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１．平成20年８月期第１四半期の連結業績（平成19年９月１日　～　平成19年11月30日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年８月期第１四半期 1,666 30.0 38 △11.1 4 △91.4 5 △76.5

19年８月期第１四半期 1,281 24.0 43 － 47 － 22 －

19年８月期 6,004 － 190 － 114 － 136 －

１株当たり四半期
（当期）純利益

潜在株式調整後
１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭 円 銭

20年８月期第１四半期 610 07  －

19年８月期第１四半期 2,598 54  －

19年８月期 15,900 41  －

(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

20年８月期第１四半期 5,668 2,562 44.3 292,265 44

19年８月期第１四半期 5,453 2,647 46.4 294,967 21

19年８月期 6,049 2,614 42.2 297,240 14

(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

20年８月期第１四半期 318 △108 △288 1,140

19年８月期第１四半期 △273 △57 176 542

19年８月期 △215 91 669 1,246

２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭

19年８月期 3,200 00 3,200 00 6,400 00

20年８月期  －  －

20年８月期（予想） 3,200 00 3,200 00 6,400 00

３．平成20年８月期の連結業績予想（平成19年９月１日　～　平成20年８月31日）

 （％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 １株当たり当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

中間期 3,197 27.0 197 － 149 － 84 － 9,853 45

通期 6,137 2.2 393 106.8 292 156.1 173 27.2 20,175 91
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４．その他

(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）四半期連結財務諸表の作成基準　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　中間連結財務諸表作成基準

(3）最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無　　　　　　　　　　　　：　無

(4）会計監査人の関与　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　有

　四半期財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則の取

扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」に基づく意見表明のための手続きを

受けております。

５．個別業績の概要（平成19年９月１日　～　平成19年11月30日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年８月期第１四半期 942 △4.7 37 △50.9 4 △94.9 1 △96.2

19年８月期第１四半期 988 33.5 75 162.5 80 68.0 49 86.3

19年８月期 4,225 － 343 － 260 － 241 －

１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭

20年８月期第１四半期 217 90

19年８月期第１四半期 5,795 71

19年８月期 28,175 02

(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

20年８月期第１四半期 4,619 2,542 55.0 296,142 18

19年８月期第１四半期 4,716 2,465 52.3 287,152 87

19年８月期 4,731 2,566 54.2 298,942 56

６．平成20年８月期の個別業績予想（平成19年９月１日　～　平成20年８月31日）

 （％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 １株当たり当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

中間期 2,059 7.6 174 75.8 134 48.9 76 24.6 8,890 96

通期 4,250 0.6 360 5.0 277 6.5 165 △31.5 19,315 00

※　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、現地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．業績予想に関する定性的情報』を参照してください。
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【定性的情報・財務諸表等】

１．連結経営成績に関する定性的情報

　当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、米国のサブプライム住宅ローン問題に端を発する金融・資本市

場の混乱や原油価格高騰による実態経済への悪影響が懸念される中、企業収益の回復に支えられた設備投資や雇用・

所得環境の改善による個人消費の上向き傾向が一部見られるなど、緩やかな拡大基調で推移いたしました。

　このような状況の中、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やや軟調となる中、営

業資源を集中し、受注を確保するとともに、合わせて太陽電池製造装置用電源を出荷いたしました。

　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、ナショナルプロジェクト

向け電源のみならず、引き続き半導体シリコン引き上げ装置用超電導電源などの一般産業向け電源の受注を確保いた

しました。また、前連結会計年度において発生した一部製品の仕様変更に伴う改修作業による生産の遅れの影響によ

り、大型案件である陽子線ガン治療装置用電磁石電源の製造・出荷が当第１四半期連結会計期間に集中したため、売

上高は高水準で推移いたしました。

　この結果、当社グループの当連結会計年度の業績は、売上高は1,666,628千円（前年同期比30.0％増加）、営業利益

は38,964千円（同11.1％減少）、米国のサブプライム住宅ローン問題を主たる要因として為替が対ドルで円高に推移

したことによる為替差損22,048千円の発生により、経常利益は4,149千円（同91.4％減少）、当期純利益は5,237千円

（同76.5％減少）となりました。

　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に一服感が見られることから、受

注・売上は低調に推移いたしましたが、引き続き太陽電池製造装置向け電源の受注獲得に注力いたしました。

　研究開発面では、医療分野への応用研究として、臨床試験をドイツにて行っておりましたが、今回新たにロシア科

学アカデミーが加わり、より広範囲でより多くの臨床試験の実施を予定しております。また、当該臨床試験を行う際

にマックス・プランク研究所より、「マイクロプラスター」を新たに５台受注いたしました。この結果、次世代プラ

ズマ技術の応用研究等にかかる試験研究費は98,692千円（同0.5％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、前述のとおり生産の遅れを原因として、大型案件の製造・出

荷が当第１四半期連結会計期間に集中したことにより、売上高は635,273千円（前年同期比195.7％増加）、営業損失

は21,038千円（前年同期は営業損失54,565千円）となりました。また、製造原価の低減を目指して、電源筺体・ソフ

ト制御方法の標準化や効率的な量産機検査手順の確立などに取り組みました。

　日本におきましては、半導体・液晶関連事業（当社）におけるデジタル家電関連の設備投資が軟調に推移する中、

経営資源を集中し、受注を確保いたしました。また、研究機関・大学関連事業（ＩＤＸ）において、前述のとおり、

大型案件の製造・出荷が当第１四半期連結会計期間に行われたことから、売上高は高水準で推移いたしました。

　この結果、売上高は1,267,407千円（前年同期比54.0％増加）、営業利益は75,520千円（同7.6％減少）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設備投資が軟調に推移し、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215,360千円（前年同期比9.5％減少）、営

業利益は5,007千円（同33.3％減少）となりました。

　欧州におきましては、引き続き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、受注を確保したことによ

り、売上高は183,860千円（前年同期比16.6％減少）、営業利益は10,963千円（同63.0％増加）となりました。

　なお、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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　当第１四半期連結会計期間の業績は、次のとおりであります。

前第１四半期連結会計期間

（自　平成18年９月１日

至　平成18年11月30日）

当第１四半期連結会計期間

（自　平成19年９月１日

至　平成19年11月30日）

金額（千円） 前年同期比（％） 金額（千円） 前年同期比（％）

売上高 1,281,666 24.0 1,666,628 30.0

売上総利益 438,113 36.7 410,866 △6.2

営業利益 43,836 － 38,964 △11.1

経常利益 47,996 － 4,149 △91.4

当期純利益 22,307 － 5,237 △76.5

　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。

前第１四半期連結会計期間

（自　平成18年９月１日

至　平成18年11月30日）

当第１四半期連結会計期間

（自　平成19年９月１日

至　平成19年11月30日）

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 1,066,815 32.5 150,521 49.3 1,031,354 △3.3 119,006 △20.9

研究機関・大学関連事業 214,850 △6.0 △54,565 － 635,273 195.7 △21,038 －

合計 1,281,666 24.0 95,956 312.6 1,666,628 30.0 97,968 2.1

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。

　所在地別セグメントの業績は、次のとおりであります。

前第１四半期連結会計期間

（自　平成18年９月１日

至　平成18年11月30日）

当第１四半期連結会計期間

（自　平成19年９月１日

至　平成19年11月30日）

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 823,111 14.9 81,723 － 1,267,407 54.0 75,520 △7.6

