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1.  平成21年8月期第2四半期の連結業績（平成20年9月1日～平成21年2月28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2四半期 2,182 ― △88 ― △266 ― △168 ―

20年8月期第2四半期 3,019 19.9 1 △87.4 △64 ― △31 ―

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2四半期 △19,643.71 ―

20年8月期第2四半期 △3,697.81 ―

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2四半期 5,745 2,392 40.6 271,784.10
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2四半期  2,332百万円 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 4,375 △33.3 △363 ― △578 ― △336 ― △39,168.22
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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) 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、６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、５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2四半期 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2四半期  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2四半期 8,584株 20年8月期第2四半期 8,584株
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 当第２四半期（６か月）におけるわが国経済は、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、製造業を中心とした雇用環境の悪化や所得の落ち込みを

受け個人消費が低迷するなど、企業を取り巻く環境は依然厳しい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、経済環境急変

と半導体需給バランス悪化に伴うＤＲＡＭ及びＮＡＮＤ型フラッシュ・メモリーの大幅な価格下落の影響を受け、

欧州の半導体大手企業が破綻、また各関連メーカーでは減産や設備投資の先送り・凍結の動きが月を追うごとに顕

著になっております。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抑制の動きが

一段と強まっているなど、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、欧米を中心とした「クリーンエネルギー政策」として注目を集めている太

陽電池市場に重点を置き新規顧客開拓のための積極的な営業活動を実施し、加えて既存顧客に対して新規案件の受

注活動を展開したものの、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、一般産業及び研究

機関の既存顧客に対する新規案件の受注獲得を中心に営業活動を展開したものの、経済不況による景気後退の影響

を受けての受注減少や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２四半期（６か月）の業績は、売上高は2,182,940千円（前年同期比27.7％減

少）、営業損失は88,690千円（前年同期は営業利益1,519千円）、経常損失は266,651千円（前年同期は経常損失

64,204千円）、四半期純損失は168,621千円（前年同期は中間純損失31,744千円）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、ＤＲＡＭ及びＮＡＮＤ型フラッシュ・メモリーなどの供給過

剰による需給バランスの悪化に伴う価格下落により、各関連メーカーでは設備投資を抑制し、加えて液晶パネル業

界においても、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。また、欧州向け太陽電池製造装置用電源については、急激な世界市況悪化による受注減少の懸念はあるもの

の、出荷は引き続き堅調に推移いたしました。 

 この結果、売上高は1,708,631千円（前年同期比18.5％減少）、営業利益は7,877千円（同95.3％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、経済不況による景気後退の影響を受けての受注減少や前連

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。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等に積極

的に取り組んだことにより、売上高は474,308千円（前年同期比48.6％減少）、営業利益は825千円（前年同期は営

業損失50,950千円）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、半導体メモリーの大幅な価格下落に伴い各関連

メーカーにて減産や設備投資先送り・凍結の動きが顕著となっており、さらに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抑制の動きが一段と強まっております。また研究機関・大学関連事業（ＩＤ

Ｘ）において、経済不況による景気後退の影響を受けての受注減少及び前連結会計年度のような大型案件の出荷等

がなかったことにより、売上高は低調に推移いたしました。 

 この結果、売上高は1,255,887千円（前年同期比42.9％減少）、営業損失は36千円（前年同期は営業利益76,184千

円）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著しい需要冷え込みの影響

を受け、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246,391千円（前年同期比39.1％減

少）、営業損失は4,894千円（前年同期は営業損失3,317千円）となりました。 

 欧州におきましては、急激な世界市況悪化による受注減少の懸念はあるものの、クリーンエネルギーとして注目

を集めてい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

源の出荷は堅調に推移し、売上高は680,661千円（前年同期比63.8％増加）、営業利益は7,167千円（同80.9％減

少）となりました。 

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 
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当第２四半期連結会計期間の業績は、次のとおりであります。 

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。 

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。 

所在地別セグメントの業績は、次のとおりであります。  

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。 

項目 

当第２四半期連結累計期間
（自 平成20年９月１日 
至 平成21年２月28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  2,182,940  6,562,597

売上総利益  550,262  1,806,874

営業利益又は営業損失

（△） 
 △88,690  261,526

経常利益又は経常損失

（△） 
 △266,651  173,173

四半期純損失（△）又

は当期純利益 
 △168,621  144,421

項目 

当第２四半期連結累計期間
（自 平成20年９月１日 
至 平成21年２月28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） 
 1,708,631  7,877  4,888,727  484,474

