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1.  平成22年8月期第2四半期の連結業績（平成21年9月1日～平成22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 ％

22年8月期第2四半期 1,901 △12.9 △44 ― △83 ― △59 ―

21年8月期第2四半期 2,182 ― △88 ― △266 ― △168 ―

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

22年8月期第2四半期 △6,960.29 ―

21年8月期第2四半期 △19,643.71 ―

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

22年8月期第2四半期 4,817 1,728 34.6 194,099.55
21年8月期 4,471 1,813 39.0 203,070.46

（参考） 自己資本   22年8月期第2四半期  1,666百万円 21年8月期  1,743百万円

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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年8月期 ― ― ― ― ―

22年8月期 ― ―

22年8月期 
（予想）

― ― ―

3.  平成22年8月期の連結業績予想（平成21年9月1日～平成22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 4,075 21.2 △42 ― △133 ― △137 ― △15,959.93
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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） 

(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 

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、多分に不確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『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 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年8月期第2四半期 8,586株 21年8月期  8,586株

② 期末自己株式数 22年8月期第2四半期  2株 21年8月期  2株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年8月期第2四半期 8,584株 21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、主要各国の景気対策や新興国の景気拡大等により一部経済指

標に改善の兆しが見られたものの、依然として企業収益の悪化に伴う設備投資の減少や雇用情勢の悪化など引き

続き厳しい状況であり、先行きの不透明感を払拭できない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、新ＯＳであるウィ

ンドウズ７搭載のパソコン、多機能型携帯電話等の需要が堅調であり、半導体メーカーの在庫調整も進んでいる

ことからメモリー価格の上昇が見受けられ、回復の方向へ向かっております。また液晶パネル市場では、各国政

府の景気刺激策などの影響に伴う消費者需要の増加により、各関連メーカーの設備投資が活発化してきておりま

す。 

 このような事業環境の中、当社等は、新規製品であるＴＸシリーズなどの高周波電源を中心に各装置メーカー

へＰＲを実施することに重点を置き、既存顧客及び新規顧客の新規案件受注獲得のための積極的な営業活動を展

開したものの、景気低迷に伴う設備投資減少の影響を受け、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、既存製品を用い

た新規顧客の開拓、強みである技術力を活かせる新規の市場開拓に重点を置き、営業活動を展開したことにより

売上高は堅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1,901,095千円（前年同期比12.9％減

少）、営業損失は44,358千円（前年同期は営業損失88,690千円）、経常損失は83,257千円（前年同期は経常損失

266,651千円）、四半期純損失は59,747千円（前年同期は四半期純損失168,621千円）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、デジタル家電関連の需要堅調に伴い、半導体市場及び液晶

パネル市場ともに工場稼働率が上昇傾向にあるものの、依然各関連メーカーの業績低迷等の影響から設備投資の

拡大とまでには至っていないため売上高は低調に推移し1,360,253千円（前年同期比20.4％減少）、営業利益は

37,370千円（前年同期比374.4％増加）となりました。 

 研究機関・大学関連事業（ＩＤＸ）におきましては、経済不況に伴う設備投資の減少等があったものの医療用

電源の大型案件の出荷があったことにより、売上高は540,842千円（前年同期比14.0％増加）、営業損失は16,137

千円（前年同期は営業利益825千円）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、デジタル家電関連の需要堅調に伴い各関連メ

ーカーが設備投資の方向へ動いている状況が見受けられ、また研究機関・大学関連事業（ＩＤＸ）において大型

案件である医療用電源の出荷があったことなどにより売上高は堅調に推移いたしました。この結果、売上高は

1,299,821千円（前年同期比3.5％増加）、営業利益は32,866千円（前年同期は営業損失36千円）となりました。 

 米国におきましては、依然景気後退に伴う企業の業績低迷が続いていることで先行きが不透明ではあるもの

の、国策の効果等の影響に伴い景気が持ち直しつつあることで各関連メーカーの設備投資が堅調に推移したこと

により、売上高は265,310千円（前年同期比7.7％増加）、営業利益は11,394千円（前年同期は営業損失4,894千

円）となりました。 

 欧州におきましては、国策効果等により一部で景気の下げ止まりや緩やかな持ち直しが見受けられるものの、

企業業績の低迷や失業率の高止まり等を要因とした、各関連メーカーの設備投資の抑制、個人消費の低迷等が見

受けられ、また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製品出荷も低調に推移したこと

により、売上高は335,963千円（前年同期比50.6％減少）、営業損失は18,093千円（前年同期は営業利益7,167千

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２四半期連結累計期間の業績は、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。 

  

 所在地別の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 

前第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） 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成21年９月１日 
至 平成22年２月28日） 

金額（千円） 金額（千円） 

 売上高  2,182,940  1,901,095

 売上総利益  550,262  497,645

 営業損失（△）  △88,690  △44,358

 経常損失（△）  △266,651  △83,257

四半期純損失（△）  △168,621  △59,747

項目 

前第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） 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成21年９月１日 
至 平成22年２月28日） 