米国 238,083 △24.4 7,507 △79.7 215,360 △9.5 5,007 △33.3

欧州 220,471 － 6,725 － 183,860 △16.6 10,963 63.0

合計 1,281,666 24.0 95,956 312.6 1,666,628 30.0 91,491 △4.7

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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２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第１四半期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、売上債権の回

収及びたな卸資産の減少等があったものの、短期借入金の純減少及び長期借入金の返済等により、前連結会計年度と

比較して105,474千円減少し、当第１四半期連結会計期間末は1,140,742千円となりました。

　当第１四半期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）

　営業活動の結果獲得した資金は、318,072千円（前年同期は273,807千円の使用）となりました。

　これは、税金等調整前第１四半期純利益4,107千円、売掛債権の回収241,635千円及びたな卸資産の減少88,996千円

等の資金増加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、108,529千円（前年同期は57,701千円の使用）となりました。

　これは、定期預金の純増加92,110千円及び有形固定資産の取得による支出9,613千円等によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果使用した資金は、288,882千円（前年同期は176,449千円の獲得）となりました。

　これは、長期借入れによる収入50,000千円があったものの、短期借入金の純減少額185,000千円、長期借入金の返済

126,352千円及び配当金の支払い27,530千円等によるものであります。

３．業績予想に関する定性的情報

　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が見込まれ、また、設備投資に一服感が見られる

ことから、やや軟調に推移す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やリードタイムの短縮化を目指し、

部材や製造工程の見直し及び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てまいります。

　半導体・液晶関連事業（当社等）におきましては、特にＤＲＡＭの著しい価格下落や液晶関連市場での在庫調整な

どの影響を受け、半導体・液晶関連企業の設備投資計画の延期が散見される中、新技術の確立により、コア製品であ

る電源及びマッチングユニットの新製品開発を推し進め、半導体・液晶製造装置用電源のみならず、引き続き太陽電

池製造装置用電源の受注獲得を目指すべく営業活動に取り組んでまいります。

　また、プラズマ技術の応用研究を加速させ、環境・医療等の新分野向け技術の確立を目指し、フィールドテストを

含めた具体的な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、一般産業向け電源の受注を確保し、基本設計及び製造工程見

直しによるコストダウンに努めるなど生産体制の整備を迅速に遂行するとともに、技術面においても電気制御方法の

標準化及び電気回路設計の見直しなどに取り組み、継続的なＱＣＤ（品質、コスト、納期）の向上を図ってまいりま

す。

　以上により、現時点におきましては、平成19年10月12日に発表いたしました業績予想に中間期、通期ともに変更は

ありません。

 （％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

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 ％

中間期 3,197 27.0 197 － 149 － 84 －

通期 6,137 2.2 393 106.8 292 156.1 173 27.2

４．その他

(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）

該当事項はありません。

(2）会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無

該当事項はありません。

(3）最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無

該当事項はありません。
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５．四半期連結財務諸表

(1）【四半期連結貸借対照表】

前第１四半期連結会計期間末
（平成18年11月30日現在）

当第１四半期連結会計期間末
（平成19年11月30日現在）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表

（平成19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
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 873,896 1,505,699 1,531,116

２．受取手形及び売掛金 1,278,139 1,049,999 1,297,361

３．たな卸資産 1,823,005 1,816,821 1,928,331

４．その他  260,562 159,210 171,862

流動資産合計 4,235,605 77.7 4,531,730 80.0 4,928,672 81.5

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産

(1）建物及び構築物 ※１ 947,529 964,446 959,162

減価償却累計額 397,418 550,110 437,602 526,844 426,135 533,026

(2）車両運搬具 16,147 16,421 16,421

減価償却累計額 13,760 2,386 14,543 1,878 14,366 2,055

(3）工具器具備品 701,154 773,959 750,897

減価償却累計額 346,298 354,855 377,973 395,985 368,842 382,055

(4）土地 ※１ 65,926 65,926 65,926

有形固定資産合計 973,278 17.8 990,634 17.5 983,063 16.2

２．無形固定資産       

(1）のれん － 530 －

(2）その他 41,937 53,047 48,723

無形固定資産合計 41,937 0.8 53,577 0.9 48,723 0.8

３．投資その他の資産

(1）投資有価証券 160,189 47,559 44,949

(2）その他 62,276 64,592 64,160

(3）貸倒引当金 △19,909 △19,909 △19,909

投資その他の資産合
計

202,556 3.7 92,242 1.6 89,199 1.5

固定資産合計 1,217,772 22.3 1,136,454 20.0 1,120,986 18.5

資産合計 5,453,377 100.0 5,668,184 100.0 6,049,658 100.0

           

－ 6 －



前第１四半期連結会計期間末
（平成18年11月30日現在）

当第１四半期連結会計期間末
（平成19年11月30日現在）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表

（平成19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
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．買掛金 367,543 370,226 332,464

２．短期借入金 ※１ 1,190,000 250,000 435,000

３．一年内返済予定長期
借入金

※１ 371,740 486,152 486,944

４．一年内償還予定社債  20,000 20,000 20,000

５．役員賞与引当金  2,625 153 －

６．その他  232,910 290,006 395,347

流動負債合計 2,184,819 40.0 1,416,538 25.0 1,669,755 27.6

Ⅱ　固定負債

１．社債  20,000 － －

２．長期借入金 ※１ 581,130 1,685,895 1,761,455

３．その他 19,477 3,300 3,469

固定負債合計 620,607 11.4 1,689,195 29.8 1,764,924 29.2

負債合計 2,805,426 51.4 3,105,734 54.8 3,434,680 56.8

           
（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

１．資本金 835,598 15.3 835,598 14.7 835,598 13.8

２．資本剰余金 1,070,868 19.7 1,070,868 18.9 1,070,868 17.7

３．利益剰余金 545,592 10.0 610,080 10.8 632,313 10.5

４．自己株式 △259 △0.0 △259 △0.0 △259 △0.0

株主資本合計 2,451,800 45.0 2,516,287 44.4 2,538,521 42.0

Ⅱ　評価・換算差額等

１．その他有価証券評価
差額金 

65,600 1.2 3,722 0.1 2,162 0.0

２．為替換算調整勘定 14,804 0.3 △10,999 △0.2 11,033 0.2

評価・換算差額等合計 80,404 1.5 △7,276 △0.1 13,195 0.2

Ⅲ　少数株主持分 115,745 2.1 53,439 0.9 63,261 1.0

純資産合計 2,647,950 48.6 2,562,450 45.2 2,614,978 43.2

負債純資産合計 5,453,377 100.0 5,668,184 100.0 6,049,658 100.0

           

－ 7 －



(2）【四半期連結損益計算書】

前第１四半期連結会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成18年11月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年９月１日
至　平成19年11月30日）

前連結会計年度の
連結損益計算書

（自　平成18年９月１日
至　平成19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
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 1,281,666 100.0 1,666,628 100.0 6,004,033 100.0

Ⅱ　売上原価 843,553 65.8 1,255,761 75.3 4,263,327 71.0

売上総利益 438,113 34.2 410,866 24.7 1,740,705 29.0

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１ 394,276 30.8 371,902 22.3 1,550,161 25.8

