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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第2四半期 2,120 ― 103 ― 84 ― 5 ―
20年3月期第2四半期 1,692 ― 116 ― 106 ― 54 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益
円 銭 円 銭

21年3月期第2四半期 1.73 1.72
20年3月期第2四半期 32.91 32.49

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

21年3月期第2四半期 4,399 1,947 44.2 583.06
20年3月期 3,858 2,013 52.2 1,207.82

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  1,943百万円 20年3月期  2,013百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  

当社は平成20年４月１日付で株式１株につき２株の分割を行っております。 
従いまして、平成21年３月期の予想につきましては、分割後の金額となっております。  

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― ― ― 20.00 20.00
21年3月期 0.00 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― 0.00 10.00 10.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

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

通期 4,500 27.2 312 1.3 283 4.5 132 △7.7 39.88

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）  有  

（注） 詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４. その他をご覧ください。  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注） 詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４. その他をご覧ください。  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（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等の変更に記載されるもの） 

（注） 詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４. その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

(注） 当社は平成20年４月１日付で株式１株につき２株の分割を行っております。  

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14
号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 1 社 （社名 株式会社ダイプラ ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期  3,506,000株 20年3月期  1,753,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  172,097株 20年3月期  86,029株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  3,333,936株 20年3月期第2四半期  1,667,172株
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(百万円未満切捨て) 

 
(％表示は対前年同四半期増減率) 

   

 

 

 

   

(％表示は対前期増減率) 

   
（注）個別業績については参考として記載しております。 

（参考）個別業績の概要

1. 平成21年３月期第２四半期の個別業績（平成20年４月１日～平成20年９月30日）
 (1) 個別経営成績(累計)

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年３月期第２四半期 1,814 ─ 175 ─ 168 ─ 85 ─
20年３月期第２四半期 1,699 9.0 130 △10.0 122 5.4 65 △4.6

１株当たり 
四半期純利益

潜在株式調整後 
１株当たり 
四半期純利益

円 銭 円 銭

21年３月期第２四半期 25 61 25 39
20年３月期第２四半期 39 04 38 54

 (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

21年３月期第２四半期 4,496 2,206 49.0 660 69
20年３月期 3,941 2,150 54.6 1,290 04
(参考) 自己資本 21年３月期第２四半期 2,202百万円 20年３月期 2,150百万円

2. 平成21年３月期の個別業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日）

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

通期 3,745 5.5 373 2.7 361 4.3 212 6.1 63 69

㈱アテクト（4241） 平成21年３月期 第２四半期決算短信

－2－



当第２四半期累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日、以下同じ）の連結売上高は2,120
百万円となりました。 
事業の種類別セグメントの概況は次のとおりであります。 

当事業の売上高は1,075百万円と前年同期比103.0%となりましたが、当初計画値には至りませんで
した。その要因は、新興国を含めた急激な世界的需要の減退によるものであります。しかしながら、
ＴＶ用パネルを始めとした大型パネルは現在回復傾向にあります。 

当事業の売上高は707百万円と前年同期比109.0%となりました。昨今、食品への残留農薬等の化学
物質混入事件やそれに伴う製品の回収が日々報道されております。食品製造業においては、製品回収
がもたらす利益の損失が企業存続を危ぶむという認識から、食品衛生検査に対する関心は一段と高ま
っております。このような社会情勢は、当事業の主力製品であり、食品の安全性を検査するための試
験器具であるディスポーザブルシャーレ、分注済培地等の販売伸張の追い風になると見込んでおりま
す。主力製品であるシャーレの売上高は前年同期比111.9％となりました。また、水質検査用試薬で
あるコリターグの売上高は、前年同期比152.8%となり、この商品の性能、品質並びに操作性が広く認
知されてきたものと考えております。 
食品製造業のみならず、医薬品製造、化粧品製造、官公庁、検査受託等さまざまな業種のお客様へ、
高品質・低価格の商品を提供できる事業体として更なる成長を目指してまいります。 

