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1.  平成25年9月期第1四半期の業績（平成24年10月1日～平成24年12月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 ％

25年9月期第1四半期 700 △72.9 △255 ― △240 ― △241 ―
24年9月期第1四半期 2,584 65.5 159 ― 152 ― 140 ―

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

25年9月期第1四半期 △32.98 ―
24年9月期第1四半期 19.09 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年9月期第1四半期 8,698 4,001 46.0
24年9月期 9,670 4,240 43.8
（参考） 自己資本   25年9月期第1四半期  4,001百万円 24年9月期  4,240百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無   

年間配当金
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

24年9月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
25年9月期 ―
25年9月期（予想） 0.00 ― 10.00 10.00

3. 平成25年 9月期の業績予想（平成24年10月 1日～平成25年 9月30日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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(累計) 3,723 △19.7 △32 ― △42 ― △44 ― △6.08
通期 8,930 11.5 300 951.4 281 ― 260 ― 35.57



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

※  注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年9月期1Q 8,030,000 株 24年9月期 8,030,000 株
② 期末自己株式数 25年9月期1Q 694,210 株 24年9月期 694,210 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年9月期1Q 7,335,790 株 24年9月期1Q 7,335,868 株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期決算報告書のレビュー手続の対象外であり、この四半期決算開示時点において、金融商品取引法
に基づく四半期決算報告書のレビュー手続は終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に記載されている業績の見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実
際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の復興関連需要等により緩やかな回復傾向がありま

したが、欧州の財政不安による世界経済の下振れリスクや、中国を始めとする新興国経済の成長鈍化並びに日中関

係の悪化、国内政治の混乱等もあり、先行き不透明な状況が続いております。 

 プリント配線板業界におきましては、各社の設備投資が前事業年度において一段落したため当第１四半期は市場

での設備投資は低調となっております。当第２四半期からは韓国を中心に大幅な回復基調に入るものと予測されま

す。 

 このような市場概況にありまして当社は当第１四半期において、コンタクト式露光装置、直描式露光装置とも販

売は低迷し、販売台数、販売金額とも前年同期を大幅に下回る結果となりました。 

 以上の結果、当第１四半期累計期間の業績につきましては、売上高は、700,445千円（前年同期比72.9％減）、

営業損失255,838千円（前年同期は159,364千円の営業利益）、経常損失240,722千円（前年同期は152,568千円の経

常利益）、四半期純損失241,954千円（前年同期は140,018千円の四半期純利益）となりました。  

   

（２）財政状態に関する定性的情報 

  

（資産）  

 流動資産は、前事業年度末に比べて913,199千円減少し、6,014,532千円となりました。これは、仕掛品が

376,814千円増加し受取手形及び売掛金が1,346,195千円減少したことなどによるものです。 

 固定資産は、前事業年度末に比べて59,194千円減少し、2,684,041千円となりました。これは、有形固定資産が

37,419千円減少したことなどによるものです。 

 この結果、総資産は、前事業年度末に比べて972,394千円減少し、8,698,574千円となりました。 

  

（負債）  

 流動負債は、前事業年度末に比べて621,211千円減少し、3,496,331千円となりました。これは、支払手形及び買

掛金が512,506千円、賞与引当金が61,790千円減少したことなどによるものです。 

 固定負債は、前事業年度末に比べて111,699千円減少し、1,201,166千円となりました。これは、長期借入金が

108,800千円減少したことなどによるものです。 

 この結果、負債合計は、前事業年度末に比べて732,910千円減少し、4,697,498千円となりました。 

  

（純資産）  

 純資産合計は、前事業年度末に比べて239,483千円減少し、4,001,076千円となりました。これは、利益剰余金が

四半期純損失により241,954千円減少したことなどによるものです。 

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

 業績予想につきましては、平成24年10月31日の決算短信で公表いたしました第２四半期累計期間及び通期の業績

予想に変更はありません。 

   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

株式会社アドテックエンジニアリング（6260）平成25年９月期第１四半期決算短信（非連結）

- 2 -



２．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年９月30日) 

当第１四半期会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,568,258 1,654,766

受取手形及び売掛金 3,057,098 1,710,903

商品及び製品 2,546 2,300

仕掛品 1,568,370 1,945,184

原材料 476,858 471,192

その他 255,200 230,186

貸倒引当金 △600 －

流動資産合計 6,927,732 6,014,532

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,825,923 1,795,062

土地 571,287 571,287

その他（純額） 144,068 137,508

有形固定資産合計 2,541,279 2,503,859

無形固定資産 20,176 18,636

投資その他の資産 181,779 161,545

固定資産合計 2,743,236 2,684,041

資産合計 9,670,968 8,698,574

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,934,184 2,421,678

1年内返済予定の長期借入金 680,700 676,300

未払法人税等 7,536 2,590

賞与引当金 128,324 66,534

製品保証引当金 26,599 19,681

その他 340,198 309,548

流動負債合計 4,117,542 3,496,331

固定負債   

長期借入金 1,277,350 1,168,550

資産除去債務 7,691 7,712

その他 27,824 24,904

固定負債合計 1,312,866 1,201,166

負債合計 5,430,409 4,697,498
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年９月30日) 

当第１四半期会計期間 
(平成24年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,661,000 1,661,000

資本剰余金 2,044,795 2,044,795

利益剰余金 855,094 613,139

自己株式 △309,583 △309,583

株主資本合計 4,251,306 4,009,351

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △10,746 △8,351

繰延ヘッジ損益 － 76

評価・換算差額等合計 △10,746 △8,275

純資産合計 4,240,559 4,001,076

負債純資産合計 9,670,968 8,698,574
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成24年10月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 2,584,890 700,445

売上原価 1,882,891 521,065

売上総利益 701,999 179,380

販売費及び一般管理費 542,635 435,218

営業利益又は営業損失（△） 159,364 △255,838

営業外収益   

受取利息 335 138

受取配当金 390 498

原子力立地給付金 6,225 6,498

為替差益 146 9,080

保険解約返戻金 － 5,468

その他 1,993 1,185

営業外収益合計 9,090 22,868

営業外費用   

支払利息 15,256 7,753

その他 630 0

営業外費用合計 15,886 7,753

経常利益又は経常損失（△） 152,568 △240,722

特別損失   

固定資産除却損 1 －

固定資産売却損 － 460

特別損失合計 1 460

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 152,566 △241,183

法人税、住民税及び事業税 810 810

法人税等調整額 11,737 △38

法人税等合計 12,547 771

四半期純利益又は四半期純損失（△） 140,018 △241,954
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該当事項はありません。   

   

   （セグメント情報）  

前第１四半期累計期間（自 平成23年10月１日 至 平成23年12月31日）及び当第１四半期累計期間（自 平成

24年10月１日 至 平成24年12月31日） 

 当社の報告セグメントは「装置販売事業」及び「商品販売代理事業」でありますが、「装置販売事業」による

割合が高く、全セグメントの売上高及び営業利益の金額の合計額に占める割合が大きいため、セグメント情報の

記載を省略しております。 

  

該当事項はありません。   

   

   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）セグメント情報等

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象
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