営業利益 43,836 3.4 38,964 2.4 190,544 3.2

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 1,744 3,308 16,076

２．受取配当金 662 292 932

３．補助金収入 10,519 680 23,844

４．為替差益 331 － 4,703

５．デリバティブ評価益 1,904 － －

６．その他 1,654 16,816 1.3 1,450 5,732 0.3 16,951 62,507 1.0

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 10,698 12,092 49,707

２．たな卸資産廃棄損 975 2,727 79,441

３．為替差損 － 22,048 －

４．デリバティブ評価損 － 2,038 －

５．その他 983 12,657 1.0 1,639 40,546 2.4 9,298 138,447 2.3

経常利益 47,996 3.7 4,149 0.3 114,604 1.9

Ⅵ　特別利益

１．固定資産売却益 ※２ － － 621

２．投資有価証券売却益 － － － － － － 149,377 149,999 2.5

Ⅶ　特別損失

１．固定資産売却損 ※３ － － 2,447

２．固定資産除却損 ※４ 38 41 5,874

３．投資有価証券評価損  － － 8,550

４．製品保証損 ※５ 17,000 － 17,000

５．その他  － 17,038 1.3 － 41 0.0 446 34,319 0.6

税金等調整前第１四
半期（当期）純利益

30,958 2.4 4,107 0.3 230,284 3.8

法人税、住民税及び
事業税

32,546 11,847 155,997

法人税等調整額 1,842 34,389 2.7 △3,948 7,899 0.5 16,011 172,008 2.8

少数株主損失（△） △25,739 △2.0 △9,028 △0.5 △78,223 △1.3

第１四半期（当期）
純利益

22,307 1.7 5,237 0.3 136,500 2.3

           

－ 8 －



(3）【四半期連結株主資本等変動計算書】

前第１四半期連結会計期間（自　平成18年９月１日　至　平成18年11月30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

第１四半期連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当   △25,754  △25,754

第１四半期純利益   22,307  22,307

株主資本以外の項目の第１四半期連

結会計期間中の変動額（純額）
     

第１四半期連結会計期間中の変動額合

計（千円）
－ － △3,446 － △3,446

平成18年11月30日残高（千円） 835,598 1,070,868 545,592 △259 2,451,800

 評価・換算差額等

 
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

少数株主持分 純資産合計

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

第１四半期連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当     △25,754

第１四半期純利益     22,307

株主資本以外の項目の第１四半期連

結会計期間中の変動額（純額）
10,355 △6,454 3,900 △25,739 △21,838

第１四半期連結会計期間中の変動額合

計（千円）
10,355 △6,454 3,900 △25,739 △25,284

平成18年11月30日残高（千円） 65,600 14,804 80,404 115,745 2,647,950

－ 9 －



当第１四半期連結会計期間（自　平成19年９月１日　至　平成19年11月30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19年８月31日残高（千円） 835,598 1,070,868 632,313 △259 2,538,521

第１四半期連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当   △27,471  △27,471

第１四半期純利益   5,237  5,237

株主資本以外の項目の第１四半期連

結会計期間中の変動額（純額）
     

第１四半期連結会計期間中の変動額合

計（千円）
－ － △22,233 － △22,233

平成19年11月30日残高（千円） 835,598 1,070,868 610,080 △259 2,516,287

 評価・換算差額等

 
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

少数株主持分 純資産合計

平成19年８月31日残高（千円） 2,162 11,033 13,195 63,261 2,614,978

第１四半期連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当     △27,471

第１四半期純利益     5,237

株主資本以外の項目の第１四半期連

結会計期間中の変動額（純額）
1,560 △22,032 △20,472 △9,821 △30,294

第１四半期連結会計期間中の変動額合

計（千円）
1,560 △22,032 △20,472 △9,821 △52,527

平成19年11月30日残高（千円） 3,722 △10,999 △7,276 53,439 2,562,450

－ 10 －



前連結会計年度（自　平成18年９月１日　至　平成19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18年８月31日残高（千円） 835,598 1,070,868 549,038 △259 2,455,246

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当   △53,225  △53,225

当期純利益   136,500  136,500

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） － － 83,275 － 83,275

平成19年８月31日残高（千円） 835,598 1,070,868 632,313 △259 2,538,521

 評価・換算差額等

 
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

少数株主持分 純資産合計

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

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当     △53,225

当期純利益     136,500

株主資本以外の項目の連結会計年度

中の変動額（純額）
△53,081 △10,226 △63,308 △78,223 △141,532

連結会計年度中の変動額合計（千円） △53,081 △10,226 △63,308 △78,223 △58,257

平成19年８月31日残高（千円） 2,162 11,033 13,195 63,261 2,614,978

－ 11 －



(4）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

前第１四半期連結会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成18年11月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年９月１日
至　平成19年11月30日）

前連結会計年度の要約
連結キャッシュ・フロー計算書
（自　平成18年９月１日
至　平成19年８月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フ
ロー

１．税金等調整前第１四半期（当
期）純利益

30,958 4,107 230,284

２．減価償却費 21,203 22,994 91,123

３．のれん償却額 － 176 －

４．役員賞与引当金の増減（△）額 2,625 153 －

５．受取利息及び配当金 △2,406 △3,600 △17,008

６．支払利息 10,698 12,092 49,707

７．為替差損益（△） △4,066 18,746 △2,882

８．有形固定資産除却損 38 41 5,874

９．有形固定資産売却損益（△） － － 1,825

10．投資有価証券売却益 － － △149,377

11．投資有価証券評価損 － － 8,550

12．売上債権の増（△）減額 △146,422 241,635 △166,993

13．たな卸資産の増（△）減額 △247,311 88,996 △403,731

14．仕入債務の増減（△）額 92,722 42,983 57,662

15．役員賞与の支払額 △9,347 △575 △9,347

16．その他 54,564 12,950 251,093

小計 △196,744 440,703 △53,218

17．利息及び配当金の受取額 2,376 3,542 16,339

18．利息の支払額 △7,476 △11,872 △53,028

19．法人税等の支払額 △73,392 △114,300 △127,370

20．法人税等の還付額 1,429 － 1,737

営業活動によるキャッシュ・フ
ロー

△273,807 318,072 △215,540

－ 12 －



前第１四半期連結会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成18年11月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年９月１日
至　平成19年11月30日）

前連結会計年度の要約
連結キャッシュ・フロー計算書
（自　平成18年９月１日
至　平成19年８月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（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 △47,499 △92,110 △3,248

２．有形固定資産の取得による支出 △15,018 △9,613 △49,393

３．有形固定資産の売却による収入 － － 1,165

４．投資有価証券の取得による支出 － △10 △3,000

５．投資有価証券の売却による収入 － － 149,993

６．投資有価証券の償還による収入 10,000 － 10,000

７．少数株主からの子会社株式の取
得による支出

－ △1,500 －

８．無形固定資産の取得による支出 △5,220 △4,955 △13,686

９．その他 36 △340 36

投資活動によるキャッシュ・フ
ロー

△57,701 △108,529 91,866

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 200,000 △185,000 △555,000

２．長期借入れによる収入 100,000 50,000 1,870,000

３．長期借入金の返済による支出 △97,691 △126,352 △572,162

４．社債の償還による支出 － － △20,000

５．配当金の支払額 △25,859 △27,530 △53,049

財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

176,449 △288,882 669,788

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差
額

△2,708 △26,135 9

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減（△）
額

△157,767 △105,474 546,124

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 700,093 1,246,217 700,093

Ⅶ　現金及び現金同等物の第１四半期
末（期末）残高

542,325 1,140,742 1,246,217

     

－ 13 －



四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前第１四半期連結会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成18年11月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年９月１日
至　平成19年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年９月１日
至　平成19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．連結子会社の四半期決算

