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1.  平成21年8月期第1四半期の連結業績（平成20年9月1日～平成20年11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8月期第1四半期 1,245 △25.3 24 △37.2 △154 ― △94 ―

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

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8月期第1四半期 △11,052.60 ―

20年8月期第1四半期 610.07 ―

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8月期第1四半期 5,522 2,452 43.4 279,092.55
20年8月期 5,391 2,677 48.5 304,699.05

（参考） 自己資本   21年8月期第1四半期  2,395百万円 20年8月期  2,615百万円

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  
 

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8月期 ― 3,200.00 ― 3,200.00 6,400.00
21年8月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年8月期（予想） ――― ― ― 1,280.00 1,280.00

3.  平成21年8月期の連結業績予想（平成20年9月1日～平成21年8月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期連結累計期間 2,451 △18.8 △75 ― △269 ― △157 ― △18,370.22

通期 4,375 △33.3 △363 ― △578 ― △336 ― △39,168.22

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) 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  無  

(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） 

詳細は、５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） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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。 
２．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、多分に不安定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、４ページの『【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報』をご覧ください。  

新規 ― 社 （社名 ） 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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年8月期第1四半期  8,586株 20年8月期  8,586株

② 期末自己株式数 21年8月期第1四半期  2株 20年8月期  2株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年8月期第1四半期  8,584株 20年8月期第1四半期  8,584株
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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を契機とした国際金融市場

の混乱、米国企業の破綻、さらには為替の急激な変動に加え、各種素材価格の高騰等、景気の先行きに対する不透明

感がより鮮明になる状況で推移いたしました。

　このような経営環境のもと、当社グループの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。））におきましては、半導体需給バランスの

悪化に伴うＤＲＡＭ及びＮＡＮＤ型フラッシュ・メモリーの大幅な価格下落による設備投資抑制の動きが続いており、

加えて液晶パネル業界では、台湾や韓国を中心に在庫調整などによる設備投資計画の縮小・延期がみられるなど、厳

しい事業環境で推移いたしました。

　このような事業環境の中、当社等は、既存顧客に対する受注拡大や新規顧客開拓のための営業活動など、企業収益

の向上を目指し経営資源を集中するとともに、欧州向け太陽電池製造装置用電源の受注獲得に注力したものの、売上

高は低調に推移いたしました。

　研究機関・大学関連事業（株式会社ＩＤＸ（以下、「ＩＤＸ」という。））におきましては、一般産業向け電源の

受注獲得を中心に積極的な営業活動を展開したものの、前連結会計年度のような大型案件の出荷等がなかったため売

上高は低調に推移いたしました。

　この結果、当社グループの当第１四半期連結会計期間の業績は、売上高は1,245,533千円（前年同期比25.3％減少）、

営業利益は24,461千円（同37.2％減少）、主要外国通貨の為替相場が急激に円高へ推移したことによる為替差損の発

生により、経常損失は154,606千円（前年同期は経常利益4,149千円）、四半期純損失は94,875千円（前年同期は四半

期純利益5,237千円）となりました。

　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。

　半導体・液晶関連事業（当社等）におきましては、携帯電話、携帯型音楽プレイヤー、デジタルカメラなどに使用

されるＤＲＡＭ及びＮＡＮＤ型フラッシュ・メモリーなどの価格下落に伴う設備投資の抑制が続いており、加えて液

晶パネル業界では在庫調整などによる設備投資計画の縮小・延期がみられることから売上高は低調に推移いたしまし

たが、欧州向け太陽電池製造装置用電源の出荷は引き続き堅調に推移し、売上高は1,084,170千円（前年同期比5.1％

増加）、営業利益は92,403千円（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、前連結会計年度のような大型案件の出荷等がなかったため売