売上高 営業利益 売上高
営業利益又は
営業損失
（△） 

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  1,360,253  37,370

研究機関・大学関連事業（ＩＤ

Ｘ） 
 474,308  825  540,842  △16,137

合計  2,182,940  8,702  1,901,095  21,232

項目 

前第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） 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成21年９月１日 
至 平成22年２月28日） 

売上高
営業利益又は
営業損失
（△） 

売上高
営業利益又は
営業損失
（△） 

金額
（千円） 

金額
（千円） 

金額
（千円） 

金額 
（千円） 

日本  1,255,887  △36  1,299,821  32,866

米国  246,391  △4,894  265,310  11,394

欧州   680,661  7,167  335,963  △18,093

合計  2,182,940  2,236  1,901,095  26,167
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（1）財政状態の分析 

 当第２四半期連結会計期間末の資産合計は、受取手形及び売掛金、製品及び仕掛品の増加等により、前連結

会計年度末と比較して345,574千円増加し、4,817,416千円となりました。 

 当第２四半期連結会計期間末の負債合計は、買掛金、短期借入金及び長期借入金の増加等により、前連結会

計年度末と比較して430,484千円増加し、3,088,488千円となりました。 

 当第２四半期連結会計期間末の純資産合計は、四半期純損失の計上による利益剰余金の減少等により、前連

結会計年度末と比較して84,910千円減少し、1,728,927千円となりました。 

  

（2）キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、売上債権の増加、

長期借入金の返済による支出等があったものの、仕入債務の増加、短期借入金の純増加額及び長期借入れによ

る収入等により、前連結会計年度末に比べて2,509千円増加し、当第２四半期連結累計期間末は1,372,731千円

となりました。 

 当第２四半期連結累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、287,605千円（前年同期は129,683千円の獲得）となりました。 

 これは、減価償却費39,385千円及び仕入債務の増加84,803千円等の資金増加要因、税金等調整前四半期純損

失61,747千円、売上債権の増加347,651千円及びたな卸資産の増加70,050千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） 

 投資活動の結果獲得した資金は、4,889千円（前年同期は9,224千円の使用）となりました。 

 これは、定期預金の純減少による収入10,000千円及び固定資産の売却による収入3,790千円等の資金増加要

因、有形固定資産の取得による支出3,507千円及び投資有価証券の取得による支出5,000千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、325,358千円（前年同期は733,607千円の獲得）となりました。 

 これは、短期借入金の純増加額233,400千円及び長期借入れによる収入600,000千円等の資金増加要因、長期

借入金の返済による支出507,296千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、主要各国の景気対策等により一部経済指標に改善の兆しがみられるもの

の、国内外ともに景気低迷からの完全脱却までには長期的な時間を要し、当面は先行き不透明な状況が続くもの

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、国策効果等の影響により半導体市場及び液晶パネル市場と

もに消費者需要が増加傾向にあることから各関連メーカーが設備投資へ踏み切る状況が見受けられます。このよ

うな状況の中、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実施し、事業基盤強化と業績の早期回

復に努めてまいります。 

 研究機関・大学関連事業（ＩＤＸ）におきましては、既存製品を用いた新規顧客開拓及び既存顧客に対する新

規案件の受注獲得のための営業活動を展開し、また設計検証を確実に実行することにより更なる諸経費削減を実

施するとともに、リードタイム短縮化を目指し、生産体制整備を迅速に遂行することで、継続的なＱＣＤ（品

質、コスト、納期）の向上を図ってまいります。 

 このような状況の中、平成22年８月期通期の業績予想につきましては、平成22年４月13日付の「平成22年８月

期第２四半期業績予想との差異及び通期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。 

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

  売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

通期  4,075  △42  △133  △137
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該当事項はありません。 

  

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
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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22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21年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,522,731 1,530,222

受取手形及び売掛金 835,567 499,400

製品 349,206 322,585

仕掛品 662,788 558,964

原材料及び貯蔵品 387,267 433,719

繰延税金資産 5,640 2,593

その他 74,055 100,087

流動資産合計 3,837,258 3,447,573

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 974,096 971,343

減価償却累計額 △522,300 △502,979

建物及び構築物（純額） 451,795 468,364

車両運搬具 11,721 13,035

減価償却累計額 △10,661 △11,618

車両運搬具（純額） 1,059 1,416

工具、器具及び備品 770,198 786,051

減価償却累計額 △443,165 △431,932

工具、器具及び備品（純額） 327,033 354,119

土地 65,926 65,926

有形固定資産合計 845,814 889,826

無形固定資産 58,412 55,367

投資その他の資産   

投資有価証券 38,447 37,176

繰延税金資産 983 741

その他 56,409 61,066

貸倒引当金 △19,909 △19,909

投資その他の資産合計 75,930 79,074

固定資産合計 980,157 1,024,268

資産合計 4,817,416 4,471,841
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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21年８月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 198,657 116,131