日（決算日）等に関する

事項

株式会社ＩＤＸ（本社：栃木県）を

除く連結子会社の第１四半期の末日

は、第１四半期連結決算日と一致し

ております。株式会社ＩＤＸの第１

四半期決算日は９月30日であり、四

半期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、10月１日か

ら第１四半期連結決算日11月30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

時価のあるもの

第１四半期連結決算日の市

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）

イ　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

同左

イ　有価証券

その他有価証券

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　デリバティブ

時価法

ロ　　　　 ―――――

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
前第１四半期連結会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成18年11月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年９月１日
至　平成19年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年９月１日
至　平成19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

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

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。

建物及び構築物　　10～33年

工具器具備品　　　５～８年

建物及び構築物　　10～33年

工具器具備品　　　５～８年

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。

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。

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。

（追加情報）

当第１四半期連結会計期間より、平

成19年３月31日以前に取得した固定

資産については、改正前の法人税法

に基づく減価償却の方法の適用によ

り取得価額の５％に到達した連結会

計年度の翌連結会計年度より、取得

価額の５％相当額と備忘価額との差

額を５年間にわたり均等償却する方

法によっております。

この結果、これによる損益に与える

影響は軽微であります。

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。

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　役員賞与引当金

役員に対する賞与の支払いに備え

るため、当第１四半期連結会計期

間末における支払見込額のうち、

当第１四半期連結会計期間に負担

すべき額を計上しております。

ロ　役員賞与引当金

同左

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、第１四半期

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、第１四半期連

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。

同左 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。
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項目
前第１四半期連結会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成18年11月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年９月１日
至　平成19年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年９月１日
至　平成19年８月31日）

(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

(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

金利スワ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

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。

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

ヘッジ手段　　金利スワップ

ヘッジ対象　　長期借入金

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

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

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

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。

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

金利スワ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

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。

(7）その他四半期連結財務

諸表（連結財務諸表）

作成のための基本とな

る重要な事項

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

５．四半期連結キャッシュ・

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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四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前第１四半期連結会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成18年11月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年９月１日
至　平成19年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年９月１日
至　平成19年８月31日）

――――― ――――― 固定資産の減価償却の方法の変更

　当連結会計年度より、法人税法の改

正に伴い、平成19年４月１日以降に取

得した固定資産については、改正後の

法人税法に規定する償却方法により、

減価償却費を計上しております。

　この結果、これによる損益に与える

影響は軽微であります。

　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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注記事項

（四半期連結貸借対照表関係）

前第１四半期連結会計期間末
（平成18年11月30日現在）

当第１四半期連結会計期間末
（平成19年11月30日現在）

前連結会計年度末
（平成19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 371,086千円

土地 65,926千円

計 437,013千円

建物及び構築物 350,103千円

土地 65,926千円

計 416,029千円

建物及び構築物 356,289千円

土地 65,926千円

計 422,215千円

(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

短期借入金 31,020千円

一年内返済予定長期

借入金
79,396千円

長期借入金 160,104千円

計 270,520千円

一年内返済予定長期

借入金
28,560千円

長期借入金 213,400千円

計 241,960千円

一年内返済予定長期

借入金
44,400千円

長期借入金 195,000千円

計 239,400千円

　２．当社は、運転資金の効率的な調達を行う

ため取引銀行３行とコミットメントライ

ン契約を締結しております。当該契約に

基づく当第１四半期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１行と当座貸越契約を締結

しております。当該契約に基づく当第１

四半期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１行と当座貸越契約を締結

しております。当該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 780,000千円

差引額 520,000千円

当座貸越極度額 500,000千円

借入実行残高 50,000千円

差引額 450,000千円

当座貸越極度額 500,000千円

借入実行残高 50,000千円

差引額 450,000千円

　３．受取手形割引高は、49,142千円でありま

す。

　３．受取手形割引高は、40,407千円でありま

す。

　３．受取手形割引高は、21,594千円でありま

す。

（四半期連結損益計算書関係）

前第１四半期連結会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成18年11月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年９月１日
至　平成19年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年９月１日
至　平成19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 30,226千円

(2）給与手当 88,630千円

(3）減価償却費 5,040千円

(4）役員賞与引当金繰入額 2,625千円

(5）試験研究費 106,472千円

(1）役員報酬 31,764千円

(2）給与手当 90,290千円

(3）減価償却費 7,279千円

(4）役員賞与引当金繰入額 153千円

(5）のれん償却額 176千円

(6）試験研究費 102,644千円

(1）役員報酬 128,343千円

(2）給与手当 345,289千円

(3）減価償却費 26,909千円

(4）試験研究費 410,271千円

※２．　　　　 ――――― ※２．　　　　 ――――― ※２．固定資産売却益の内訳は、次のとおり

であります。

工具器具備品 621千円

※３．　　　　 ――――― ※３．　　　　 ――――― ※３．固定資産売却損の内訳は、次のとおり

であります。

工具器具備品 2,447千円

※４．固定資産除却損の内訳は、次のとおりで

あります。

※４．固定資産除却損の内訳は、次のとおり

であります。

※４．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 38千円 工具器具備品 41千円 建物 5,324千円

工具器具備品 549千円

　　　　　合計 5,874千円

※５．製品保証損は、連結子会社である株式会

社ＩＤＸにおいて、連結子会社化以前に

出荷した製品の一部に品質不具合が生じ

たため、その原因究明及び改修作業を

行ったものであります。

※５．　　　　 ――――― ※５．製品保証損は、連結子会社である株式

会社ＩＤＸにおいて、連結子会社化以前

に出荷した製品の一部に品質不具合が生

じたため、その原因究明及び改修作業を

行ったものであります。
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（四半期連結株主資本等変動計算書関係）

前第１四半期連結会計期間（自　平成18年９月１日　至　平成18年11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

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

当第１四半期連結会計期間（自　平成19年９月１日　至　平成19年11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

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19年11月29日

定時株主総会
普通株式 27,471 3,200 平成19年８月31日 平成19年11月30日
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前連結会計年度（自　平成18年９月１日　至　平成19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

平成19年３月27日

取締役会
普通株式 27,471 3,200 平成19年２月28日 平成19年５月１日

（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19年11月29日

定時株主総会
普通株式 27,471 利益剰余金 3,200 平成19年８月31日 平成19年11月30日
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第１四半期連結会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成18年11月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年９月１日
至　平成19年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年９月１日
至　平成19年８月31日）

現金及び現金同等物の第１四半期末残高と第１

四半期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第１四半期末残高と第１

四半期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 873,896千円

預入期間が３か月を超える

定期預金
△331,571千円

現金及び現金同等物 542,325千円

現金及び預金勘定 1,505,699千円

預入期間が３か月を超える

定期預金
△364,956千円

現金及び現金同等物 1,140,742千円

現金及び預金勘定 1,531,116千円

預入期間が３か月を超える

定期預金
△284,899千円

現金及び現金同等物 1,246,217千円

（リース取引関係）

前第１四半期連結会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成18年11月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年９月１日
至　平成19年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年９月１日
至　平成19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第

１四半期末残高相当額

(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第

１四半期末残高相当額

(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）

第１四半
期末残高
相当額
（千円）

工具器具
備品

123,683 53,201 70,481

無形固定
資産（ソ
フトウェ
ア）

66,567 31,715 34,852

合計 190,250 84,916 105,334

取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

第１四半
期末残高
相当額
（千円）

工具器具
備品

142,376 80,589 61,786

無形固定
資産（ソ
フトウェ
ア）

85,297 44,738 40,559

合計 227,673 125,327 102,346

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

142,376 71,632 70,743

無形固定
資産（ソ
フトウェ
ア）

85,297 40,445 44,851

合計 227,673 112,078 115,595

(2）未経過リース料第１四半期末残高相当額等 (2）未経過リース料第１四半期末残高相当額等 (2）未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料第１四半期末残高相当額

