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1.  平成25年8月期第2四半期の連結業績（平成24年9月1日～平成25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 ％

25年8月期第2四半期 1,591 △33.1 △91 ― △60 ― △71 ―
24年8月期第2四半期 2,378 △2.3 179 △36.9 165 △34.8 71 △50.8

（注）包括利益 25年8月期第2四半期 △1百万円 （―％） 24年8月期第2四半期 127百万円 （△4.7％）

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2四半期 △8,294.78 ―
24年8月期第2四半期 8,349.94 ―

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2四半期 4,586 2,242 46.8 250,160.48
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2四半期  2,147百万円 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2Q 8,586 株 24年8月期 8,586 株
② 期末自己株式数 25年8月期2Q 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2Q 8,584 株 24年8月期2Q 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２四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の減速傾向の影響等により、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拡大が続いている反面、パソコンや液晶テレビの需要低迷が長

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、顧客数は増加傾向で推移しております。しかしながら、半導体デバイスメーカー各社において

設備投資の延期などにより、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製品出荷、また、サービ

ス及びメンテナンス売上などにより、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２四半期連結累計期間の業績は、売上高は1,591,316千円（前年同期比33.1％

減少）、営業損失は91,169千円（前年同期は営業利益179,705千円）、経常損失は60,794千円（前年同期は経常

利益165,691千円）、四半期純損失は71,202千円（前年同期は四半期純利益71,675千円）となりました。 

  

 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。 

  

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需要低迷が長期化していることに

伴い、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974,831千円（前年同期比41.7％減

少）、営業損失は133,735千円（前年同期は営業利益77,437千円）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に加えて、サービス及びメンテナン

ス売上などがあったことにより、売上高は616,485千円（前年同期比12.8％減少）、営業利益は41,486千円（前

年同期比59.6％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２四半期連結累計期間 
（自 平成23年９月１日 
至 平成24年２月29日） 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成24年９月１日 
至 平成25年２月28日） 

 金額（千円）  金額（千円） 

売上高  2,378,905  1,591,316

売上総利益  791,984    478,419

営業利益又は営業損失（△）  179,705  △91,169

経常利益又は経常損失（△）  165,691  △60,794

四半期純利益又は四半期純損失（△）  71,675  △71,202
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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 

① 資産、負債及び純資産の状況  

 当第２四半期連結会計期間末の資産合計は、仕掛品、現金及び預金の増加等により、前連結会計年度末と比較

して228,104千円増加し、4,586,695千円となりました。 

 当第２四半期連結会計期間末の負債合計は、短期借入金の増加等により、前連結会計年度末と比較して

238,347千円増加し、2,344,348千円となりました。 

 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10,243千円減少し、2,242,347千円となりました。 

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、前連結会計年度末に

比べて220,971千円増加し、当第２四半期連結会計期間末は866,564千円となりました。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93,772千円（前年同期は688,095千円の獲得）となりました。 

 これは、主にたな卸資産の増加額248,830千円、税金等調整前四半期純損失60,919千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26,540千円（前年同期は8,393千円の使用）となりました。 

 これは、主に有形固定資産の取得による支出25,600千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288,583千円（前年同期は289,012千円の使用）となりました。 

 これは、主に短期借入金の純増加額403,400千円及び長期借入れによる収入180,000千円等の資金増加要因によ

るものであります。 

項目 

前第２四半期連結累計期間 
（自 平成23年９月１日 
至 平成24年２月29日） 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成24年９月１日 
至 平成25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）  1,671,692    77,437  974,831  △133,735

研究機関・大学関連事業（ＩＤＸ）  707,213  102,676  616,485  41,486

合計  2,378,905  180,113  1,591,316  △92,249
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（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、欧州債務問題の長期化や日中関係の悪化など様々な景気の下振れ懸念を抱

えており、引き続き先行き不透明な経済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削減に

努めてまいります。 

   

（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の方法に変更しております。 

 なお、この変更による当第２四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２四半期連結会計期間 
(平成25年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 805,593 1,026,564

受取手形及び売掛金 923,054 676,990

製品 414,980 464,964

仕掛品 664,785 911,777

原材料及び貯蔵品 726,648 672,003

繰延税金資産 11,510 11,385

その他 57,331 56,669

貸倒引当金 △1,179 －

流動資産合計 3,602,724 3,820,355

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,064,235 1,077,604

減価償却累計額 △617,069 △637,947

建物及び構築物（純額） 447,165 439,656

車両運搬具 19,402 20,270

減価償却累計額 △14,195 △13,833

車両運搬具（純額） 5,206 6,436

工具、器具及び備品 617,611 641,636

減価償却累計額 △492,410 △509,312

工具、器具及び備品（純額） 125,200 132,324

土地 65,926 65,926

有形固定資産合計 643,500 644,343

無形固定資産 42,960 40,630

投資その他の資産   

投資有価証券 23,509 30,196

繰延税金資産 1,123 2,581

その他 64,597 68,466

貸倒引当金 △19,824 △19,877

投資その他の資産合計 69,405 81,366

固定資産合計 755,866 766,340

資産合計 4,358,591 4,586,695
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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２四半期連結会計期間 
(平成25年２月28日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 144,340 146,813

