
平成21年8月期 第3四半期決算短信 

平成21年7月10日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社アドテック プラズマ テクノロジー 上場取引所 東 

コード番号 6668 URL http://www.adtec-rf.com/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 藤井 修逸

問合せ先責任者 （役職名） 取締役総務・経理部長 （氏名） 中山 浩之 TEL 084-945-1359
四半期報告書提出予定日 平成21年7月13日

配当支払開始予定日 ―

1.  平成21年8月期第3四半期の連結業績（平成20年9月1日～平成21年5月31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3四半期 2,748 △42.6 △258 ― △422 ― △542 ―

20年8月期第3四半期 4,790 6.1 134 △26.2 71 △60.6 63 △31.6

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8月期第3四半期 △63,233.57 ―

20年8月期第3四半期 7,437.70 ―

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3四半期 5,349 2,047 36.9 230,095.00
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3四半期  1,975百万円 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  有  
 

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）

0.00 0.00

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  有  
 

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 3,366 △48.7 △503 ― △685 ― △794 ― △92,528.31
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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、７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、６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3四半期 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3四半期  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3四半期 8,584株 20年8月期第3四半期 8,584株
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 当第３四半期（９か月）におけるわが国経済は、世界的な景気後退、金融危機などの影響を受け、急激な円高の進

行などによる輸出企業を中心とした企業業績の悪化、さらには設備投資の急減や雇用情勢の悪化による個人消費の減

退が一層強くなり、企業を取り巻く環境は極めて深刻な状況で推移いたしました。 

 このような経済環境のもと、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メモリー価格の大幅な下落の影響を受け、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延期・凍結の動きが見受けられました。液晶パネル業界では、中国政府の打ち

出した景気刺激策（中国特需）などの影響により、台湾、韓国メーカーの工場稼働率が上昇に転じつつあるもの

の、依然各関連メーカーの設備投資抑制の動きは続いており、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、日本を中心とした「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営業活動を行い、加えて既存顧客に対して新規案件の受注獲

得のための営業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、既存製品を用いた新規顧客の開拓に重点を置き、積極的な営業活動

を展開したものの、景気後退の影響による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３四半期（９か月）の業績は、売上高2,748,381千円（前年同期比42.6％減少）、

営業損失は258,889千円（前年同期は営業利益134,334千円）、経常損失は422,617千円（前年同期は経常利益71,859

千円）、四半期純損失は542,796千円（前年同期は四半期純利益63,850千円）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・メモリーなどの需給バ

ランス悪化に伴う価格下落の影響により、各関連メーカーでは設備投資を抑制しており、液晶パネル業界において

は、中国政府の景気刺激策（中国特需）により台湾、韓国メーカーの工場稼働率が徐々に回復してきてはいるもの

の、依然在庫調整などによる設備投資計画の縮小・延期の動きが見られることから売上高は低調に推移し、売上高

は1,929,697千円（前年同期比43.4％減少）、営業損失は157,500千円（前年同期は営業利益296,394千円）となりま

した。 

 研究機関・大学関連事業（ＩＤＸ）におきましては、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したものの、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818,684千円（前年同期

比40.8％減少）、営業利益は37,605千円（前年同期比101.0％増加）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

メーカーでは減産や設備投資の延期・凍結の動きが出ており、さらに液晶パネル業界では、在庫調整などによる設

備投資抑制の動きが見られます。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

案件の出荷等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1,748,707千円（前年同期比45.4％減少）、営業損失は98,862千円（前年同期は営業利益

206,834千円）となりました。 

 米国におきましては、企業業績の悪化により、先行きの不透明感が高まる中、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288,535千円（前年同期比

60.6％減少）、営業損失は18,825千円（前年同期は営業利益10,958千円）となりました。 

 欧州におきましては、景気が急速に後退する中、企業業績の悪化による受注減少はあるものの、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向けの太陽電池製造装置用電源の出荷は底堅く推移し、売上高は711,139

千円（前年同期比16.6％減少）、営業損失は9,646千円（前年同期は営業利益85,707千円）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３四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３四半期連結累計期間
（自 平成20年９月１日 
至 平成21年５月31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  2,748,381  6,562,597

売上総利益  655,353  1,806,874

営業利益又は営業損失

（△） 
 △258,889  261,526

経常利益又は経常損失

（△） 
 △422,617  173,173

四半期純損失（△）又

は当期純利益 
 △542,796  144,421

項目 

当第３四半期連結累計期間
（自 平成20年９月１日 
至 平成21年５月31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） 
 1,929,697  △157,500  4,888,727  484,474