１年内 43,610千円

１年超 64,133千円

合計 107,744千円

未経過リース料第１四半期末残高相当額

１年内 48,160千円

１年超 56,960千円

合計 105,121千円

未経過リース料期末残高相当額

１年内 51,223千円

１年超 67,138千円

合計 118,361千円

(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 11,837千円

減価償却費相当額 11,150千円

支払利息相当額 797千円

支払リース料 14,104千円

減価償却費相当額 13,249千円

支払利息相当額 862千円

支払リース料 54,109千円

減価償却費相当額 50,872千円

支払利息相当額 3,694千円

(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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（有価証券関係）

１．売買目的有価証券

　　該当事項はありません。

２．満期保有目的の債券で時価のあるもの

　　該当事項はありません。

３．その他有価証券で時価のあるもの

前第１四半期連結会計期間末
（平成18年11月30日現在）

当第１四半期連結会計期間末
（平成19年11月30日現在）

前連結会計年度末
（平成19年８月31日現在）

取得原価
（千円）

四半期連
結貸借対
照表計上
額
（千円）

差額
（千円）

取得原価
（千円）

四半期連
結貸借対
照表計上
額
（千円）

差額
（千円）

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 36,215 145,549 109,333 32,255 38,460 6,204 32,255 35,860 3,604

(2）債券 － － － － － － － － －

(3）その他 － － － － － － － － －

合計 36,215 145,549 109,333 32,255 38,460 6,204 32,255 35,860 3,604

４．当連結会計期間中に売却したその他の有価証券（自　平成19年９月１日　至　平成19年11月30日）　

　　該当する事項はありません。

５．時価評価されていない主な有価証券の内容

前第１四半期連結会計期間末
（平成18年11月30日現在）

当第１四半期連結会計期間末
（平成19年11月30日現在）

前連結会計年度末
（平成19年８月31日現在）

四半期連結貸借対照表計上額
（千円）

四半期連結貸借対照表計上額
（千円）

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 9,099 9,089
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（デリバティブ取引関係）

１．取引の状況に関する事項

前第１四半期連結会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成18年11月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年９月１日
至　平成19年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年９月１日
至　平成19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

利用しているデリバティブ取引は、

金利スワップ取引であります。

(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。

(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

デリバティブ取引は、将来の金利の

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

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。

(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

デリバティブ取引は、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

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。

(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。

(4）取引に係るリスクの内容

金利スワップ取引は、市場金利の変

動によるリスクを有しております。

(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。

なお、金利スワ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。

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。

(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
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２．取引の時価等に関する事項

前第１四半期連結会計期間末（平成18年11月30日）

　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 117,670 115,765 1,904

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。

当第１四半期連結会計期間末（平成19年11月30日）

　デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

区分 種類 契約額等（千円）
契約額等のうち

１年超（千円）
時価（千円）

評価損益

（千円）

市場取引以外

の取引

金利スワップ取引

変動受取・固定支払
300,000 220,000 △2,038 △2,038

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．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は、開示の対象から除いております。

前連結会計年度（平成19年８月31日現在）

　当連結会計年度末において、デリバティブ取引がないため、該当事項はありません。
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

前第１四半期連結会計期間（自平成18年９月１日　至平成18年11月30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 1,066,815 214,850 1,281,666 － 1,281,666

(2）セグメント間の内部売上高又は振

替高
350 135 485 △485 －

計 1,067,166 214,985 1,282,152 △485 1,281,666

営業費用 916,645 269,551 1,186,196 51,633 1,237,829

営業利益又は営業損失（△） 150,521 △54,565 95,956 △52,119 43,836

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、60,905千円であります。

当第１四半期連結会計期間（自平成19年９月１日　至平成19年11月30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 1,031,354 635,273 1,666,628 － 1,666,628

(2）セグメント間の内部売上高又は振

替高
1,237 9,611 10,849 △10,849 －

計 1,032,592 644,885 1,677,477 △10,849 1,666,628

営業費用 913,585 665,923 1,579,509 48,155 1,627,664

営業利益又は営業損失（△） 119,006 △21,038 97,968 △59,004 38,964

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、59,268千円であります。

４．当第１四半期連結会計期間より、平成19年３月31日以前に取得した固定資産については、改正前の法人税法

に基づく減価償却の方法の適用により取得価額の５％に到達した連結会計年度の翌連結会計年度より、取得

価額の５％相当額と備忘価額との差額を５年間にわたり均等償却する方法によっております。この結果、セ

グメントに与える影響は軽微であります。
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前連結会計年度（自平成18年９月１日　至平成19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 4,495,023 1,509,009 6,004,033 － 6,004,033

(2）セグメント間の内部売上高又は振

替高
3,650 12,958 16,608 △16,608 －

計 4,498,674 1,521,968 6,020,642 △16,608 6,004,033

営業費用 3,924,888 1,717,010 5,641,898 171,590 5,813,488

営業利益又は営業損失（△） 573,785 △195,041 378,744 △188,199 190,544

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、226,428千円であります。

４．当連結会計年度より、法人税法の改正に伴い、平成19年４月１日以降に取得した固定資産については、改正

後の法人税法に規定する償却方法により、減価償却費を計上しております。この結果、セグメントに与える

影響は軽微であります。
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【所在地別セグメント情報】

前第１四半期連結会計期間（自平成18年９月１日　至平成18年11月30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 823,111 238,083 220,471 1,281,666 － 1,281,666

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高
380,103 4,042 44,584 428,729 △428,729 －

計 1,203,215 242,125 265,055 1,710,396 △428,729 1,281,666

営業費用 1,121,492 234,617 258,330 1,614,440 △376,610 1,237,829

営業利益 81,723 7,507 6,725 95,956 △52,119 43,836

　注１．国又は地域の区分は、地理的接近度によっております。

２．欧州の区分に属する主な国又は地域は以下のとおりであります。

欧州……………イギリス、ドイツ、スイス

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、60,905千円であります。

当第１四半期連結会計期間（自平成19年９月１日　至平成19年11月30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 1,267,407 215,360 183,860 1,666,628 － 1,666,628

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高
308,847 10,766 64,653 384,266 △384,266 －

計 1,576,254 226,126 248,513 2,050,894 △384,266 1,666,628

営業費用 1,500,733 221,118 237,550 1,959,402 △331,738 1,627,664

営業利益 75,520 5,007 10,963 91,491 △52,527 38,964

　注１．国又は地域の区分は、地理的接近度によっております。

２．欧州の区分に属する主な国又は地域は以下のとおりであります。

欧州……………スイス、ドイツ、イギリス

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、59,268千円であります。

４．当第１四半期連結会計期間より、平成19年３月31日以前に取得した固定資産については、改正前の法人税法に基

づく減価償却の方法の適用により取得価額の５％に到達した連結会計年度の翌連結会計年度より、取得価額の５％

相当額と備忘価額との差額を５年間にわたり均等償却する方法によっております。この結果、セグメントに与え

る影響は軽微であります。
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前連結会計年度（自平成18年９月１日　至平成19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 4,478,093 993,773 532,165 6,004,033 － 6,004,033

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高
1,252,915 12,760 122,327 1,388,002 △1,388,002 －