短期借入金 1,045,000 811,600

1年内返済予定の長期借入金 919,732 1,025,452

未払法人税等 12,794 7,037

その他 98,067 81,464

流動負債合計 2,274,250 2,041,684

固定負債   

長期借入金 811,375 612,951

その他 2,862 3,368

固定負債合計 814,237 616,319

負債合計 3,088,488 2,658,003

純資産の部   

株主資本   

資本金 835,598 835,598

資本剰余金 908,160 1,070,868

利益剰余金 41,691 △61,268

自己株式 △384 △384

株主資本合計 1,785,066 1,844,813

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △8,914 △5,185

為替換算調整勘定 △110,001 △96,471

評価・換算差額等合計 △118,915 △101,656

少数株主持分 62,776 70,681

純資産合計 1,728,927 1,813,837

負債純資産合計 4,817,416 4,471,841
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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）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成22年２月28日) 

売上高 2,182,940 1,901,095

売上原価 1,632,677 1,403,449

売上総利益 550,262 497,645

販売費及び一般管理費 638,952 542,004

営業損失（△） △88,690 △44,358

営業外収益   

受取利息 3,849 983

受取配当金 553 186

デリバティブ評価益 － 388

補助金収入 5,223 1,013

助成金収入 － 19,357

その他 3,538 2,817

営業外収益合計 13,164 24,747

営業外費用   

支払利息 21,616 21,219

たな卸資産廃棄損 1,806 1,295

為替差損 164,317 39,597

デリバティブ評価損 1,721 －

その他 1,663 1,534

営業外費用合計 191,126 63,646

経常損失（△） △266,651 △83,257

特別利益   

固定資産売却益 425 3,311

受取補償金 － 37,639

特別利益合計 425 40,950

特別損失   

固定資産売却損 6,690 －

固定資産除却損 2,231 61

臨時損失 － 19,379

投資有価証券評価損 449 －

特別損失合計 9,371 19,440

税金等調整前四半期純損失（△） △275,598 △61,747

法人税、住民税及び事業税 4,869 9,696

過年度法人税等戻入額 － △425

法人税等調整額 △108,923 △3,367

法人税等合計 △104,054 5,903

少数株主損失（△） △2,922 △7,904

四半期純損失（△） △168,621 △59,747
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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）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成22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 △61,747

減価償却費 42,815 39,385

受取利息及び受取配当金 △4,403 △1,169

支払利息 21,616 21,219

為替差損益（△は益） 123,945 39,256

投資有価証券評価損益（△は益） 449 －

固定資産除却損 2,231 61

有形固定資産売却損益（△は益） 6,264 △3,311

受取補償金 － △37,639

売上債権の増減額（△は増加） 411,324 △347,651

たな卸資産の増減額（△は増加） △33,399 △70,050

仕入債務の増減額（△は減少） △85,638 84,803

その他 △123,467 62,362

小計 86,141 △274,480

利息及び配当金の受取額 4,207 1,094

利息の支払額 △24,727 △22,513

法人税等の支払額 △13,465 △6,584

法人税等の還付額 77,526 14,877

営業活動によるキャッシュ・フロー 129,683 △287,605

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の純増減額（△は増加） △10,000 10,000

有形固定資産の取得による支出 △8,386 △3,507

有形固定資産の売却による収入 12,060 3,790

無形固定資産の取得による支出 △1,607 △743

投資有価証券の取得による支出 － △5,000

その他 △1,291 349

投資活動によるキャッシュ・フロー △9,224 4,889

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） 893,200 233,400

長期借入れによる収入 100,000 600,000

長期借入金の返済による支出 △231,954 △507,296

リース債務の返済による支出 △168 △505

配当金の支払額 △27,470 △240

財務活動によるキャッシュ・フロー 733,607 325,358

現金及び現金同等物に係る換算差額 △115,848 △40,132

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 738,217 2,509

現金及び現金同等物の期首残高 1,090,439 1,370,222

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,828,656 1,372,731
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 該当事項はありません。 

  

前第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） 

  

当第２四半期連結累計期間（自平成21年９月１日 至平成22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 

   

（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  1,708,631  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

  
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  1,360,253  540,842  1,901,095 －  1,901,095

(2）セグメント間の内部売上高又は振

替高 
 352  8,090  8,442  △8,442 － 

計  1,360,605  548,932  1,909,538  △8,442  1,901,095

営業利益又は営業損失（△）  37,370  △16,137  21,232  △65,590  △44,358

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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前第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）   

  

当第２四半期連結累計期間（自平成21年９月１日 至平成22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 

   

前第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） 

  

当第２四半期連結累計期間（自平成21年９月１日 至平成22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

  
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  1,299,821  265,310  335,963  1,901,095 －  1,901,095

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 504,226  3,485  52,045  559,757  △559,757 － 

計  1,804,047  268,796  388,008  2,460,853  △559,757  1,901,095

営業利益又は営業損失

（△） 
 32,866  11,394  △18,093  26,167  △70,526  △44,358

〔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

  米国 アジア地域 欧州 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  265,310  244,789  335,963  846,063

Ⅱ 連結売上高（千円） － － －  1,901,095

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 13.9  12.9  17.7  44.5
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 該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。  

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

６．その他の情報
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