用途

英国

ロンドン市

ハウンスロ

ウ区

工具器具備

品
事務用品

場所 種類 用途

英国

ロンドン市

ハウンスロ

ウ区

工具器具備

品
事務用品

①グルーピングの方法

当社及び連結子会社は、事業用資産に

ついて管理会計上の区分を基礎として

各連結会社を一つの単位としてグルー

ピングを行っております。

②減損損失に至った経緯

継続して営業損失となっており、かつ、

短期的な業績の回復が見込まれないこ

とにより、帳簿価額を回収可能価額ま

で減額し、当該減少額を減損損失とし

て特別損失に計上しております。

③減損損失の内訳

工具器具備品 237千円

④回収可能価額の算定方法

当該資産グループの回収可能価額は、

合理的な測定が困難であることから、

備忘価額としております。

①グルーピングの方法

当社及び連結子会社は、事業用資産に

ついて管理会計上の区分を基礎として

各連結会社を一つの単位としてグルー

ピングを行っております。

②減損損失に至った経緯

継続して営業損失となっており、かつ、

短期的な業績の回復が見込まれないこ

とにより、帳簿価額を回収可能価額ま

で減額し、当該減少額を減損損失とし

て特別損失に計上しております。

③減損損失の内訳

工具器具備品 237千円

④回収可能価額の算定方法

当該資産グループの回収可能価額は、

合理的な測定が困難であることから、

備忘価額としております。
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前中間連結会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

前連結会計年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

※７．　　　　　 ――――― ※７．　　　　　 ――――― ※７．貸倒損失は、連結子会社である株式会

社ＩＤＸにおいて、東京電子株式会社

（平成18年６月再生手続の終結）に対

する債権が回収不能となったため、貸

倒処理したものであります。

27



（中間連結株主資本等変動計算書関係）

当中間連結会計期間（自平成18年９月１日　至平成19年２月28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

前連結会計年度末株
式数（株）

当中間連結会計期間
増加株式数（株）

当中間連結会計期間
減少株式数（株）

当中間連結会計期間
末株式数（株）

発行済株式

普通株式 8,586.32 ― ― 8,586.32

合計 8,586.32 ― ― 8,586.32

自己株式

普通株式 1.62 ― ― 1.62

合計 1.62 ― ― 1.62

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

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

平成18年11月28日

定時株主総会
普通株式 25,754 3,000 平成18年８月31日 平成18年11月29日

(2）基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間連結会計期間末後となるもの

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

平成19年３月27日

取締役会
普通株式 27,471 利益剰余金 3,200 平成19年2月28日 平成19年５月１日
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前連結会計年度（自平成17年９月１日　至平成18年８月31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

前連結会計年度末株
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）

発行済株式

普通株式 8,586.32 ― ― 8,586.32

合計 8,586.32 ― ― 8,586.32

自己株式

普通株式 1.62 ― ― 1.62

合計 1.62 ― ― 1.62

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

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

平成17年11月29日

定時株主総会
普通株式 24,895 2,900 平成17年８月31日 平成17年11月29日

平成18年４月14日

取締役会
普通株式 25,754 3,000 平成18年２月28日 平成18年４月24日

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

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

平成18年11月28日

定時株主総会
普通株式 25,754 利益剰余金 3,000 平成18年８月31日 平成18年11月29日

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

前連結会計年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連

結貸借対照表に記載されている科目の金額と

の関係

現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連

結貸借対照表に記載されている科目の金額と

の関係

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対

照表に記載されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 1,379,963千円

預入期間が３か月を超え

る定期預金
△481,491千円

現金及び現金同等物 898,472千円

現金及び預金勘定 1,321,067千円

預入期間が３か月を超え

る定期預金
△373,852千円

現金及び現金同等物 947,214千円

現金及び預金勘定 985,546千円

預入期間が３か月を超え

る定期預金
△285,453千円

現金及び現金同等物 700,093千円
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①　リース取引

前中間連結会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

前連結会計年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当

額及び中間期末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当

額及び中間期末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当

額及び期末残高相当額

 

