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1.  平成22年8月期第1四半期の連結業績（平成21年9月1日～平成21年11月30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1四半期 687 △44.8 △90 ― △113 ― △82 ―

21年8月期第1四半期 1,245 △25.3 24 △37.2 △154 ― △94 ―

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1四半期 △9,610.51 ―

21年8月期第1四半期 △11,052.60 ―

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1四半期 5,084 1,698 32.2 190,483.13
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1四半期  1,635百万円 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） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 
連結累計期間

1,767 △19.0 △159 ― △178 ― △188 ― △21,913.68

通期 3,790 12.7 △233 ― △294 ― △325 ― △37,882.34
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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。 
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1四半期 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1四半期  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1四半期 8,584株 21年8月期第1四半期 8,584株
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 当第１四半期（３か月）におけるわが国経済は、昨年秋以降の世界的金融危機や経済環境の悪化に危機感を抱

いた主要各国の政府及び金融当局が、国際的に連携して景気刺激策や金融安定化対策等を実施したことで、一部

に景気持ち直し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下にあり、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、携帯型音楽プレーヤー、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るものの、各関連メーカーでは依然設備投

資の拡大までには至っておらず引き続き厳しい状況が続いております。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より、工場稼働率の上昇が続いており、回復の方向へ向かっております。 

 このような事業環境の中、当社等は、新規製品であるＴＸシリーズ及びＴＳシリーズ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、景気低迷による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１四半期（３か月）の業績は、売上高は687,799千円（前年同期比44.8％減

少）、営業損失は90,116千円（前年同期は営業利益24,461千円）、経常損失は113,092千円（前年同期は経常損

失154,606千円）、四半期純損失は82,496千円（前年同期は四半期純損失94,875千円）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

パネル市場ともに各関連メーカーの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おらず売上高は低調に推移し、売上高は520,200千円（前年同期比

52.0％減少）、営業損失は41,025千円（前年同期は営業利益92,403千円）となりました。 

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

用電源及び研究機関用電源の大型案件の出荷があったことにより、売上高は167,599千円（前年同期比3.9％増

加）、営業損失は19,749千円（前年同期は営業損失11,016千円）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、半導体メーカーの在庫調整が進んでいること

などからメモリー価格の上昇が続いており、また液晶パネル業界でも各国政府の景気刺激策により薄型テレビ等

の需要が活発化していることから半導体業界及び液晶パネル業界ともに工場稼働率が上昇に転じているものの、

依然各関連メーカーの業績低迷の影響から設備投資の拡大までには至っておらず、売上高は低調に推移いたしま

した。この結果、売上高は387,766千円（前年同期比41.9％減少）、営業損失は51,939千円（前年同期は営業利

益62,436千円）となりました。 

 米国におきましては、景気後退に伴う企業業績の悪化による先行きの不透明感が高まる中、失業率の高止まり

を始めとする雇用情勢の悪化等に伴い依然デジタル家電関連の需要が冷え込んでおり、各関連メーカーの設備投

資が軟調に推移したことにより、売上高は115,235千円（前年同期比32.1％減少）、営業利益は5,667千円（前年

同比3.1％増加）となりました。 

 欧州におきましては、景気が後退する中、企業業績や雇用情勢の悪化、企業の設備投資の凍結及び抑制、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184,797千円（前年同期比54.7％減少）、営業損失は9,659千円（前年同期は

営業利益11,372千円）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１四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１四半期連結累計期間
（自 平成20年９月１日 
至 平成20年11月30日） 

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成21年９月１日 
至 平成21年11月30日） 

金額（千円） 金額（千円） 

 売上高  1,245,533  687,799

 売上総利益  377,523  171,949

 営業利益   24,461  △90,116

 経常利益  △154,606  △113,092

四半期純利益  △94,875  △82,496

項目 

前第１四半期連結累計期間
（自 平成20年９月１日 
至 平成20年11月30日） 

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成21年９月１日 
至 平成21年11月30日） 

売上高 営業利益 売上高 営業利益 

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） 
 1,084,170  92,403  520,200  △41,025