計 5,731,009 1,006,534 654,492 7,392,036 △1,388,002 6,004,033

営業費用 5,356,293 997,687 659,311 7,013,292 △1,199,803 5,813,488

営業利益又は営業損失

（△）
374,715 8,846 △4,818 378,744 △188,199 190,544

　注１．国又は地域の区分は、地理的接近度によっております。

２．欧州の区分に属する主な国又は地域は以下のとおりであります。

欧州……………スイス、ドイツ、イギリス

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、226,428千円であります。

４．当連結会計年度より、法人税法の改正に伴い、平成19年４月１日以降に取得した固定資産については、改正後の

法人税法に規定する償却方法により、減価償却費を計上しております。この結果、セグメントに与える影響は軽

微であります。
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【海外売上高】

前第１四半期連結会計期間（自平成18年９月１日　至平成18年11月30日）

米国 アジア地域 欧州 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 238,083 74,483 220,471 533,037

Ⅱ　連結売上高（千円） － － － 1,281,666

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上

高の割合（％）
18.6 5.8 17.2 41.6

　注１．国又は地域の区分は、地理的接近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次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。

当第１四半期連結会計期間（自平成19年９月１日　至平成19年11月30日）

米国 アジア地域 欧州 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 215,360 36,998 183,860 436,219

Ⅱ　連結売上高（千円） － － － 1,666,628

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上

高の割合（％）
12.9 2.2 11.1 26.2

　注１．国又は地域の区分は、地理的接近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次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……………スイス、ドイツ、イギリス

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18年９月１日　至平成19年８月31日）

米国 アジア地域 欧州 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 993,773 214,274 532,165 1,740,214

Ⅱ　連結売上高（千円） － － － 6,004,033

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上

高の割合（％）
16.5 3.6 8.9 29.0

　注１．国又は地域の区分は、地理的接近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次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……………スイス、ドイツ、イギリス

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。
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（１株当たり情報）

前第１四半期連結会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成18年11月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年９月１日
至　平成19年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年９月１日
至　平成19年８月31日）

１株当たり純資産額 294,967円21銭

１株当たり第１四半期
純利益金額

2,598円54銭

１株当たり純資産額 292,265円44銭

１株当たり第１四半期
純利益金額

610円07銭

１株当たり純資産額 297,240円14銭

１株当たり当期純利益 15,900円41銭

なお、潜在株式調整後１株当たり第１

四半期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。

同左 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株当たり第１四半期（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前第１四半期連結会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成18年11月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年９月１日
至　平成19年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年９月１日
至　平成19年８月31日）

第１四半期（当期）純利益

（千円）
22,307 5,237 136,500

普通株主に帰属しない金額

（千円）
－ － －

普通株式に係る第１四半期（当

期）純利益

（千円）

22,307 5,237 136,500

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。

(5）【その他】

　該当事項はありません。
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６．四半期個別財務諸表

(1）【四半期貸借対照表】

前第１四半期会計期間末
（平成18年11月30日現在）

当第１四半期会計期間末
（平成19年11月30日現在）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19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
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 245,827 583,824 738,046

２．受取手形 325,572 224,835 316,412

３．売掛金 816,841 798,079 805,053

４．たな卸資産 1,436,782 1,366,697 1,243,989

５．その他 ※４ 227,157 132,925 122,612

流動資産合計 3,052,181 64.7 3,106,361 67.2 3,226,114 68.2

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産

(1）建物及び構築物 ※１ 612,525 612,525 612,525

減価償却累計額 136,262 476,263 170,744 441,780 162,595 449,929

(2）車両運搬具 1,834 2,109 2,109

減価償却累計額 729 1,105 1,181 927 1,052 1,057

(3）工具器具備品 452,452 521,817 501,812

減価償却累計額 154,449 298,003 185,389 336,427 177,943 323,869

(4）土地 ※１ 65,926 65,926 65,926

有形固定資産合計 841,298 17.8 845,062 18.3 840,782 17.8

２．無形固定資産 35,438 0.8 44,615 1.0 42,932 0.9

３．投資その他の資産

(1）投資有価証券 160,149 47,519 44,909

(2）関係会社株式 465,375 465,375 465,375

(3）その他 216,532 165,053 167,913

(4）貸倒引当金 △54,410 △54,609 △56,090

投資その他の資産合
計

787,645 16.7 623,337 13.5 622,107 13.1

固定資産合計 1,664,382 35.3 1,513,016 32.8 1,505,821 31.8

資産合計 4,716,564 100.0 4,619,377 100.0 4,731,936 100.0
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前第１四半期会計期間末
（平成18年11月30日現在）

当第１四半期会計期間末
（平成19年11月30日現在）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19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
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．買掛金 230,786 218,569 103,105

２．短期借入金 ※１ 1,190,000 50,000 110,000

３．一年内返済予定長期
借入金

※１ 271,840 323,752 331,744

４．一年内償還予定社債  20,000 20,000 20,000

５．役員賞与引当金  2,625 153 －

６．その他 152,061 125,466 183,500

流動負債合計 1,867,313 39.6 737,941 16.0 748,349 15.8

Ⅱ　固定負債

１．社債  20,000 － －

２．長期借入金 ※１ 364,130 1,339,145 1,417,255

固定負債合計 384,130 8.1 1,339,145 29.0 1,417,255 30.0

負債合計 2,251,443 47.7 2,077,086 45.0 2,165,604 45.8

           
（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

１．資本金 835,598 17.7 835,598 18.1 835,598 17.7

２．資本剰余金

(1）資本準備金 1,070,868 1,070,868 1,070,868

資本剰余金合計 1,070,868 22.7 1,070,868 23.2 1,070,868 22.6

３．利益剰余金

(1）利益準備金 6,000 6,000 6,000

(2）その他利益剰余金

別途積立金 400,000 500,000 400,000

繰越利益剰余金 87,313 126,361 251,961

利益剰余金合計 493,313 10.5 632,361 13.7 657,961 13.9

４．自己株式 △259 △0.0 △259 △0.0 △259 △0.0

株主資本合計 2,399,521 50.9 2,538,569 55.0 2,564,169 54.2

Ⅱ　評価・換算差額等

１．その他有価証券評価
差額金

65,600 1.4 3,722 0.0 2,162 0.0

評価・換算差額等合
計

65,600 1.4 3,722 0.0 2,162 0.0

純資産合計 2,465,121 52.3 2,542,291 55.0 2,566,332 54.2

負債純資産合計 4,716,564 100.0 4,619,377 100.0 4,731,936 100.0

－ 32 －



(2）【四半期損益計算書】

前第１四半期会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成18年11月30日）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年９月１日
至　平成19年11月30日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成18年９月１日
至　平成19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
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 988,715 100.0 942,218 100.0 4,225,185 100.0

Ⅱ　売上原価 669,575 67.7 662,460 70.3 2,892,115 68.4

売上総利益 319,140 32.3 279,757 29.7 1,333,070 31.6

Ⅲ　販売費及び一般管理費 243,756 24.7 242,730 25.8 989,741 23.5

営業利益 75,383 7.6 37,026 3.9 343,328 8.1

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 1,396 816 5,585

２．受取配当金 662 292 932

３．為替差益 1,347 － 5,678

４．デリバティブ評価益 1,904 － －

５．補助金収入 10,519 680 23,844

６．その他 892 16,721 1.7 1,141 2,931 0.3 4,266 40,307 1.0

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 9,107 8,004 37,665

２．社債利息 40 20 138

３．為替差損 － 22,435 －

４．デリバティブ評価損 － 2,038 －

５．たな卸資産廃棄損 975 2,317 77,653

６．貸倒引当金繰入額 768 － 2,448

７．その他 717 11,608 1.2 1,010 35,826 3.8 5,391 123,296 2.9

経常利益 80,496 8.1 4,131 0.4 260,339 6.2

Ⅵ　特別利益

１．貸倒引当金戻入益  － 1,480 －

２．固定資産売却益 ※２ － － 510

３．投資有価証券売却益 － － － － 1,480 0.2 149,377 149,888 3.5

Ⅶ　特別損失

１．固定資産売却損 ※３ － － 1,802

２．固定資産除却損 ※４ 27 41 133

３．投資有価証券評価損  － 27 0.0 － 41 0.0 8,550 10,486 0.2

税引前第１四半期
（当期）純利益

80,468 8.1 5,570 0.6 399,740 9.5

法人税、住民税及び
事業税

28,604 6,720 145,076

法人税等調整額 2,109 30,714 3.1 △3,020 3,699 0.4 12,789 157,866 3.8

第１四半期（当期）
純利益

49,754 5.0 1,870 0.2 241,874 5.7
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(3）【四半期株主資本等変動計算書】