上高・営業利益ともに低調に推移いたしました。しかしながら、製造原価低減を目指して、諸経費の削減及び電源筐

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んだことにより、売上高は161,362千円

（前年同期比74.6％減少）、営業損失11,016千円（前年同期は営業損失21,038千円）となりました。

　所在地別セグメントの業績は、次のとおりであります。

　日本におきましては、半導体・液晶関連事業（当社）において、半導体メモリ価格の大幅な下落に伴う設備投資の

抑制が続いており、さらに液晶パネル業界では在庫調整などによる設備投資計画の縮小・延期の動きがみられ、また

研究機関・大学関連事業（ＩＤＸ）において、前連結会計年度のような大型案件の出荷がなかったことなどにより、

売上高は低調に推移いたしました。

　この結果、売上高は667,456千円（前年同期比47.3％減少）、営業利益は62,436千円（同17.3％減少）となりました。

　米国におきましては、サブプライム住宅ローン問題の影響に伴うデジタル家電関連の需要冷え込みにより、各関連

メーカーの設備投資は軟調に推移したことにより、売上高は169,704千円（前年同期比21.2％減少）、営業利益5,496

千円（同9.7％増加）となりました。

　欧州におきましては、世界的な経済の不況に伴う需要減速の懸念はあるものの、クリーンエネルギーとして市場拡

大傾向にある太陽電池業界において、各関連メーカーの設備投資が積極的に行われたため、太陽電池製造装置用電源

の受注及び出荷は堅調に推移し、売上高は408,371千円（前年同期比122.1％増加）、営業利益は11,372千円（同3.7％

増加）となりました。
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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。

項目

当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年９月１日
至　平成20年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年９月１日
至　平成20年８月31日）

 金額（千円）  金額（千円）

　売上高 1,245,533 6,562,597

　売上総利益 377,523 1,806,874

　営業利益 24,461 261,526

　経常利益又は経常損失（△） △154,606 173,173

四半期純損失（△）又は当期純

利益
△94,875 144,421

　　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。

項目

当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年９月１日
至　平成20年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年９月１日
至　平成20年８月31日）

売上高 営業利益 売上高 営業利益

金額
（千円）

金額
（千円）

金額
（千円）

金額
（千円）

半導体・液晶関連事業

（当社等）
1,084,170 92,403 4,888,727 484,474

研究機関・大学関連事業

（ＩＤＸ）
161,362 △11,016 1,673,870 13,443

合計 1,245,533 81,387 6,562,597 497,917

注１．売上高は、各セグメントの外部売上高に対する売上高を表しております。　

　２．営業利益は、各セグメントの営業利益を表しております。

　　所在地別セグメントの業績は、次のとおりであります。　

項目

当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年９月１日
至　平成20年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年９月１日
至　平成20年８月31日）

売上高 営業利益 売上高 営業利益

金額
（千円）

金額
（千円）

金額
（千円）

金額
（千円）

日本 667,456 62,436 4,108,705 293,564

米国 169,704 5,496 964,792 23,202

欧州 408,371 11,372 1,489,099 163,751

合計 1,245,533 79,304 6,562,597 480,519

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。

　２．営業利益は、各セグメントの営業利益を表しております。
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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末の資産合計は5,522,228千円であり、前連結会計年度末と比較して130,468千円増加し

ております。これは主に、現金及び預金の増加（151,192千円）、受取手形及び売掛金の減少（282,166千円）、製品

の増加（128,654千円）及び原材料の増加（59,983千円）等によるものであります。

　当第１四半期連結会計期間末の負債合計は3,069,787千円であり、前連結会計年度末と比較して355,642千円増加し

ております。これは主に、短期借入金の増加（424,000千円）等によるものであります。なお、当第１四半期連結会計

期間末における有利子負債残高は2,643,588千円となっております。

　当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は2,452,440千円であり、前連結会計年度末と比較して225,173千円減少