研究機関・大学関連事

業（ＩＤＸ） 
 818,684  37,605  1,673,870  13,443

合計  2,748,381  △119,895  6,562,597  497,917

項目 

当第３四半期連結累計期間
（自 平成20年９月１日 
至 平成21年５月31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  1,748,707  △98,862  4,108,705  293,564

米国  288,535  △18,825  964,792  23,202

欧州   711,139  △9,646  1,489,099  163,751

合計  2,748,381  △127,334  6,562,597  480,519
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 当第３四半期末の資産合計は5,349,407千円であり、前連結会計年度末と比較して42,353千円減少しております。 

 これは、現金及び預金の増加（942,593千円）、受取手形及び売掛金の減少（783,693千円）、製品の増加

（165,925千円）及び仕掛品の減少（250,758千円）等によるものであります。 

 当第３四半期末の負債合計は3,302,405千円であり、前連結会計年度末と比較して588,259千円増加しております。

 これは、買掛金の減少（162,899千円）及び短期借入金の増加（962,400千円）等によるものであります。なお、当

第３四半期末における有利子負債残高は3,065,494千円となっております。 

 当第３四半期末の純資産合計は2,047,002千円であり、前連結会計年度末と比較して630,612千円減少しておりま

す。 

 これは、利益剰余金の減少（570,265千円）等によるものであります。 

＜キャッシュ・フローの状況＞  

 当第３四半期（９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932,593千円増加し、当第３四半期連結会計期間末は2,023,032千円となりました。 

 当第３四半期（９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、340,271千円（前年同期は17,690千円の獲得）となりました。 

 これは、売上債権の回収708,081千円及び減価償却費65,191千円等の資金増加要因、税金等調整前四半期純損失

434,519千円及び仕入債務の減少143,300千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、13,673千円（前年同期は51,106千円の獲得）となりました。 

 これは、有形固定資産の売却による収入12,113千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8,549千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、698,957千円（前年同期は328,253千円の使用）となりました。 

 これは、短期借入金の純増加962,400千円及び長期借入れによる収入100,000千円の資金増加要因、長期借入金の返

済による支出335,311千円及び配当金の支払いによる支出27,710千円等の資金減少要因によるものであります。  

２．連結財政状態に関する定性的情報
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 今後の景気の見通しにつきましては、世界的な景気後退及び企業収益の悪化を受けて、企業の設備投資の抑制と雇

用情勢の悪化の長期化が懸念され、引き続き厳しい状況が続くものと予想されます。 

 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

リーなどの減産継続の効果によって需給バランスが引き締まり始めたことで、長期に亘って進行してきた半導体メモ

リーの価格下落は下げ止まったものの、依然各関連メーカーの業績低迷等の影響は大きく、加えて液晶テレビ需要減

少に伴う液晶パネルの在庫調整などにより、設備投資抑制の動きが強まりました。 

 このような状況の中、平成21年８月期通期の業績予想につきましては、平成21年７月10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。 

 半導体・液晶関連事業（当社等）におきましては、コストダウンした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、新規顧客開拓を目指すべく積極的な営業活動を行い、更なる固定費削減を推進し、

事業基盤強化と業績の早期回復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、既存顧客に対する新規案件の受注獲得、既存製品を用いた新

規顧客開拓のための営業活動を展開し、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。 

  

＜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21年７月10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、平成21年８月期の期末配当は、中間配当に

引き続き無配とさせて頂きます。  

 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。  

３．連結業績予想に関する定性的情報

  売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

通期  3,366  △503  △685  △794
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該当事項はありません。  

  

   

該当事項はありません。  

  

  

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３四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8,759千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３四半期連結累計期間の損益に与える影響はありません。   

  

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
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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３四半期連結会計期間末
(平成21年５月31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 2,173,032 1,230,439

