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1.  平成25年8月期第3四半期の連結業績（平成24年9月1日～平成25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 ％

25年8月期第3四半期 2,768 △18.8 △77 ― △21 ― △49 ―
24年8月期第3四半期 3,409 △8.5 169 △58.6 143 △61.9 55 △79.2

（注）包括利益 25年8月期第3四半期 65百万円 （△40.6％） 24年8月期第3四半期 109百万円 （△54.8％）

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8月期第3四半期 △5,777.18 ―
24年8月期第3四半期 6,488.15 ―

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

25年8月期第3四半期 4,513 2,309 48.8 256,497.31
24年8月期 4,358 2,252 49.7 252,573.79
（参考） 自己資本   25年8月期第3四半期  2,201百万円 24年8月期  2,168百万円

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8月期 ― 1,000.00 ― 1,000.00 2,000.00
25年8月期 ― 0.00 ―
25年8月期（予想） 0.00 0.00

3. 平成25年 8月期の連結業績予想（平成24年 9月 1日～平成25年 8月31日）  
（％表示は、対前期増減率）

（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

通期 3,409 △24.4 △170 ― △162 ― △156 ― △18,263.16



(1) 当四半期連結累計期間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) 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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

詳細は、添付資料4ページ「会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四
半期連結財務諸表のレビュー手続は終了しております。 

※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。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
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8月期3Q 8,586 株 24年8月期 8,586 株
② 期末自己株式数 25年8月期3Q 2 株 24年8月期 2 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年8月期3Q 8,584 株 24年8月期3Q 8,584 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、長期化する欧州の債務危機問題や日中関係の悪化、中国を

はじめとする新興国の経済成長鈍化の傾向等により、景気の先行きについては依然として不透明な状況で推移い

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（当社等）におきま

しては、スマートフォンやタブレット端末の需要の拡大は続いているものの、テレビ市場の低迷が長期にわたっ

ていることなどから、新規の設備投資は低調に推移いたしました。 

 このような事業環境の中、当社等に関しましては、以前から注力してまいりました新規の顧客開拓活動が結果

として見え始め、顧客数は増加傾向にあり、また既存顧客より当社電源の改修等の要求が出始めております。し

かしながら、半導体デバイスメーカー各社において設備投資の延期や減少などがあり、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（ＩＤＸ）におきましては、医療機関向けのがん治療装置用電源の出荷の増加、また

サービス及びメンテナンスの売上増加などにより、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３四半期連結累計期間の業績は、売上高は2,768,897千円（前年同期比18.8％

減少）、営業損失は77,228千円（前年同期は営業利益169,072千円）、経常損失は21,756千円（前年同期は経常

利益143,133千円）、四半期純損失は49,591千円（前年同期は四半期純利益55,694千円）となりました。   

  当第３四半期連結累計期間の業績は、次のとおりであります。 

  

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、パソコンや液晶テレビの長期にわたる需要低迷を要因とし

て、各関連メーカーで設備投資が抑制されていることから、売上高は1,597,681千円（前年同期比29.3％減

少）、営業損失は172,507千円（前年同期は営業利益23,555千円）となりました。 

 研究機関・大学関連事業（ＩＤＸ）におきましては、医療機関向けの売上の増加、サービス及びメンテナンス

売上の増加等があったことにより、売上高は1,171,216千円（前年同期比1.8％増加）、営業利益は91,999千円

（前年同期比36.3％減少）となりました。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

項目 

前第３四半期連結累計期間 
（自 平成23年９月１日 
至 平成24年５月31日） 

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成24年９月１日 
至 平成25年５月31日） 

 金額（千円）  金額（千円） 

売上高  3,409,480  2,768,897

売上総利益  1,073,702  788,683

営業利益又は営業損失（△）  169,072  △77,228

経常利益又は経常損失（△）  143,133  △21,756

四半期純利益又は四半期純損失（△）  55,694  △49,591
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  セグメント別の業績は、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．営業利益又は営業損失（△）は、各セグメントの営業利益又は営業損失（△）を表しております。 