しております。これは主に、利益剰余金の減少（122,344千円）等によるものであります。

＜キャッシュ・フローの状況＞

　当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、税金等調整前四半期純

損失、たな卸資産の増加等があったものの、売上債権の回収、仕入債務の増加及び短期借入金の純増加等により、

前連結会計年度末に比べて139,987千円増加し、当第１四半期連結会計期間末は1,230,426千円となりました。

　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）

　営業活動の結果使用した資金は、6,238千円（前年同期は318,072千円の獲得）となりました。

　これは、売上債権の回収194,144千円及び仕入債務の増加60,492千円等の資金増加要因があったものの、税金等調

整前四半期純損失161,384千円及びたな卸資産の増加210,142千円等の資金減少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、8,134千円（前年同期は108,529千円の使用）となりました。

　これは、有形固定資産の売却による収入12,020千円等の資金増加要因があったものの、定期預金の純増加による

支出11,205千円及び有形固定資産の取得による支出6,522千円等の資金減少要因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、277,688千円（前年同期は288,882千円の使用）となりました。

　これは、長期借入金の返済による支出118,817千円及び配当金の支払いによる支出27,494千円の資金減少要因が

あったものの、短期借入金の純増加424,000千円の資金増加要因によるものであります。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　当社グループの主たる事業領域である半導体・液晶関連事業（当社等）においては、半導体業界におけるＤＲＡＭ

及びフラッシュ・メモリーなどの生産調整、液晶パネルの在庫調整等による設備投資計画の縮小・延期の動きが強く

なってまいりました。

　さらに、米国発の金融危機の影響により、太陽電池市場の設備投資計画の縮小・延期、為替相場が急激に円高へ推

移したことなどにより、当社グループを取り巻く環境は非常に厳しくなっております。

　このような状況の中、平成21年８月期の第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想につきましては、平成20年12

月19日付の業績予想の修正に関するお知らせにおいて発表いたしましたとおり、連結業績予想を次のとおり変更いた

しました。

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

第２四半期連結累計期間 2,451 △75 △269 △157

通期 4,375 △363 △578 △336

＜配当金について＞

　当社グループの平成21年８月期の配当金につきましては、平成20年12月19日付の平成21年８月期配当予想の修正に

関するお知らせにおいて発表いたしましたとおり、誠に遺憾ながら中間期末配当を見送り、期末配当を1,280円に変更

いたしました。

　株主の皆様には、深くお詫び申し上げますとともに、企業価値の向上及び収益体質の早期回復に向け、更なる経営

努力を重ねてまいる所存でございます。

 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

21年８月期（予想） ― ― ― 1,280.00 1,280.00
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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）

　該当事項はありません。

（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

　該当事項はありません。

（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

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。

②　重要な資産の評価基準及び評価方法の変更

　当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７

月５日）が適用されたことに伴い、棚卸資産の評価基準について、通常の販売目的で保有する製品（ケーブ

ル類を除く）及び仕掛品は、個別法による原価法から個別法による原価法（貸借対照表価額については収益

性の低下に基づく簿価切下げの方法）により、製品（ケーブル類）及び材料は、月次総平均法による原価法

から月次総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）によ

り、貯蔵品は、最終仕入原価法による原価法から最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額については

収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。

　なお、これによる営業利益は3,588千円減少し、経常損失及び税金等調整前四半期純損失は、それぞれ3,588

千円増加しております。

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」の適用

　当第１四半期連結会計期間より、「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」（実務対応報告第18号　平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。

　これによる四半期連結財務諸表に与える影響はありません。

④　リース取引に関する会計基準の適用

　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、当社及び国内連結子会社は、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平

成５年６月17日（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基

準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会　会計制度委員会）、

平成19年３月30日改正））が平成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適

用することができることになったことに伴い、当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、

通常の売買取引に係る会計処理によっております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリー

ス資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用してお

ります。

　なお、リース取引開始日がリース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引に

ついては、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。

　これによる四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
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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 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年11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８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,381,631 1,230,439