受取手形及び売掛金 572,226 1,355,920

製品 578,805 412,880

原材料及び貯蔵品 457,492 406,521

仕掛品 393,742 644,501

繰延税金資産 3,153 64,915

その他 87,907 136,393

流動資産合計 4,266,360 4,251,571

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 969,035 973,714

減価償却累計額 △495,951 △468,506

建物及び構築物（純額） 473,083 505,207

車両運搬具 13,814 16,978

減価償却累計額 △12,798 △15,513

車両運搬具（純額） 1,015 1,465

工具、器具及び備品 829,622 817,877

減価償却累計額 △423,476 △407,669

工具、器具及び備品（純額） 406,145 410,207

土地 65,926 65,926

有形固定資産合計 946,171 982,806

無形固定資産 57,289 53,401

投資その他の資産   

投資有価証券 41,228 50,542

繰延税金資産 － 13,185

その他 58,268 60,162

貸倒引当金 △19,909 △19,909

投資その他の資産合計 79,586 103,979

固定資産合計 1,083,046 1,140,188

資産合計 5,349,407 5,391,760
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年５月31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 93,690 256,589

短期借入金 1,402,400 440,000

1年内返済予定の長期借入金 1,037,188 438,668

未払法人税等 35,501 6,357

その他 103,036 110,715

流動負債合計 2,671,817 1,252,331

固定負債   

長期借入金 625,906 1,459,737

その他 4,681 2,077

固定負債合計 630,587 1,461,814

負債合計 3,302,405 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 151,466 721,731

自己株式 △384 △384

株主資本合計 2,057,548 2,627,813

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △4,133 1,110

為替換算調整勘定 △78,279 △13,388

評価・換算差額等合計 △82,412 △12,277

少数株主持分 71,866 62,077

純資産合計 2,047,002 2,677,614

負債純資産合計 5,349,407 5,391,760
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年５月31日) 

売上高 2,748,381

売上原価 2,093,028

売上総利益 655,353

販売費及び一般管理費 914,243

営業損失（△） △258,889

営業外収益  

受取利息 4,786

受取配当金 681

補助金収入 6,711

その他 4,582

営業外収益合計 16,761

営業外費用  

支払利息 35,877

たな卸資産廃棄損 2,071

為替差損 140,303

デリバティブ評価損 190

その他 2,046

営業外費用合計 180,488

経常損失（△） △422,617

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 2,307

投資有価証券評価損 3,329

特別損失合計 12,327

税金等調整前四半期純損失（△） △434,519

法人税、住民税及び事業税 △322

過年度法人税等 24,441

法人税等調整額 74,369

法人税等合計 98,488

少数株主利益 9,788

四半期純損失（△） △542,796
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年５月31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（△） △434,519

減価償却費 65,191

受取利息及び受取配当金 △5,467

支払利息 35,877

為替差損益（△は益） 91,514

投資有価証券評価損益（△は益） 3,329

固定資産除却損 2,307

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） 708,081

たな卸資産の増減額（△は増加） △17,204

仕入債務の増減額（△は減少） △143,300

その他 2,322

小計 314,397

利息及び配当金の受取額 5,236

利息の支払額 △37,491

法人税等の支払額 △19,397

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 340,271

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 △8,549

有形固定資産の売却による収入 12,113

無形固定資産の取得による支出 △5,787

その他 △1,449

投資活動によるキャッシュ・フロー △13,673

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） 962,400

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 △335,311

リース債務の返済による支出 △421

配当金の支払額 △27,710

財務活動によるキャッシュ・フロー 698,957

現金及び現金同等物に係る換算差額 △92,962

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 932,593

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 2,023,032
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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。 

  

当第３四半期連結累計期間（自平成20年９月１日 至平成21年５月31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３四半期連結累計期

間の営業損失は、半導体・液晶関連事業で8,759千円増加し、研究機関・大学関連事業に与える影響はあり

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〕

  
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  1,929,697  818,684  2,748,381 －  2,748,381

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 735  96,007  96,742  △96,742 － 

計  1,930,433  914,691  2,845,124  △96,742  2,748,381

営業利益又は営業損失（△）  △157,500  37,605  △119,895  △138,994  △258,889

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３四半期連結累計期間（自平成20年９月１日 至平成21年５月31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３四半期連結累計期間の

営業損失は、日本で8,759千円増加し、米国及び欧州に与える影響はありません。   

  

当第３四半期連結累計期間（自平成20年９月１日 至平成21年５月31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。 

  

〔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  1,748,707  288,535  711,139  2,748,381 －  2,748,381

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 817,603  10,467  122,588  950,658  △950,658 － 