研究機関・大学関連事

業（ＩＤＸ） 
 474,308  825  1,673,870  13,443

合計  2,182,940  8,702  6,562,597  497,917

項目 

当第２四半期連結累計期間
（自 平成20年９月１日 
至 平成21年２月28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  1,255,887  △36  4,108,705  293,564

米国  246,391  △4,894  964,792  23,202

欧州   680,661  7,167  1,489,099  163,751

合計  2,182,940  2,236  6,562,597  480,519
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 当第２四半期末の資産合計は5,745,959千円であり、前連結会計年度末と比較して354,198千円増加しております。

 これは、現金及び預金の増加（748,217千円）、受取手形及び売掛金の減少（512,649千円）、製品の増加（77,278

千円）及び仕掛品の減少（137,565千円）等によるものであります。 

 当第２四半期末の負債合計は3,353,809千円であり、前連結会計年度末と比較して 639,663千円増加しておりま

す。 

 これは、買掛金の減少（106,385千円）及び短期借入金の増加（893,200千円）等によるものであります。なお、当

第２四半期末における有利子負債残高は3,099,651千円となっております。 

 当第２四半期末の純資産合計は2,392,149千円であり、前連結会計年度末と比較して285,464千円減少しておりま

す。 

 これは、利益剰余金の減少（196,090千円）等によるものであります。 

＜キャッシュ・フローの状況＞  

 当第２四半期（６か月）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、長期借入金の返済による支出等があったものの、売上債権の回収及び短期借入金の純増加額等により、前連結会

計年度末に比べ738,217千円増加し、当第２四半期連結会計期間末は1,828,656千円となりました。 

 当第２四半期（６か月）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、129,683千円（前年同期は59,331千円の獲得）となりました。 

 これは、売上債権の回収411,324千円及び減価償却費42,815千円等の資金増加要因、税金等調整前四半期純損失

275,598千円及び仕入債務の減少85,638千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、9,224千円（前年同期は121,662千円の使用）となりました。 

 これは、有形固定資産の売却による収入12,060千円等の資金増加要因、定期預金の純増加による支出10,000千円及

び有形固定資産の取得による支出8,386千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、733,607千円（前年同期は429,928千円の使用）となりました。 

 これは、短期借入金の純増加893,200千円及び長期借入れによる収入100,000千円等の資金増加要因、長期借入金の

返済による支出231,954千円及び配当金の支払いによる支出27,470千円等の資金減少要因によるものであります。  

 今後の景気の見通しにつきましては、米国発のサブプライム住宅ローン問題に伴う金融危機を契機として世界経済

全体が景気後退に陥る中、輸出を牽引していたわが国経済への影響も非常に大きく、景気は大幅に悪化しており経済

環境は一層厳しさが増大していくものと予想されます。 

 このような状況の中、当社グループといたしましては、製造経費の削減やリードタイムの短縮化を目指し、材料単

価や製造工程の見直し及びサプライチェーンの推進を図ることで、利益を確保し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、半導体市場におけるＤＲＡＭ及びＮＡＮＤ型フラッシュ・メモ

リーなどの著しい価格下落に伴う生産調整に加え、液晶テレビ需要減少に伴う液晶パネルの在庫調整などにより、各

関連メーカーの設備投資抑制の動きが強まっており、また競合他社との価格競争が激化する中、低価格版の高周波電

源及びマッチングユニットなどの新製品開発を推し進めるとともに、半導体・液晶関連事業のみならず、太陽電池製

造装置用電源の新規顧客開拓を目指すべく、積極的な営業活動に取り組んでまいります。 

 研究機関・大学関連事業（ＩＤＸ）におきましては、既存顧客を中心に新規案件の受注獲得を目指すべく営業活動

を展開し、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。   

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 
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 該当事項はありません。 

 該当事項はありません。  

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 

（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 

    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、 終仕入原価法による原価法から 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、これによる当第２四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失は、そ

れぞれ6,527千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 

   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。 

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日以降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、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。 

   これによる当第２四半期連結累計期間の損益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２四半期連結会計期間末
(平成21年２月28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 1,978,656 1,230,439

受取手形及び売掛金 843,271 1,355,920

製品 490,158 412,880

原材料及び貯蔵品 467,146 406,521

仕掛品 506,936 644,501

繰延税金資産 131,746 64,915

その他 181,026 136,393

流動資産合計 4,598,943 4,251,571

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 970,203 973,714

減価償却累計額 △486,098 △468,506

建物及び構築物（純額） 484,105 505,207

車両運搬具 13,814 16,978

減価償却累計額 △12,633 △15,513

車両運搬具（純額） 1,180 1,465

工具、器具及び備品 822,417 817,877

減価償却累計額 △419,383 △407,669

工具、器具及び備品（純額） 403,033 410,207

土地 65,926 65,926

有形固定資産合計 954,245 982,806

無形固定資産 56,410 53,401

投資その他の資産   

投資有価証券 39,708 50,542

繰延税金資産 58,138 13,185

その他 58,423 60,162

貸倒引当金 △19,909 △19,909

投資その他の資産合計 136,359 103,979

固定資産合計 1,147,016 1,140,188

資産合計 5,745,959 5,391,760
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年２月28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 150,203 256,589