（注）文中表記について 

（当社等） 

 当社、Adtec Technology,Inc.、Adtec Europe Limited、Phuc Son Technology Co.,Ltd.及び 

Hana Technology Co.,Ltd. を表しております。 

（ＩＤＸ）  

 株式会社ＩＤＸを表しております。 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期連結会計期間末の資産合計は4,513,000千円であり、前連結会計年度末と比較して154,409千円増

加しております。 

 これは、現金及び預金の増加（315,452千円）、製品の増加（45,044千円）等によるものであります。 

 当第３四半期連結会計期間末の負債合計は2,203,882千円であり、前連結会計年度末と比較して97,882千円増

加しております。 

 これは、短期借入金の増加（363,500千円）等によるものであります。 

 当第３四半期連結会計期間末の純資産合計は2,309,117千円であり、前連結会計年度末と比較して56,526千円

増加しております。 

 これは、為替換算調整勘定の増加（85,040千円）等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 

 今後の景気の見通しにつきましては、政府による経済政策により、国内景気は上向きつつあるものの、海外経済

情勢が不安定な状況も見受けられ、国内景気が下振れする懸念も抱えており、依然として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、スマートフォンやタブレット端末の継続的な需要増加は期待

されるものの、液晶パネル市場における薄型テレビの長期にわたる需要低迷に伴い、引き続き設備投資環境は非常

に厳しい状況で推移することが予想されます。 

 このような状況の中、450mm次世代半導体ウエハーのプロセスに対応した高周波電源の早期製品化を推し進め、

また海外生産への移管等により一層の製品コストの削減をはかってまいります。 

 研究機関・大学関連事業（ＩＤＸ）におきましては、研究機関及び医療機関で持ち上がっている大型のプロジェ

クト計画に関する受注拡大及び売上の拡大を目指すとともに、引き続き海外からの材料調達、設計の見直しによる

コストの削減に努めてまいります。     

項目 

前第３四半期連結累計期間 
（自 平成23年９月１日 
至 平成24年５月31日） 

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成24年９月１日 
至 平成25年５月31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）  2,258,500  23,555  1,597,681  △172,507

研究機関・大学関連事業（ＩＤＸ）  1,150,979  144,438  1,171,216  91,999

合計  3,409,480  167,994  2,768,897  △80,508
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（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。     

   

（２）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）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（減価償却方法の変更） 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年９月１日以後に取得

した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 なお、この変更による当第３四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。   

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年８月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 805,593 1,121,045

受取手形及び売掛金 923,054 700,957

製品 414,980 460,025

仕掛品 664,785 708,907

原材料及び貯蔵品 726,648 690,922

繰延税金資産 11,510 12,883

その他 57,331 52,099

貸倒引当金 △1,179 －

流動資産合計 3,602,724 3,746,840

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,064,235 1,082,205

減価償却累計額 △617,069 △649,100

建物及び構築物（純額） 447,165 433,105

車両運搬具 19,402 20,441

減価償却累計額 △14,195 △15,236

車両運搬具（純額） 5,206 5,204

工具、器具及び備品 617,611 659,193

減価償却累計額 △492,410 △519,181

工具、器具及び備品（純額） 125,200 140,012

土地 65,926 65,926

有形固定資産合計 643,500 644,248

無形固定資産 42,960 39,072

投資その他の資産   

投資有価証券 23,509 31,678

繰延税金資産 1,123 2,822

その他 64,597 68,109

貸倒引当金 △19,824 △19,772

投資その他の資産合計 69,405 82,838

固定資産合計 755,866 766,159

資産合計 4,358,591 4,513,000
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年８月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年５月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 144,340 139,136

短期借入金 420,000 783,500

1年内返済予定の長期借入金 512,349 468,592

未払法人税等 20,560 3,824

その他 247,883 185,524

流動負債合計 1,345,133 1,580,577

固定負債   

長期借入金 666,993 527,313

資産除去債務 70,864 71,796

その他 23,009 24,196

固定負債合計 760,867 623,305

負債合計 2,106,000 2,203,882

純資産の部   

株主資本   

資本金 835,598 835,598

資本剰余金 908,160 908,160

利益剰余金 587,562 529,386

自己株式 △384 △384

株主資本合計 2,330,936 2,272,761

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △4,609 2,204

為替換算調整勘定 △158,233 △73,192

その他の包括利益累計額合計 △162,842 △70,988

少数株主持分 84,497 107,344

純資産合計 2,252,590 2,309,117

負債純資産合計 4,358,591 4,513,000
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（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）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年９月１日 
 至 平成24年５月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年９月１日 
 至 平成25年５月31日) 