当事業の売上高は312百万円となりました。本年４月に当社連結対象となった㈱ダイプラは、顧客
毎の利益構造を見直し、利益率の高いユーザーへの大幅なシフトを行いました。長年培った高い技術
力を背景に新規顧客との取引も開始しております。 

当事業の売上高は26百万円となりました。粉末積層造形用微粒子の安定した製造体制を確立させ、
販売面では、粉末積層造形用ポリプロピレン微粒子の販売をスタートいたしました。また、用途開発
としまして化粧料関連・トナー関連・バイオテクノロジー関連・塗料関連等幅広い業種へのアプロー
チを開始しております。第３四半期に入り合理化といたしまして、ラボと工場との統合により、経費
効率化を進めております。 

当第２四半期累計期間の連結営業利益は、トライアル㈱及び㈱ダイプラの株式引受時に発生したのれ
ん償却等、並びに、㈱アテクトコリアの工場建物等設備投資による減価償却費、立ち上げに伴う人件費
の増加により、103百万円となりました。 

当第２四半期累計期間の連結経常利益は、営業費用において、東証二部ジェネシス・テクノロジー㈱
の民事再生申立により、貸倒引当金を積み増したこと、在外子会社（㈱アテクトコリア）において、当
社向けの債務に対する為替差損15百万円の計上等により、84百万円となりました。 

当第２四半期累計期間の連結四半期純利益は、たな卸資産の評価基準を変更(注)し、「たな卸資産評
価損」を特別損失に計上したこと、子会社において繰延税金資産の評価性引当額を計上したこと等によ
り５百万円となりました。 

（注）1.「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号)を 

 適用し、評価基準を原価法から「原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）」に変更いたしました。 

2.前年同四半期増減率については参考として記載しております。 

  

・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
(1)当社および子会社の構成
①㈱アテクト…当社
②㈱アテクトコリア…半導体資材製造、韓国
③トライアル㈱…ポリマー微粒子製造、平成20年１月子会社化
④㈱ダイプラ…プラスチック造形、成形、平成20年４月子会社化
(2)売上高

① 半導体資材事業

② 衛生検査器材事業

③ プラスチック造形事業

④ ポリマー微粒子事業

(3)営業利益

(4)経常利益

(5)四半期純利益
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（資産） 
当第２四半期末における総資産は、4,399百万円となりました。 
総資産の主な増加要因は、流動資産において「現金及び預金」、「受取手形及び売掛金」、「商品及び
製品」、「原材料及び貯蔵品」の増加、固定資産において「建物及び構築物」、「その他（機械及び装
置）（建設仮勘定）」、「のれん」の増加等によるものであります。 
  
（負債） 
負債は、2,451百万円となりました。 
負債の主な増加要因は、子会社の株式引受及び設備投資資金として調達した「１年以内返済予定の長期
借入金」及び「長期借入金」の増加、流動負債の「その他（設備関係支払手形及びリース債務）」の増加
等によるものであります。 
  
（純資産） 
純資産は、1,947百万円となりました。 
純資産の主な減少要因は、「配当金」の支払等によるものであります。 

  

平成20年４月30日発表の通期の業績予想に変更はありません。 
  
  

当連結会計年度より、株式会社ダイプラを連結会社とする連結財務諸表を作成しております。 
  

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定す
る方法によっております。 

  

①当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸
表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半
期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
 なお、当第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から平成20年９月30日まで）及び当第２四半
期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）については、「財務諸表等の用語、
様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内閣府令第50
号）附則第７条第１項第５号のただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則を早期に適用し
ております。 

②「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９
号)を当第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法(収益性の低下
による簿価切下げの方法)に変更しております。 
この結果、従来の方法によった場合に比べて、税金等調整前四半期純利益は、28百万円減少してお
ります。 

③「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」(企業会計基準委員会
平成18年５月17日 実務対応報告第18号)を当第１四半期連結会計期間から適用しております。な
お、これによる損益への影響はありません。 

④「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成５年６月17日 最終改正平成19年３月
30日 企業会計基準第13号)及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会
平成６年１月18日 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号)を当第１四半期連結
会計期間から早期適用しております。なお、これによる損益への影響はありません。 

