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（１）経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災からの復興需要等に支えられ緩やかな回復傾向にあ

り、新政権による経済対策及び金融政策の効果・期待から円安・株高が進行しました。しかし、欧州の財政不安や

電気料金の値上げ、輸入原材料の上昇など景気の先行きは依然として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、第２四半期においてはスマートフォンやタブレット端末の新機種の発売に

よる需要増から、設備投資は韓国を中心に大幅な回復基調となりましたが、第３四半期は設備投資も一巡したため

低調となっております。 

 このような市場概況にありまして、当社は第２四半期の販売は大幅な回復をいたしましたが当第３四半期におい

ては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ました。 

 以上の結果、当第３四半期累計期間の業績につきましては、売上高は、4,800,024千円（前年同期比19.5％

減）、営業損失184,943千円（前年同期は63,769千円の営業損失）、経常損失169,066千円（前年同期は91,703千円

の経常損失）、第２四半期に投影式露光装置の開発・製造・販売を終了したことよる事業整理損648,797千円を特

別損失に計上したことなどから、四半期純損失は820,638千円（前年同期は229,095千円の四半期純損失）となりま

した。 

   

（２）財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期会計期間末の財政状態は、前事業年度末に比べ以下の通りとなりました。  

  

（資産） 

 流動資産は、前事業年度末に比べて641,946千円減少し、6,285,786千円となりました。これは、受取手形及び売

掛金が573,073千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137,046千円減少し、2,606,189千円となりました。これは、有形固定資産が

114,557千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778,993千円減少し、8,891,975千円となりました。 

  

（負債） 

 流動負債は、前事業年度末に比べて296,457千円増加し、4,414,000千円となりました。これは、支払手形及び買

掛金が451,675千円増加し、１年内返済予定の関係会社長期借入金が200,000千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260,162千円減少し、1,052,703千円となりました。これは、長期借入金が

301,350千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36,295千円増加し、5,466,704千円となりました。  

  

（純資産） 

 純資産合計は、前事業年度末に比べて815,288千円減少し、3,425,270千円となりました。これは、利益剰余金が

四半期純損失により820,638千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 

平成25年９月期の業績予想につきましては、 近の業績動向を踏まえ、平成25年５月９日に公表した業績予想を修

正しております。詳細につきましては、本日発表しました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さ

い。   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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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３四半期会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,568,258 1,388,061

受取手形及び売掛金 3,057,098 2,484,025

商品及び製品 2,546 7,795

仕掛品 1,568,370 1,723,094

原材料 476,858 428,815

その他 255,200 253,993

貸倒引当金 △600 －

流動資産合計 6,927,732 6,285,786

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,825,923 1,733,682

土地 571,287 571,287

その他（純額） 144,068 121,751

有形固定資産合計 2,541,279 2,426,722

無形固定資産 20,176 15,913

投資その他の資産 181,779 163,553

固定資産合計 2,743,236 2,606,189

資産合計 9,670,968 8,891,975

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,934,184 3,385,860

1年内返済予定の長期借入金 480,700 480,700

1年内返済予定の関係会社長期借入金 200,000 －

未払法人税等 7,536 2,430

賞与引当金 128,324 171,840

製品保証引当金 26,599 20,101

その他 340,198 353,069

流動負債合計 4,117,542 4,414,000

固定負債   

長期借入金 677,350 376,000

関係会社長期借入金 600,000 650,000

資産除去債務 7,691 7,753

その他 27,824 18,950

固定負債合計 1,312,866 1,052,703

負債合計 5,430,409 5,466,704
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年９月30日) 

当第３四半期会計期間 
(平成25年６月30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 34,455

自己株式 △309,583 △309,583

株主資本合計 4,251,306 3,430,667

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △10,746 △5,396

評価・換算差額等合計 △10,746 △5,396

純資産合計 4,240,559 3,425,270

負債純資産合計 9,670,968 8,891,975

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３四半期決算短信（非連結）

- 4 -



（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成24年10月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 5,964,744 4,800,024

売上原価 4,551,524 3,647,854

売上総利益 1,413,219 1,152,169

販売費及び一般管理費 1,476,988 1,337,113

営業損失（△） △63,769 △184,943

営業外収益   

受取利息 938 145

受取配当金 1,942 1,939

助成金収入 － 7,476

原子力立地給付金 12,502 12,798

為替差益 1,969 10,030

その他 3,624 7,231

営業外収益合計 20,976 39,621

営業外費用   

支払利息 40,239 20,744

シンジケートローン手数料 3,000 3,000

その他 5,670 0

営業外費用合計 48,910 23,744

経常損失（△） △91,703 △169,066

特別損失   

固定資産除却損 29 －

固定資産売却損 － 460

事業整理損 － 648,797

特別損失合計 29 649,258

税引前四半期純損失（△） △91,733 △818,325

法人税、住民税及び事業税 2,430 2,430

法人税等調整額 134,932 △116

法人税等合計 137,362 2,313

四半期純損失（△） △229,095 △820,638
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該当事項はありません。   

   

該当事項はありません。 

   

前第３四半期累計期間（自 平成23年10月１日 至 平成24年６月30日）及び当第３四半期累計期間（自 平成

24年10月１日 至 平成25年６月30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。  

（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

（６）重要な後発事象
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