前第１四半期会計期間（自　平成18年９月１日　至　平成18年11月30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

資本準備金
資本剰余金合

計
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

平成18年８月31日残高（千円） 835,598 1,070,868 1,070,868 6,000 360,000 103,312 469,312 △259 2,375,520

第１四半期会計期間中の変動額          

剰余金の配当      △25,754 △25,754  △25,754

第１四半期純利益      49,754 49,754  49,754

その他利益剰余金間の振替     40,000 △40,000 －  －

株主資本以外の項目の第１四半期

会計期間中の変動額（純額）
         

第１四半期会計期間中の変動額合計

（千円）
－ － － － 40,000 △15,999 24,000 － 24,000

平成18年11月30日残高（千円） 835,598 1,070,868 1,070,868 6,000 400,000 87,313 493,313 △259 2,399,521

評価・換算差額等 純資産合計

その他有価証

券評価差額金

評価・換算差

額等合計

平成18年８月31日残高（千円） 55,244 55,244 2,430,765

第１四半期会計期間中の変動額    

剰余金の配当   △25,754

第１四半期純利益   49,754

その他利益剰余金間の振替   －

株主資本以外の項目の第１四半期

会計期間中の変動額（純額）
10,355 10,355 10,355

第１四半期会計期間中の変動額合計

（千円）
10,355 10,355 34,356

平成18年11月30日残高（千円） 65,600 65,600 2,465,121
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当第１四半期会計期間（自　平成19年９月１日　至　平成19年11月30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

資本準備金
資本剰余金合

計
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

平成19年８月31日残高（千円） 835,598 1,070,868 1,070,868 6,000 400,000 251,961 657,961 △259 2,564,169

第１四半期会計期間中の変動額          

剰余金の配当      △27,471 △27,471  △27,471

第１四半期純利益      1,870 1,870  1,870

その他利益剰余金間の振替     100,000 △100,000 －  －

株主資本以外の項目の第１四半期

会計期間中の変動額（純額）
         

第１四半期会計期間中の変動額合計

（千円）
－ － － － 100,000 △125,600 △25,600 － △25,600

平成19年11月30日残高（千円） 835,598 1,070,868 1,070,868 6,000 500,000 126,361 632,361 △259 2,538,569

評価・換算差額等 純資産合計

その他有価証

券評価差額金

評価・換算差

額等合計

平成19年８月31日残高（千円） 2,162 2,162 2,566,332

第１四半期会計期間中の変動額    

剰余金の配当   △27,471

第１四半期純利益   1,870

その他利益剰余金間の振替   －

株主資本以外の項目の第１四半期

会計期間中の変動額（純額）
1,560 1,560 1,560

第１四半期会計期間中の変動額合計

（千円）
1,560 1,560 △24,040

平成19年11月30日残高（千円） 3,722 3,722 2,542,291
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前事業年度（自　平成18年９月１日　至　平成19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

資本準備金
資本剰余金合

計
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

平成18年８月31日残高（千円） 835,598 1,070,868 1,070,868 6,000 360,000 103,312 469,312 △259 2,375,520

事業年度中の変動額          

剰余金の配当      △53,225 △53,225  △53,225

当期純利益      241,874 241,874  241,874

その他利益剰余金間の振替     40,000 △40,000 －  －

株主資本以外の項目の事業年度中

の変動額（純額）
         

事業年度中の変動額合計（千円） － － － － 40,000 148,648 188,648 － 188,648

平成19年８月31日残高（千円） 835,598 1,070,868 1,070,868 6,000 400,000 251,961 657,961 △259 2,564,169

評価・換算差額等 純資産合計

その他有価証

券評価差額金

評価・換算差

額等合計

平成18年８月31日残高（千円） 55,244 55,244 2,430,765

事業年度中の変動額    

剰余金の配当   △53,225

当期純利益   241,874

その他利益剰余金間の振替   －

株主資本以外の項目の事業年度中

の変動額（純額）
△53,081 △53,081 △53,081

事業年度中の変動額合計（千円） △53,081 △53,081 135,567

平成19年８月31日残高（千円） 2,162 2,162 2,566,332
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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前第１四半期会計期間

（自　平成18年９月１日
至　平成18年11月30日）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年９月１日
至　平成19年11月30日）

前事業年度
（自　平成18年９月１日
至　平成19年８月31日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

(1）有価証券

子会社株式

移動平均法による原価法

(1）有価証券

子会社株式

同左

(1）有価証券

子会社株式

同左

その他有価証券

時価のあるもの

第１四半期決算日の市場価

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）

その他有価証券

時価のあるもの

同左

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

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

(2）デリバティブ

時価法

(2）デリバティブ

時価法

(2）　　　 ―――――

(3）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

(3）たな卸資産

製品

ケーブル類以外の製品

同左

(3）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

２．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

定率法によっております。ただし、

建物（建物付属設備を除く）は定

額法によっております。なお、主

な耐用年数は次のとおりでありま

す。

(1）有形固定資産

定率法によっております。ただし、

建物（建物付属設備を除く）は定

額法によっております。なお、主

な耐用年数は次のとおりでありま

す。

(1）有形固定資産

定率法によっております。ただし、

建物（建物付属設備を除く）は定

額法によっております。なお、主

な耐用年数は次のとおりでありま

す。

建物及び構築物　10～33年

工具器具備品　　５～８年

建物及び構築物　10～33年

工具器具備品　　５～８年

建物及び構築物　10～33年

工具器具備品　　５～８年

なお、建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。

なお、建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。

なお、建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。

（追加情報）

当第１四半期会計期間より、平成19

年３月31日以前に取得した固定資産

については、改正前の法人税法に基

づく減価償却の方法の適用により取

得価額の５％に到達した事業年度の

翌事業年度より、取得価額の５％相

当額と備忘価額との差額を５年間に

わたり均等償却する方法によってお

ります。

なお、これによる損益に与える影響

は軽微であります。

(2）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。

(2）無形固定資産

同左

(2）無形固定資産

同左
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項目
前第１四半期会計期間

（自　平成18年９月１日
至　平成18年11月30日）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年９月１日
至　平成19年11月30日）

前事業年度
（自　平成18年９月１日
至　平成19年８月31日）

３．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。

（1）貸倒引当金

同左

（1）貸倒引当金

同左

（2）役員賞与引当金

役員賞与の支出に備えて、当事業

年度における支給見込額のうち当

第１四半期会計期間負担額を計上

しております。

（2）役員賞与引当金

同左

（2）　　　―――――

４．外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、第１四半期

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。

同左 外貨建金銭債権債務は、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。

５．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

６．ヘッジ会計の方法 (1）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。

――――― (1）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。

(2）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

(2）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

(3）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。

(3）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。

(4）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。

(4）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。

７．その他四半期財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項

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
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会計処理方法の変更