計  2,566,310  299,002  833,727  3,699,040  △950,658  2,748,381

営業損失（△）  △98,862  △18,825  △9,646  △127,334  △131,555  △258,889

〔海外売上高〕

  米国 アジア地域 欧州 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  288,565  116,156  711,139  1,115,861

Ⅱ 連結売上高（千円） － － －  2,748,381

Ⅲ 連結売上高に占める海外売

上高の割合（％） 
 10.5  4.2  25.9  40.6

（６）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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「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）四半期連結損益計算書 

  

  
前第３四半期連結会計期間
（自 平成19年９月１日 
至 平成20年５月31日） 

区分 金額（千円）

Ⅰ 売上高  4,790,179

Ⅱ 売上原価  3,518,596

売上総利益  1,271,582

Ⅲ 販売費及び一般管理費  1,137,248

営業利益  134,334

Ⅳ 営業外収益  15,045

１．受取利息      10,241

２．受取配当金  422

３．補助金収入  1,482

４．その他  2,900

Ⅴ 営業外費用  77,520

１．支払利息  34,937

２．たな卸資産廃棄損  4,093

３．為替差損  32,186

４．デリバティブ評価損  733

５．その他  5,569

経常利益  71,859

Ⅵ 特別損失  4,207

１．前期損益修正損  2,242

２．固定資産除却損  716

３．賃借契約解約金  1,248

税金等調整前四半期純利益  67,651

法人税、住民税及び事業税  13,898

法人税等調整額 △12,501

少数株主利益  2,404

四半期純利益  63,850
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（２）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

  
前第３四半期連結会計期間
（自 平成19年９月１日 
至 平成20年５月31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  67,651

２．減価償却費  72,866

３．のれん償却額   176

４．役員賞与引当金の増
減（△）額   459

５．受取利息及び配当金 △10,663

６．支払利息   34,937

７．為替差損益（△）  61,146

８．有形固定資産除却
損   716

９．売上債権の増（△）
減額  

△70,881

10. たな卸資産の増
（△）減額   106,052

11. 仕入債務の増減
（△）額  86,207

12. 役員賞与の支払額 △575

13. その他 △115,329

小計  232,766

14. 利息及び配当金の受
取額  10,211

15. 利息の支払額 △34,855

16. 法人税等の支払額 △204,195

17. 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  17,690
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前第３四半期連結会計期間
（自 平成19年９月１日 
至 平成20年５月31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   82,772

２．有形固定資産の取得
による支出  

△15,066

３．投資有価証券の取得
による支出  

△7,335

４．少数株主からの子会
社株式の取得による
支出  

△1,500

５．少数株主への子会社
株式の売却による収
入  

 1,500

６．無形固定資産の取得
による支出  

△9,044

７．その他  △220

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー  51,106

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   65,000

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  

△378,084

４．社債の償還による支
出  

△10,000

５．配当金の支払額  △55,169

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△328,253

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る
換算差額 

△48,075

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減
（△）額 

△307,530

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  938,686
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前第３四半期連結会計期間（自平成19年９月１日 至平成20年５月31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、173,055千円であります。 

４．当第３四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。  

  

前第３四半期連結会計期間（自平成19年９月１日 至平成20年５月31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、173,055千円であります。 

  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  3,407,375  1,382,803  4,790,179 －  4,790,179

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 4,779  67,523  72,303  △72,303 － 

計  3,412,155  1,450,327  4,862,482  △72,303  4,790,179

営業費用  3,115,760  1,431,616  4,547,377  108,467  4,655,844

営業利益  296,394  18,710  315,105  △180,771  134,334

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〕

  
日本 

（千円） 
米国

（千円） 
欧州

（千円） 
計（千円）

消去又は全
社（千円） 

連結
（千円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  3,204,811  733,174  852,193  4,790,179 －  4,790,179

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 1,247,948  29,835  207,917  1,485,701  △1,485,701 － 

計  4,452,759  763,010  1,060,111  6,275,881  △1,485,701  4,790,179

営業費用  4,245,925  752,051  974,403  5,972,381  △1,316,536  4,655,844

営業利益  206,834  10,958  85,707  303,500  △169,165  134,334
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前第３四半期連結会計期間（自平成19年９月１日 至平成20年５月31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）  733,174  176,989  852,193  1,762,357

Ⅱ 連結売上高（千円） － － －  4,790,179

Ⅲ 連結売上高に占める海外売

上高の割合（％） 
 15.3  3.7  17.8  36.8

６．その他の情報
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