受取手形及び売掛金 1,073,754 1,355,920

製品 541,535 412,880

原材料 463,783 403,800

仕掛品 632,014 644,501

繰延税金資産 124,732 64,915

その他 174,605 139,115

流動資産合計 4,392,057 4,251,571

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 968,837 973,714

減価償却累計額 △475,924 △468,506

建物及び構築物（純額） 492,912 505,207

車両運搬具 14,947 16,978

減価償却累計額 △13,707 △15,513

車両運搬具（純額） 1,240 1,465

工具、器具及び備品 826,887 817,877

減価償却累計額 △413,395 △407,669

工具、器具及び備品（純額） 413,492 410,207

土地 65,926 65,926

有形固定資産合計 973,571 982,806

無形固定資産 53,137 53,401

投資その他の資産   

投資有価証券 41,487 50,542

繰延税金資産 22,853 13,185

その他 59,030 60,162

貸倒引当金 △19,909 △19,909

投資その他の資産合計 103,461 103,979

固定資産合計 1,130,170 1,140,188

資産合計 5,522,228 5,391,760
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年11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８月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 294,085 256,589

短期借入金 864,000 440,000

1年内返済予定の長期借入金 421,108 438,668

未払法人税等 5,494 6,357

その他 124,804 110,715

流動負債合計 1,709,492 1,252,331

固定負債   

長期借入金 1,358,480 1,459,737

その他 1,815 2,077

固定負債合計 1,360,295 1,461,814

負債合計 3,069,787 2,714,145

純資産の部   

株主資本   

資本金 835,598 835,598

資本剰余金 1,070,868 1,070,868

利益剰余金 599,387 721,731

自己株式 △384 △384

株主資本合計 2,505,469 2,627,813

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △4,322 1,110

為替換算調整勘定 △105,416 △13,388

評価・換算差額等合計 △109,739 △12,277

少数株主持分 56,710 62,077

純資産合計 2,452,440 2,677,614

負債純資産合計 5,522,228 5,391,760
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成20年11月30日) 

売上高 1,245,533

売上原価 868,009

売上総利益 377,523

販売費及び一般管理費 353,062

営業利益 24,461

営業外収益  

受取利息 2,129

受取配当金 398

補助金収入 2,189

その他 798

営業外収益合計 5,516

営業外費用  

支払利息 10,859

たな卸資産廃棄損 845

為替差損 171,613

デリバティブ評価損 91

その他 1,175

営業外費用合計 184,585

経常損失（△） △154,606

特別利益  

固定資産売却益 425

特別利益合計 425

特別損失  

固定資産売却損 6,590

固定資産除却損 612

特別損失合計 7,203

税金等調整前四半期純損失（△） △161,384

法人税、住民税及び事業税 5,233

法人税等調整額 △66,375

法人税等合計 △61,141

少数株主損失（△） △5,367

四半期純損失（△） △94,875
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成20年11月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純損失（△） △161,384

減価償却費 20,841

受取利息及び受取配当金 △2,528

支払利息 10,859

為替差損益（△は益） 105,599

固定資産除却損 612

有形固定資産売却損益（△は益） 6,164

売上債権の増減額（△は増加） 194,144

たな卸資産の増減額（△は増加） △210,142

仕入債務の増減額（△は減少） 60,492

その他 △12,604

小計 12,055

利息及び配当金の受取額 2,463

利息の支払額 △13,229

法人税等の支払額 △7,708

法人税等の還付額 181

営業活動によるキャッシュ・フロー △6,238

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の増減額（△は増加） △11,205

有形固定資産の取得による支出 △6,522

有形固定資産の売却による収入 12,020

無形固定資産の取得による支出 △1,009

その他 △1,416

投資活動によるキャッシュ・フロー △8,134

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） 424,000

長期借入金の返済による支出 △118,817

配当金の支払額 △27,494

財務活動によるキャッシュ・フロー 277,688

現金及び現金同等物に係る換算差額 △123,328

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 139,987

現金及び現金同等物の期首残高 1,090,439

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,230,426
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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。

（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

当第１四半期連結累計期間（自平成20年９月１日　至平成20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 1,084,170 161,362 1,245,533 ― 1,245,533