前第１四半期会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成18年11月30日）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年９月１日
至　平成19年11月30日）

前事業年度
（自　平成18年９月１日
至　平成19年８月31日）

――――― ――――― 固定資産の減価償却の方法の変更

　当事業年度より、法人税法の改正に

伴い、平成19年４月１日以降に取得し

た固定資産については、改正後の法人

税法に規定する償却方法により、減価

償却費を計上しております。

　なお、これによる損益に与える影響

は軽微であります。
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注記事項

（四半期貸借対照表関係）

前第１四半期会計期間末
（平成18年11月30日現在）

当第１四半期会計期間末
（平成19年11月30日現在）

前事業年度末
（平成19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 371,086千円

土地 65,926千円

計 437,013千円

建物及び構築物 350,103千円

土地 65,926千円

計 416,029千円

建物及び構築物 356,289千円

土地 65,926千円

計 422,215千円

(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

短期借入金 31,020千円

一年内返済予定長期

借入金
79,396千円

長期借入金 160,104千円

計 270,520千円

一年内返済予定長期

借入金
28,560千円

長期借入金 213,400千円

計 241,960千円

一年内返済予定長期

借入金
44,400千円

長期借入金 195,000千円

計 239,400千円

　２．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

当第１四半期末の借入未実行残高は次の

とおりであります。

　２．運転資金の効率的な調達を行うため取引

銀行１行と当座貸越契約を締結しており

ます。これら契約に基づく当第１四半期

末の借入未実行残高は次のとおりであり

ます。

　２．運転資金の効率的な調達を行うため取引

銀行１行と当座貸越契約を締結しており

ます。当該契約に基づく当事業年度末の

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 780,000千円

差引額 520,000千円

当座貸越極度額 500,000千円

借入実行残高 50,000千円

差引額 450,000千円

当座貸越極度額 500,000千円

借入実行残高 50,000千円

差引額 450,000千円

　３．偶発債務

次の関係会社について、金融機関との取

引に対し債務保証を行っております。

　３．偶発債務

次の関係会社について、金融機関との取

引に対し債務保証を行っております。

　３．偶発債務

次の関係会社について、金融機関との取

引に対し債務保証を行っております。

株式会社ＩＤＸ 265,777千円 株式会社ＩＤＸ 668,990千円 株式会社ＩＤＸ 860,153千円

※４．消費税等の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺

のうえ、流動資産の「その他」に含めて

表示しております。

※４．消費税等の取扱い

同左

※４．　　　　 ―――――

（四半期損益計算書関係）

前第１四半期会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成18年11月30日）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年９月１日
至　平成19年11月30日）

前事業年度
（自　平成18年９月１日
至　平成19年８月31日）

　１．減価償却実施額 　１．減価償却実施額 　１．減価償却実施額

有形固定資産 15,915千円

無形固定資産 109千円

有形固定資産 16,321千円

無形固定資産 245千円

有形固定資産 67,564千円

無形固定資産 566千円

※２．　　　　 ――――― ※２．　　　　 ―――――
※２．固定資産売却益の内訳は、次のとおりで

あります。

工具器具備品   510千円

※３．　　　　 ――――― ※３．　　　　 ―――――
※３．固定資産売却損の内訳は、次のとおりで

あります。

工具器具備品 1,802千円

※４．固定資産除却損の内訳は、次のとおりで

あります。

※４．固定資産除却損の内訳は、次のとおりで

あります。

※４．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 27千円 工具器具備品 41千円 工具器具備品 133千円
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（四半期株主資本等変動計算書関係）

前第１四半期会計期間（自　平成18年９月１日　至　平成18年11月30日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前期末株式数
（株）

当期増加株式数
（株）

当期減少株式数
（株）

当期末株式数
（株）

自己株式

普通株式 1.62 － － 1.62

合計 1.62 － － 1.62

当第１四半期会計期間（自　平成19年９月１日　至　平成19年11月30日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前期末株式数
（株）

当期増加株式数
（株）

当期減少株式数
（株）

当期末株式数
（株）

自己株式

普通株式 1.62 － － 1.62

合計 1.62 － － 1.62

前事業年度（自　平成18年９月１日　至　平成19年８月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前期末株式数
（株）

当期増加株式数
（株）

当期減少株式数
（株）

当期末株式数
（株）

自己株式

普通株式 1.62 － － 1.62

合計 1.62 － － 1.62
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（リース取引関係）

前第１四半期会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成18年11月30日）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年９月１日
至　平成19年11月30日）

前事業年度
（自　平成18年９月１日
至　平成19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第

１四半期末残高相当額

(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第

１四半期末残高相当額

(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）

第１四半
期末残高
相当額
（千円）

工具器具
備品

113,893 50,591 63,302

無形固定
資産（ソ
フトウェ
ア）

59,948 29,949 29,998

合計 173,842 80,540 93,301

取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

第１四半
期末残高
相当額
（千円）

工具器具
備品

116,657 73,100 43,557

無形固定
資産（ソ
フトウェ
ア）

73,778 41,322 32,455

合計 190,436 114,423 76,013

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

116,657 65,429 51,228

無形固定
資産（ソ
フトウェ
ア）

73,778 37,606 36,172

合計 190,436 103,035 87,400

(2）未経過リース料第１四半期末残高相当額等 (2）未経過リース料第１四半期末残高相当額等 (2）未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料第１四半期末残高相当額

１年内 40,408千円

１年超 55,088千円

合計 95,496千円

未経過リース料第１四半期末残高相当額

１年内 40,886千円

１年超 37,340千円

合計 78,227千円

未経過リース料期末残高相当額

１年内 44,013千円

１年超 45,675千円

合計 89,689千円

(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 10,952千円

減価償却費相当額 10,330千円

支払利息相当額 697千円

支払リース料 12,071千円

減価償却費相当額 11,387千円

支払利息相当額 609千円

支払リース料 48,123千円

減価償却費相当額 45,385千円

支払利息相当額 2,907千円

(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

（有価証券関係）

　前第１四半期会計期間末（平成18年11月30日現在）、当第１四半期会計期間末（平成19年11月30日現在）及び前事業

年度末（平成19年８月31日現在）における子会社株式で時価のあるものはありません。

－ 42 －



（１株当たり情報）

前第１四半期会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成18年11月30日）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年９月１日
至　平成19年11月30日）

前事業年度
（自　平成18年９月１日
至　平成19年８月31日）

１株当たり純資産額　 287,152円87銭

１株当たり第１四半期
純利益金額

5,795円71銭

１株当たり純資産額　 296,142円18銭

１株当たり第１四半期
純利益金額

217円90銭

１株当たり純資産額 298,942円56銭

１株当たり当期純利益 28,175円02銭

なお、潜在株式調整後１株当たり第１

四半期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。

同左 なお、潜在株式調整後１株当たり当期

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。

（注）　１株当たり第１四半期（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前第１四半期会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成18年11月30日）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年９月１日
至　平成19年11月30日）

前事業年度
（自　平成18年９月１日
至　平成19年８月31日）

第１四半期（当期）純利益

（千円）
49,754 1,870 241,874

普通株主に帰属しない金額

（千円）
－ － －

普通株式に係る第１四半期（当

期）純利益（千円）
49,754 1,870 241,874

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。

(4）【その他】

　該当事項はありません。
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