取得価
額相当
額
（千円）

減価償
却累計
額相当
額
（千円）

中間期
末残高
相当額
（千円）

工具器具備品 116,450 42,138 74,311

無形固定資産
(ソフトウェア)

65,863 26,484 39,379

合計 182,314 68,623 113,691

 

取得価
額相当
額
（千円）

減価償
却累計
額相当
額
（千円）

中間期
末残高
相当額
（千円）

工具器具備品 148,886 62,411 86,474

無形固定資産
(ソフトウェア)

78,197 35,652 42,545

合計 227,083 98,064 129,019

 

取得価
額相当
額
（千円）

減価償
却累計
額相当
額
（千円）

期末残
高相当
額
（千円）

工具器具備品 125,783 50,986 74,796

無形固定資産
(ソフトウェア)

66,567 28,359 38,208

合計 192,350 79,345 113,004

(2）未経過リース料中間期末残高相当額等

未経過リース料中間期末残高相当額

(2）未経過リース料中間期末残高相当額等

未経過リース料中間期末残高相当額

(2）未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料期末残高相当額

１年内 37,727千円

１年超 77,965千円

合計 115,692千円

１年内   50,835千円

１年超 80,768千円

合計 131,603千円

１年内 43,438千円

１年超 71,866千円

合計 115,305千円

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息

相当額及び減損損失

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息

相当額及び減損損失

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息

相当額及び減損損失

支払リース料 20,093千円

減価償却費相当額 19,034千円

支払利息相当額 1,541千円

支払リース料  25,814千円

減価償却費相当額     24,298千円

支払利息相当額      1,800千円

支払リース料 41,924千円

減価償却費相当額 39,756千円

支払利息相当額 3,166千円

(4）減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価

額を零とする定額法によっておりま

す。

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(5）利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価

額相当額との差額を利息相当額とし、

各期への配分方法については、利息

法によっております。

(5）利息相当額の算定方法

同左

(5）利息相当額の算定方法

同左

（減損損失について）

リース資産に配分された減損損失はありま

せん。

（減損損失について）

同左

（減損損失について）

同左
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②　有価証券

前中間連結会計期間末（平成18年２月28日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 

前中間連結会計期間末
（平成18年２月28日現在）

取得原価
（千円）

中間連結貸借対照表計上
額

（千円）

差額
（千円）

(1）株式 36,215 79,137 42,921

(2）債券 － － －

(3）その他 10,000 10,208 208

合計 46,215 89,345 43,129

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 

前中間連結会計期間末
（平成18年２月28日現在）

中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 14,640

当中間連結会計期間末（平成19年２月28日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 

当中間連結会計期間末
（平成19年２月28日現在）

取得原価
（千円）

中間連結貸借対照表計上
額

（千円）

差額
（千円）

(1）株式 36,215 284,756 248,540

(2）債券 ― ― ―

(3）その他 ― ― ―

合計 36,215 284,756 248,540

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 

当中間連結会計期間末
（平成19年２月28日現在）

中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 14,640
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前連結会計年度末（平成18年８月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 

前連結会計年度末
（平成18年８月31日現在）

取得原価
（千円）

連結貸借対照表計上額
（千円）

差額
（千円）

(1）株式 46,215 138,289 92,074

(2）債券 ― ― ―

(3）その他 ― ― ―

合計 46,215 138,289 92,074

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 

前連結会計年度末
（平成18年８月31日現在）

連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 14,640
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③　デリバティブ取引