短期借入金 1,333,200 440,000

1年内返済予定の長期借入金 701,678 438,668

未払法人税等 14,806 6,357

その他 84,198 110,715

流動負債合計 2,284,087 1,252,331

固定負債   

長期借入金 1,064,773 1,459,737

その他 4,949 2,077

固定負債合計 1,069,722 1,461,814

負債合計 3,353,809 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 525,641 721,731

自己株式 △384 △384

株主資本合計 2,431,723 2,627,813

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △5,119 1,110

為替換算調整勘定 △93,608 △13,388

評価・換算差額等合計 △98,728 △12,277

少数株主持分 59,155 62,077

純資産合計 2,392,149 2,677,614

負債純資産合計 5,745,959 5,391,760
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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９月１日 
 至 平成21年２月28日) 

売上高 2,182,940

売上原価 1,632,677

売上総利益 550,262

販売費及び一般管理費 638,952

営業損失（△） △88,690

営業外収益  

受取利息 3,849

受取配当金 553

補助金収入 5,223

その他 3,538

営業外収益合計 13,164

営業外費用  

支払利息 21,616

たな卸資産廃棄損 1,806

為替差損 164,317

デリバティブ評価損 1,721

その他 1,663

営業外費用合計 191,126

経常損失（△） △266,651

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 6,690

固定資産除却損 2,231

投資有価証券評価損 449

特別損失合計 9,371

税金等調整前四半期純損失（△） △275,598

法人税、住民税及び事業税 4,869

法人税等調整額 △108,923

法人税等合計 △104,054

少数株主損失（△） △2,922

四半期純損失（△） △168,621
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年２月28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（△） △275,598

減価償却費 42,815

受取利息及び受取配当金 △4,403

支払利息 21,616

為替差損益（△は益） 123,945

投資有価証券評価損益（△は益） 449

固定資産除却損 2,231

有形固定資産売却損益（△は益） 6,264

売上債権の増減額（△は増加） 411,324

たな卸資産の増減額（△は増加） △33,399

仕入債務の増減額（△は減少） △85,638

その他 △123,467

小計 86,141

利息及び配当金の受取額 4,207

利息の支払額 △24,727

法人税等の支払額 △13,465

法人税等の還付額 77,526

営業活動によるキャッシュ・フロー 129,683

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） △10,000

有形固定資産の取得による支出 △8,386

有形固定資産の売却による収入 12,060

無形固定資産の取得による支出 △1,607

その他 △1,291

投資活動によるキャッシュ・フロー △9,224

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） 893,200

長期借入れによる収入 100,000

長期借入金の返済による支出 △231,954

リース債務の返済による支出 △168

配当金の支払額 △27,470

財務活動によるキャッシュ・フロー 733,607

現金及び現金同等物に係る換算差額 △115,848

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 738,217

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 1,828,656
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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。 

  

 該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

当第２四半期連結累計期間（自平成20年９月１日 至平成21年２月28日） 

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 

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）  

 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、当第２四半期連結累計期

間の営業利益は、半導体・液晶関連事業で6,527千円減少し、研究機関・大学関連事業に与える影響はあり

ません。  

  
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  1,708,631  474,308  2,182,940 －  2,182,940

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 735  85,967  86,703  △86,703 － 

計  1,709,366  560,276  2,269,643  △86,703  2,182,940

営業利益又は営業損失（△）  7,877  825  8,702  △97,393  △88,690

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 
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当第２四半期連結累計期間（自平成20年９月１日 至平成21年２月28日） 

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）  

 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、当第２四半期連結累計期間の

営業利益は、日本で6,527千円減少し、米国及び欧州に与える影響はありません。  

当第２四半期連結累計期間（自平成20年９月１日 至平成21年２月28日） 

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。  

〔所在地別セグメント情報〕 

  
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  1,255,887  246,391  680,661  2,182,940 －  2,182,940

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 768,921  10,258  112,727  891,907  △891,907 － 

計  2,024,809  256,650  793,388  3,074,847  △891,907  2,182,940

営業利益又は営業損失

（△） 
 △36  △4,894  7,167  2,236  △90,926  △88,690

〔海外売上高〕 

  米国 アジア地域 欧州 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  246,421  84,042  680,661  1,011,125