短期借入金 420,000 823,400

1年内返済予定の長期借入金 512,349 482,449

未払法人税等 20,560 7,933

その他 247,883 196,331

流動負債合計 1,345,133 1,656,927

固定負債   

長期借入金 666,993 591,811

資産除去債務 70,864 71,484

その他 23,009 24,125

固定負債合計 760,867 687,421

負債合計 2,106,000 2,344,348

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 587,562 507,775

自己株式 △384 △384

株主資本合計 2,330,936 2,251,150

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 1,341

為替換算調整勘定 △158,233 △105,113

その他の包括利益累計額合計 △162,842 △103,772

少数株主持分 84,497 94,969

純資産合計 2,252,590 2,242,347

負債純資産合計 4,358,591 4,586,695
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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23年９月１日 
 至 平成24年２月29日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年９月１日 
 至 平成25年２月28日) 

売上高 2,378,905 1,591,316

売上原価 1,586,920 1,112,896

売上総利益 791,984 478,419

販売費及び一般管理費 612,278 569,589

営業利益又は営業損失（△） 179,705 △91,169

営業外収益   

受取利息 508 542

受取配当金 145 157

為替差益 － 22,223

デリバティブ評価益 154 21

受取手数料 5,291 14,292

補助金収入 1,128 450

貸倒引当金戻入額 3,176 1,126

その他 6,374 6,855

営業外収益合計 16,779 45,669

営業外費用   

支払利息 16,204 11,089

たな卸資産廃棄損 2,790 2,428

為替差損 8,078 －

その他 3,721 1,776

営業外費用合計 30,794 15,294

経常利益又は経常損失（△） 165,691 △60,794

特別利益   

固定資産売却益 － 156

特別利益合計 － 156

特別損失   

固定資産除却損 124 281

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 8,973 281

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（△）

156,717 △60,919

法人税、住民税及び事業税 42,204 5,603

過年度法人税等戻入額 － △6,106

法人税等調整額 13,925 298

法人税等合計 56,130 △204

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（△）

100,587 △60,715

少数株主利益 28,911 10,486

四半期純利益又は四半期純損失（△） 71,675 △71,202
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（四半期連結包括利益計算書） 
（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23年９月１日 
 至 平成24年２月29日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年９月１日 
 至 平成25年２月28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（△）

100,587 △60,715

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 6,698 5,950

為替換算調整勘定 20,495 53,119

その他の包括利益合計 27,193 59,070

四半期包括利益 127,780 △1,645

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 98,869 △12,131

少数株主に係る四半期包括利益 28,911 10,486
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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23年９月１日 
 至 平成24年２月29日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年９月１日 
 至 平成25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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

156,717 △60,919

減価償却費 41,914 40,888

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,176 △1,126

受取利息及び受取配当金 △653 △700

支払利息 16,204 11,089

為替差損益（△は益） △2,296 △20,890

投資有価証券売却損益（△は益） 630 －

投資有価証券評価損益（△は益） 8,218 －

固定資産除却損 124 281

有形固定資産売却損益（△は益） － △156

売上債権の増減額（△は増加） 452,512 254,867

たな卸資産の増減額（△は増加） 10,889 △248,830

仕入債務の増減額（△は減少） △32,445 △540

その他 55,695 △43,216

小計 704,336 △69,252

利息及び配当金の受取額 623 653

利息の支払額 △15,741 △11,352

法人税等の支払額 △16,455 △20,559

法人税等の還付額 15,333 6,739

営業活動によるキャッシュ・フロー 688,095 △93,772

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 －

有形固定資産の取得による支出 △18,097 △25,600

有形固定資産の売却による収入 － 758

無形固定資産の取得による支出 △375 △1,556

投資有価証券の売却による収入 260 －

その他 △180 △142

投資活動によるキャッシュ・フロー △8,393 △26,540

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） △260,000 403,400

長期借入れによる収入 300,000 180,000

長期借入金の返済による支出 △319,776 △285,082

リース債務の返済による支出 △620 △1,195

配当金の支払額 △8,616 △8,538

財務活動によるキャッシュ・フロー △289,012 288,583

現金及び現金同等物に係る換算差額 22,409 52,700

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 413,098 220,971

現金及び現金同等物の期首残高 711,077 645,593

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,124,175 866,564
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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２四半期連結累計期間（自 平成23年９月１日 至 平成24年２月29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 

（単位：千円）

（注）１．セグメント利益の調整額△407千円は、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２四半期連結累計期間（自 平成24年９月１日 至 平成25年２月28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 

（単位：千円）

（注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額1,079千円は、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。   

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）セグメント情報等

    
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  1,671,692  707,213  2,378,905 －  2,378,905

セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 51,680  150  51,830  △51,830 － 

計  1,723,372  707,363  2,430,736  △51,830  2,378,905

セグメント利益  77,437  102,676  180,113  △407  179,705

    
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  974,831  616,485  1,591,316 －  1,591,316

セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 22,503  8,361  30,864  △30,864 － 

計  997,334  624,846  1,622,180  △30,864  1,591,316

セグメント利益又は損失

（△） 
 △133,735  41,486  △92,249  1,079  △91,169
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