１．取引の状況に関する事項

前中間連結会計期間

（自　平成17年９月１日

至　平成18年２月28日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年９月１日

至　平成19年２月28日）

前連結会計年度

（自　平成17年９月１日

至　平成18年８月31日）

(1）取引の内容

利用しているデリバティブ取引は、通貨

関連では為替予約取引、金利関連では金

利キャップ取引であります。

(1）取引の内容

同左

(1）取引の内容

同左

(2）取引に対する取組方針

デリバティブ取引は、将来の為替・金利

の変動によるリスク回避を目的としてお

り、投機的な取引は行わない方針であり

ます。

(2）取引に対する取組方針

同左

(2）取引に対する取組方針

同左

(3）取引の利用目的

デリバティブ取引は、通貨関連では外貨

建金銭債権の為替変動リスクを回避する

目的で、また金利関連では借入金利等の

将来の金利市場における利率上昇による

変動リスクを回避する目的で利用してお

ります。

(3）取引の利用目的

同左

(3）取引の利用目的

同左

(4）取引に係るリスクの内容

為替予約取引は、為替相場によるリスク

を、金利キャップ取引は市場金利の変動

によるリスクを有しております。

なお、為替予約取引及び金利キャップ取

引の契約先は、信用度の高い金融機関を

利用しているため、契約不履行に関する

信用リスクは極めて低いものと判断して

おります。

(4）取引に係るリスクの内容

同左

(4）取引に係るリスクの内容

同左

(5）取引に係るリスク管理体制

デリバティブ取引は一定の社内ルールに

従い、経理担当部門が取引の実行及び管

理を行なっており、その取引結果は取締

役会に報告されております。

(5）取引に係るリスク管理体制

同左

(5）取引に係るリスク管理体制

同左

２．取引の時価等に関する事項

前中間連結会計期間末（平成18年２月28日現在）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

対象物の種類 取引の種類 契約額等（千円） 時価（千円） 評価損益（千円）

通貨 為替予約取引 56,237 57,710 △1,472

注１．時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づいて算定しております。

２．金利キャップ取引は、全て特例処理要件を満たしているため、開示の対象から除いております。

当中間連結会計期間末（平成19年２月28日現在）

　当社が利用している金利キャップ取引は、全て特例処理要件を満たしているため、開示の対象から除いておりま

す。

前連結会計年度末（平成18年８月31日現在）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

対象物の種類 取引の種類 契約額等（千円） 時価（千円） 評価損益（千円）

通貨 為替予約取引 115,420 116,713 △1,293

注１．時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づいて算定しております。

２．金利キャップ取引は、全て特例処理要件を満たしているため、開示の対象から除いております。
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④　ストック・オプション等

当中間連結会計期間（自平成18年９月１日　至平成19年２月28日）

１．ストック・オプションに係る当中間連結会計期間における費用計上額及び科目名

該当事項はありません。

２．当中間連結会計期間に付与したストック・オプションの内容

該当事項はありません。

前連結会計年度（自平成17年９月１日　至平成18年８月31日）

該当事項はありません。
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⑤　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間（自平成17年９月１日　至平成18年２月28日）

半導体・液晶
関連事業
（千円）

研究機関・
大学関連事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全社 
（千円）

連結
（千円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 1,917,432 454,090 2,371,522 ― 2,371,522

(2）セグメント間の内部売上高又は振

替高
826,433 4,148 830,581 △830,581 ―

計 2,743,865 458,238 3,202,104 △830,581 2,371,522

営業費用 2,452,697 616,316 3,069,014 △734,044 2,334,969

営業利益又は営業損失（△） 291,168 △158,078 133,089 △96,536 36,553

注１．事業の区分は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各事業区分の主要な内容

事業区分 主な内容

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

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、当社の総務・経理部門等管

理部門に係る費用であり、95,245千円であります。

当中間連結会計期間（自平成18年９月１日　至平成19年２月28日）

半導体・液晶
関連事業
（千円）

研究機関・
大学関連事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全社 
（千円）

連結
（千円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 2,066,281 452,486 2,518,768 ― 2,518,768

(2）セグメント間の内部売上高又は振

替高
822,857 9,358 832,215 △832,215 ―

計 2,889,139 461,844 3,350,983 △832,215 2,518,768

営業費用 2,663,232 584,182 3,247,415 △740,704 2,506,710

営業利益又は営業損失（△） 225,906 △122,338 103,568 △91,510 12,057

注１．事業の区分は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各事業区分の主要な内容

事業区分 主な内容

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

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、当社の総務・経理部門等管

理部門に係る費用であり、111,479千円であります。
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前連結会計年度（自平成17年９月１日　至平成18年８月31日）