Ⅱ 連結売上高（千円） － － －  2,182,940

Ⅲ 連結売上高に占める海外売

上高の割合（％） 
 11.3  3.8  31.2  46.3

（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。 

  

12

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２四半期決算短信

12



「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間連結損益計算書 

  

  
前中間連結会計期間

（自 平成19年９月１日 
至 平成20年２月29日） 

区分 金額（千円）

Ⅰ 売上高  3,019,582

Ⅱ 売上原価  2,261,244

売上総利益  758,337

Ⅲ 販売費及び一般管理費  756,818

営業利益  1,519

Ⅳ 営業外収益  12,363

１．受取利息      7,956

２．受取配当金  422

３．補助金収入  1,480

４．その他  2,504

Ⅴ 営業外費用  78,087

１．支払利息  24,285

２．たな卸資産廃棄損  3,788

３．為替差損  44,040

４．デリバティブ評価損  2,038

５．その他  3,934

経常損失（△） △64,204

Ⅵ 特別損失  3,992

１．前期損益修正損  2,242

２．固定資産除却損  501

３．賃借契約解約金  1,248

税金等調整前中間純損失
（△） 

△68,197

法人税、住民税及び事業税  6,522

法人税等調整額 △20,621

少数株主損失（△） △22,354

中間純損失（△） △31,744
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（２）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19年９月１日 
至 平成20年２月29日） 

区分 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー   

１．税金等調整前中間純
損失（△） 

△68,197

２．減価償却費  48,017

３．のれん償却額   176

４．役員賞与引当金の増
減（△）額   306

５．受取利息及び受取配
当金  

△8,378

６．支払利息   24,285

７．為替差損益（△）  52,583

８．有形固定資産除却
損   501

９．売上債権の増（△）
減額   240,589

10. たな卸資産の増
（△）減額   69,275

11. その他の資産の増
（△）減額 

△9,845

12. 仕入債務の増減
（△）額 

△53,072

13. その他の負債の増減
（△）額 

△133,071

14. 未払消費税等の増減
（△）額  21,186

15. 役員賞与の支払額 △575

小計  183,782

16. 利息及び配当金の受
取額  7,976

17. 利息の支払額 △24,195

18. 法人税等の支払額 △121,996

19. 法人税等の還付額  13,764

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー  59,331
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前中間連結会計期間

（自 平成19年９月１日 
至 平成20年２月29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  

△94,969

２．有形固定資産の取得
による支出  

△11,781

３．投資有価証券の取得
による支出  

△7,335

４．無形固定資産の取得
による支出  

△7,296

５．少数株主からの子会
社株式の取得による
支出  

△1,500

６．少数株主への子会社
株式の売却による収
入  

 1,500

７．その他  △280

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△121,662

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  

△257,294

４．社債の償還による支
出  

△10,000

５．配当金の支払額  △27,634

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△429,928

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る
換算差額 

△47,684

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減
（△）額 

△539,943

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中間
期末残高  706,273
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前中間連結会計期間（自平成19年９月１日 至平成20年２月29日） 

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 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配布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、114,646千円であります。 

４．当中間連結会計期間より、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。  

（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  
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  2,096,418  923,164  3,019,582 －  3,019,582

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 4,079  24,666  28,745  △28,745 － 

計  2,100,497  947,831  3,048,328  △28,745  3,019,582

営業費用  1,933,641  998,781  2,932,422  85,640  3,018,063

営業利益又は営業損失（△）  166,855  △50,950  115,905  △114,386  1,519

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 

〔所在地別セグメント情報〕 

前中間連結会計期間（自平成19年９月１日 至平成20年２月29日） 

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．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配布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、114,646千円であります。 

  ４．当中間連結会計期間より、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。  

  
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  2,199,112  404,905  415,565  3,019,582 －  3,019,582

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 629,356  20,902  140,905  791,164  △791,164 － 

計  2,828,469  425,807  556,470  3,810,747  △791,164  3,019,582

営業費用  2,752,285  429,124  518,963  3,700,372  △682,309  3,018,063

営業利益又は営業損失

（△） 
 76,184  △3,317  37,507  110,374  △108,855  1,519
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前中間連結会計期間（自平成19年９月１日 至平成20年２月29日） 

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。 

 該当事項はありません。 

  

  

〔海外売上高〕 

  米国 アジア地域 欧州 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  404,905  98,020  415,565  918,491

Ⅱ 連結売上高（千円） － － －  3,019,582

Ⅲ 連結売上高に占める海外売

上高の割合（％） 
 13.4  3.2  13.8  30.4

６．その他の情報 
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