売上高 3,409,480 2,768,897

売上原価 2,335,777 1,980,214

売上総利益 1,073,702 788,683

販売費及び一般管理費 904,629 865,911

営業利益又は営業損失（△） 169,072 △77,228

営業外収益   

受取利息 858 834

受取配当金 145 157

為替差益 － 42,038

デリバティブ評価益 213 21

受取手数料 8,059 23,315

受取家賃 4,800 7,125

補助金収入 1,128 745

貸倒引当金戻入額 3,176 1,231

その他 3,916 4,047

営業外収益合計 22,297 79,517

営業外費用   

支払利息 23,075 16,771

たな卸資産廃棄損 2,939 4,162

為替差損 17,605 －

その他 4,616 3,111

営業外費用合計 48,236 24,045

経常利益又は経常損失（△） 143,133 △21,756

特別利益   

固定資産売却益 246 156

特別利益合計 246 156

特別損失   

固定資産売却損 － 48

固定資産除却損 1,443 838

投資有価証券評価損 8,218 －

投資有価証券売却損 630 －

特別損失合計 10,292 887

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

133,087 △22,486

法人税、住民税及び事業税 20,337 11,355

過年度法人税等戻入額 － △6,106

法人税等調整額 16,882 △1,006

法人税等合計 37,219 4,242

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

95,868 △26,729

少数株主利益 40,174 22,861

四半期純利益又は四半期純損失（△） 55,694 △49,591
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年９月１日 
 至 平成24年５月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年９月１日 
 至 平成25年５月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

95,868 △26,729

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 2,443 6,813

為替換算調整勘定 11,380 85,040

その他の包括利益合計 13,823 91,854

四半期包括利益 109,691 65,125

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 69,517 42,263

少数株主に係る四半期包括利益 40,174 22,861
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該当事項はありません。     

   

該当事項はありません。     

   

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自平成23年９月１日 至平成24年５月31日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（注）１．セグメント利益の調整額1,078千円は、セグメント間取引消去であります。 

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 
  
２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

（固定資産に係る重要な減損損失） 

該当事項はありません。  

（のれんの金額の重要な変動） 

該当事項はありません。 

（重要な負ののれん発生益） 

該当事項はありません。  

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自平成24年９月１日 至平成25年５月31日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額3,279千円は、セグメント間取引消去であります。 

２．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失（△）と調整を行っております。 
  
２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

（固定資産に係る重要な減損損失） 

該当事項はありません。  

（のれんの金額の重要な変動） 

該当事項はありません。 

（重要な負ののれん発生益） 

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）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）セグメント情報等

  （単位：千円）

  
半導体・液晶 
関連事業 

研究機関・大学 
関連事業 

合計 
調整額 
（注１）  

四半期連結損益 
計算書計上額 
（注２）  

売上高        

外部顧客への売上高  2,258,500  1,150,979  3,409,480 －  3,409,480

セグメント間の内部
売上高又は振替高 

 66,508  7,785  74,294  △74,294 － 

計  2,325,009 1,158,765  3,483,774  △74,294 3,409,480

セグメント利益  23,555 144,438  167,994  1,078 169,072

  （単位：千円）

  
半導体・液晶 
関連事業 

研究機関・大学 
関連事業 

合計 
調整額 
（注１）  

四半期連結損益 
計算書計上額 
（注２）  

売上高        

外部顧客への売上高  1,597,681  1,171,216  2,768,897 －  2,768,897

セグメント間の内部
売上高又は振替高 

 22,656  8,361  31,017  △31,017 － 

計  1,620,337 1,179,577  2,799,915  △31,017 2,768,897

セグメント利益又は損

失（△） 
 △172,507 91,999  △80,508  3,279 △77,228
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