半導体・液晶
関連事業
（千円）

研究機関・
大学関連事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全社 
（千円）

連結
（千円）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 3,821,412 1,341,641 5,163,054 ― 5,163,054

(2）セグメント間の内部売上高又は振

替高
1,486,773 9,552 1,496,325 △1,496,325 ―

計 5,308,186 1,351,193 6,659,379 △1,496,325 5,163,054

営業費用 4,813,501 1,526,293 6,339,794 △1,300,815 5,038,979

営業利益又は営業損失（△） 494,684 △175,100 319,584 △195,510 124,074

注１．事業の区分は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各事業区分の主要な内容

事業区分 主な内容

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

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、当社の総務・経理部門等管

理部門に係る費用であり、218,850千円であります。

４．当連結会計年度から「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基準委員会　企業会計基準第４号　平成17年

11月29日）を適用しております。これにより、従来、株主総会決議時に未処分利益の減少として会計処理し

ていた役員賞与を当連結会計年度から発生時に費用処理しております。この結果、従来の方法によった場合

と比較して半導体・液晶関連事業の営業費用が9,400千円増加しております。
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ｂ．所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間（自平成17年９月１日　至平成18年２月28日）

 
日本

（千円）
米国

（千円）
欧州

（千円）
計（千円）

消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 1,429,655 921,803 20,063 2,371,522 ― 2,371,522

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
794,415 2,282 33,883 830,581 △830,581 ―

計 2,224,070 924,086 53,947 3,202,104 △830,581 2,371,522

営業費用 2,159,369 833,452 76,191 3,069,014 △734,044 2,334,969

営業利益又は営業損失

（△）
64,700 90,633 △22,244 133,089 △96,536 36,553

　注１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、当社の総務・経理部門等管理部

門に係る費用であり95,245千円であります。

当中間連結会計期間（自平成18年９月１日　至平成19年２月28日）

 
日本

（千円）
米国

（千円）
欧州

（千円）
計（千円）

消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 1,618,754 477,456 422,557 2,518,768 ― 2,518,768

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
757,661 10,635 63,918 832,215 △832,215 ―

計 2,376,415 488,091 486,475 3,350,983 △832,215 2,518,768

営業費用 2,287,904 487,023 472,487 3,247,415 △740,704 2,506,710

営業利益 88,511 1,068 13,988 103,568 △91,510 12,057

　注１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、当社の総務・経理部門等管理部

門に係る費用であり111,479千円であります。
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前連結会計年度（自平成17年９月１日　至平成18年８月31日）

 
日本

（千円）
米国

（千円）
欧州

（千円）
計（千円）

消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 3,438,414 1,656,924 67,714 5,163,054 ― 5,163,054

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
1,449,892 4,422 42,010 1,496,325 △1,496,325 ―

計 4,888,307 1,661,346 109,725 6,659,379 △1,496,325 5,163,054

営業費用 4,650,298 1,532,490 157,006 6,339,794 △1,300,815 5,038,979

営業利益又は営業損失

（△）
238,009 128,856 △47,280 319,584 △195,510 124,074

　注１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、当社の総務・経理部門等管理部

門に係る費用であり、218,850千円であります。

３．当連結会計年度から「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基準委員会　企業会計基準第４号　平成17年11月

29日）を適用しております。これにより、従来、株主総会決議時に未処分利益の減少として会計処理していた役

員賞与を当連結会計年度から発生時に費用処理しております。この結果、従来の方法によった場合と比較して日

本の営業費用が9,400千円増加しております。
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ｃ．海外売上高

前中間連結会計期間（自平成17年９月１日　至平成18年２月28日）

 米国 アジア地域 欧州 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 921,803 163,519 20,063 1,105,386