  

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報

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)

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用
  固定資産の減価償却の算定方法

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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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】 

（単位：千円） 

当第２四半期連結会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 403,516 359,650 

受取手形及び売掛金 818,435 717,849 

商品及び製品 206,173 161,944 

仕掛品 32,151 36,004 

原材料及び貯蔵品 237,502 172,717 

その他 55,237 48,435 

貸倒引当金 △2,090 △723 

流動資産合計 1,750,926 1,495,878 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物（純額） 770,266 769,619 

土地 918,094 918,094 

その他（純額） 578,227 367,660 

有形固定資産合計 2,266,588 2,055,374 

無形固定資産 

のれん 184,757 118,379 

その他 36,403 35,839 

無形固定資産合計 221,161 154,219 

投資その他の資産 

投資有価証券 1,608 1,323 

その他 166,474 152,571 

貸倒引当金 △7,231 △697 

投資その他の資産合計 160,850 153,197 

固定資産合計 2,648,599 2,362,791 

資産合計 4,399,526 3,858,669 
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（単位：千円） 

当第２四半期連結会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 536,787 474,008 

短期借入金 700,000 532,762 

1年内返済予定の長期借入金 400,946 293,894 

1年内償還予定の社債 － 10,000 

未払法人税等 49,166 115,537 

賞与引当金 27,284 26,463 

その他 257,369 153,922 

流動負債合計 1,971,553 1,606,587 

固定負債 

長期借入金 401,227 216,824 

その他 79,049 21,409 

固定負債合計 480,276 238,233 

負債合計 2,451,829 1,844,820 

純資産の部 

株主資本 

資本金 729,645 729,645 

資本剰余金 649,645 649,645 

利益剰余金 777,115 804,683 

自己株式 △99,406 △99,383 

株主資本合計 2,056,998 2,084,590 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 160 △8 

為替換算調整勘定 △113,291 △71,184 

評価・換算差額等合計 △113,130 △71,193 

新株予約権 3,829 452 

純資産合計 1,947,697 2,013,848 

負債純資産合計 4,399,526 3,858,669 
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(2) 【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】 

（単位：千円） 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

売上高 2,120,980 

売上原価 1,487,754 

売上総利益 633,225 

販売費及び一般管理費 

給料及び手当 122,479 

賞与引当金繰入額 14,175 

貸倒引当金繰入額 7,825 

その他 384,967 

販売費及び一般管理費合計 529,448 

営業利益 103,777 

営業外収益 

受取利息 577 

受取配当金 28 

保険解約返戻金 8,264 

その他 3,316 

営業外収益合計 12,186 

営業外費用 

支払利息 13,794 

為替差損 15,126 

その他 2,291 

営業外費用合計 31,212 

経常利益 84,752 

特別利益 

過年度退職給付費用戻入益 9,936 

特別利益合計 9,936 

特別損失 

たな卸資産評価損 28,081 

固定資産除却損 2,082 

固定資産売却損 499 

特別損失合計 30,663 

税金等調整前四半期純利益 64,024 

法人税、住民税及び事業税 44,995 

法人税等調整額 13,258 

法人税等合計 58,253 

四半期純利益 5,770 
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結

財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

当第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日） 
 該当事項はありません。 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 
 該当事項はありません。 

  

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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(要約)前中間連結損益計算書 

 
  

  

  

「参考」

科  目

前中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日

 至 平成19年９月30日)

金額(千円)

Ⅰ 売上高 1,692,038

Ⅱ 売上原価 1,161,222

   売上総利益 530,815

Ⅲ 販売費及び一般管理費 413,844

   営業利益 116,971

Ⅳ 営業外収益 4,981

Ⅴ 営業外費用 15,061

   経常利益 106,890

Ⅵ 特別損失 1,264

   税金等調整前中間純利益 105,626

   法人税、住民税及び事業税 41,007

   法人税等調整額 9,745

   中間純利益 54,874
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