(2）セグメント間の内部売上高又は振

替高
606 59,767 60,374 △60,374 ―

計 1,084,777 221,130 1,305,907 △60,374 1,245,533

営業利益又は営業損失（△） 92,403 △11,016 81,387 △56,925 24,461

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．会計処理の方法の変更

（棚卸資産の評価に関する会計基準）　

　当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７

月５日）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業利益が、半導体・

液晶関連事業で3,534千円、研究機関・大学関連事業で54千円それぞれ減少しております。

株式会社アドテックプラズマテクノロジー(6668)平成21年８月期第１四半期決算短信

10



ｂ．所在地別セグメント情報

当第１四半期連結累計期間（自平成20年９月１日　至平成20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 667,456 169,704 408,371 1,245,533 ― 1,245,533

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
469,633 8,538 72,437 550,609 △550,609 ―

計 1,137,090 178,242 480,809 1,796,143 △550,609 1,245,533

営業利益 62,436 5,496 11,372 79,304 △54,843 24,461

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．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．会計処理の方法の変更

（棚卸資産の評価に関する会計基準）　

　当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月

５日）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業利益が、日本で3,588千

円減少し、米国及び欧州に与える影響はありません。

ｃ．海外売上高

当第１四半期連結累計期間（自平成20年９月１日　至平成20年11月30日）

 米国 アジア地域 欧州 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 169,734 67,969 408,371 646,076

Ⅱ　連結売上高（千円） ― ― ― 1,245,533

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上

高の割合（％）
13.6 5.5 32.8 51.9

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

(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。

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。
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「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）前四半期連結損益計算書

科目

前第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）

Ⅰ　売上高 1,666,628

Ⅱ　売上原価 1,255,761

売上総利益 410,866

Ⅲ　販売費及び一般管理費 371,902

営業利益 38,964

Ⅳ　営業外収益 5,732

１．受取利息 3,308

２．受取配当金 292

３．補助金収入 680

４．その他 1,450

Ⅴ　営業外費用 40,546

１．支払利息 12,092

２．たな卸資産廃棄損 2,727

３．為替差損 22,048

４．デリバティブ評価損 2,038

５．その他 1,639

経常利益 4,149

Ⅵ　特別損失 41

１．固定資産除却損 41

税金等調整前四半期純利益 4,107

法人税、住民税及び事業税 11,847

法人税等調整額 △3,948

少数株主損失（△） △9,028

四半期純利益 5,237
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（２）（要約）前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19年９月１日
至　平成19年11月30日）

区分 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 

１．税金等調整前四半期純利
益

4,107

２．減価償却費 22,994

３．のれんの償却額 176

４．役員賞与引当金の増減
（△）額

153

５．受取利息及び配当金 △3,600

６．支払利息 12,092

７．為替差損益（△） 18,746

８．有形固定資産除却損 41

９．売上債権の増（△）減額 241,635

10．たな卸資産の増（△）減
額

88,996

11．仕入債務の増減（△）額 42,983

12．役員賞与の支払額 △575

13．その他 12,950

小計 440,703

14．利息及び配当金の受取額 3,542

15．利息の支払額 △11,872

16．法人税等の支払額 △114,300

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

318,072
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前第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）

区分 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

△92,110

２．有形固定資産の取得によ
る支出

△9,613

３．投資有価証券の取得によ
る支出

△10

４．少数株主からの子会社株
式の取得による支出

△1,500

５．無形固定資産の取得によ
る支出

△4,955

６．その他 △340

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△108,529

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

△185,000

２．長期借入れによる収入 50,000

３．長期借入金の返済による
支出

△126,352

４．配当金の支払額 △27,530

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

△288,882

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る
換算差額

△26,135

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加
額（又は減少額）

△105,474

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首
残高

1,246,217

Ⅶ　現金及び現金同等物の四半
期末残高

1,140,742

株式会社アドテックプラズマテクノロジー(6668)平成21年８月期第１四半期決算短信

14



（３）セグメント情報

ａ．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日以前に取得した有形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。

ｂ．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日以前に取得した有形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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ｃ．海外売上高

前第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。
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