Ⅱ　連結売上高（千円） － － － 2,371,522

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上

高の割合（％）
38.9 6.9 0.8 46.6

　注１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２．各区分に属する地域の主な内訳は以下のとおりであります。

(1）アジア地域……韓国、台湾、シンガポール

(2）欧州……………イギリス、ドイツ、フランス

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

当中間連結会計期間（自平成18年９月１日　至平成19年２月28日）

 米国 アジア地域 欧州 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 477,456 98,985 422,557 998,999

Ⅱ　連結売上高（千円） ― ― ― 2,518,768

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上

高の割合（％）
19.0 3.9 16.8 39.7

　注１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２．各区分に属する地域の主な内訳は以下のとおりであります。

(1）アジア地域……韓国、台湾、シンガポール

(2）欧州……………イギリス、ドイツ、スイス

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

前連結会計年度（自平成17年９月１日　至平成18年８月31日）

 米国 アジア地域 欧州 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 1,656,924 332,965 67,714 2,057,604

Ⅱ　連結売上高（千円） ― ― ― 5,163,054

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上

高の割合（％）
32.1 6.5 1.3 39.9

　注１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２．各区分に属する地域の主な内訳は以下のとおりであります。

(1）アジア地域……韓国、台湾、シンガポール、中国

(2）欧州……………イギリス、ドイツ、アイルランド

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。
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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

前連結会計年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

１株当たり純資産額 290,035円62銭

１株当たり中間純損

失金額
293円22銭

１株当たり純資産額 302,444円93銭

１株当たり中間純利

益
44円92銭

１株当たり純資産額 294,914円29銭

１株当たり当期純利

益金額
4,633円66銭

なお、潜在株式調整後１株当たり中間

純利益金額については、１株当たり中

間純損失金額であり、また、潜在株式

がないため記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり中間

純利益金額については、潜在株式がな

いため記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期

純利益については、潜在株式がないた

め記載しておりません。

　（注）１株当たり中間（当期）純利益金額又は１株当たり中間純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりでありま

す。

 
前中間連結会計期間

(自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日)

前連結会計年度
(自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日)

中間（当期）純利益又は中間純損失

（△）（千円）
△2,517 385 39,778

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

（うち利益処分による役員賞与金）

（千円）
(－) (－) (－)

普通株式に係る中間（当期）純利益又は

普通株式に係る中間純損失（△）

（千円）

△2,517 385 39,778

期中平均株式数（株） 8,584 8,584 8,584

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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５．生産、受注及び販売の状況

（１）生産実績

　当中間連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称

当中間連結会計期間

（自　平成18年９月１日

至　平成19年２月28日）

前年同期比（％）

半導体・液晶関連事業（千円） 1,395,741 14.9

研究機関・大学関連事業（千円） 406,573 △13.0

合計（千円） 1,802,315 7.2

注１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．金額は、製造原価によっております。

（２）受注実績

　当中間連結会計期間における受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメント

の名称

当中間連結会計期間

（自　平成18年９月１日

至　平成19年２月28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 2,695,759 13.5 1,077,127 77.2

研究機関・大学関連事

業
674,350 △25.9 1,441,279 8.7

合計 3,370,110 2.6 2,518,406 30.3

注１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．金額は、販売価格によっております。

（３）販売実績

　当中間連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称

当中間連結会計期間

（自　平成18年９月１日

至　平成19年２月28日）

前年同期比（％）

半導体・液晶関連事業（千円） 2,066,281 7.8

研究機関・大学関連事業（千円） 452,486 △0.4

合計（千円） 2,518,768 6.2

注１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、以下のとおりであります。なお、下

記金額には消費税等は含まれておりません。

相手先

前中間連結会計期間

（自　平成17年９月１日

至　平成18年２月28日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年９月１日

至　平成19年２月28日）

前連結会計年度

（自　平成17年９月１日

至　平成18年８月31日）

 金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

OC Oerlikon Balzers,Inc. ― ― 352,036 14.0 4,790 0.1

注１．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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