研究機関・大学関連事

業（ＩＤＸ） 
 161,362  △11,016  167,599  △19,749

合計  1,245,533  81,387  687,799  △60,774

項目 

前第１四半期連結累計期間
（自 平成20年９月１日 
至 平成20年11月30日） 

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成21年９月１日 
至 平成21年11月30日） 

売上高 営業利益 売上高 営業利益 

金額 
（千円） 

金額
（千円） 

金額
（千円） 

金額
（千円） 

日本  667,456  62,436  387,766  △51,939

米国  169,704  5,496  115,235  5,667

欧州   408,371  11,372  184,797  △9,659

合計  1,245,533  79,304  687,799  △55,932
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(1）財政状態の分析 

 当第１四半期連結会計期間末の資産合計は、現金及び預金、仕掛品の増加等により、前連結会計年度末と比較

して612,175千円増加し、5,084,017千円となりました。 

 当第１四半期連結会計期間末の負債合計は、買掛金、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727,802千円増加し、3,385,806千円となりました。 

 当第１四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115,627千円減少し、1,698,210千円となりました。 

  

(2）キャッシュ・フローの状況 

 当第１四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、税金等調整前四半期

純損失、たな卸資産の増加等があったものの、仕入債務の増加及び短期借入金の純増加等により、前連結会計年

度末に比べ447,564千円増加し、当第１四半期連結累計期間末は1,817,786千円となりました。 

 当第１四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、63,876千円（前年同期は6,238千円の使用）となりました。 

 これは、減価償却費19,176千円及び仕入債務の増加180,379千円等の資金増加要因、税金等調整前四半期純損

失86,822千円及びたな卸資産の増加162,355千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、9,589千円（前年同期は8,134千円の使用）となりました。 

 これは、定期預金の純減少による収入10,000千円及び有形固定資産の売却による収入2,720千円等の資金増加

要因、有形固定資産の取得による支出2,690千円及び無形固定資産の取得による支出614千円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、534,811千円（前年同期は277,688千円の獲得）となりました。 

 これは、短期借入金の純増加額638,400千円の資金増加要因、長期借入金の返済による支出103,258千円等の資

金減少要因によるものであります。 

  

 平成21年10月13日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。 

 しかしながら、平成22年１月13日に公表いたしました『特別利益及び特別損失に関するお知らせ』のとおり、当第

１四半期連結累計期間において、当社の材料仕入先において品質不良が発生したことに伴う補償金収入により、受取

補償金として特別利益に計上し、当該品質不良の発生による当社の製品等に組み込まれている当該部品の交換作業等

に要した費用を、臨時損失として特別損失に計上しております。 

 上記の特別利益及び特別損失の計上による平成22年８月期の連結業績予想への影響については、判明次第お知らせ

いたします。 

  

 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。 

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

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１四半期連結会計期間末
(平成21年11月30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 1,967,786 1,530,222

受取手形及び売掛金 542,670 499,400

製品 358,113 322,585

仕掛品 720,393 558,964

原材料及び貯蔵品 425,506 433,719

繰延税金資産 2,585 2,593

その他 73,141 100,087

流動資産合計 4,090,197 3,447,573

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 973,260 971,343

減価償却累計額 △512,096 △502,979

建物及び構築物（純額） 461,164 468,364

車両運搬具 11,721 13,035

減価償却累計額 △10,506 △11,618

車両運搬具（純額） 1,215 1,416

工具、器具及び備品 769,526 786,051

減価償却累計額 △435,319 △431,932

工具、器具及び備品（純額） 334,206 354,119

土地 65,926 65,926

有形固定資産合計 862,511 889,826

無形固定資産 60,565 55,367

投資その他の資産   

投資有価証券 33,287 37,176

繰延税金資産 694 741

その他 56,670 61,066

貸倒引当金 △19,909 △19,909

投資その他の資産合計 70,742 79,074

固定資産合計 993,819 1,024,268

資産合計 5,084,017 4,471,841
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年11月30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 293,140 116,131

短期借入金 1,450,000 811,600

1年内返済予定の長期借入金 992,312 1,025,452

未払法人税等 2,526 7,037

その他 101,879 81,464

流動負債合計 2,839,858 2,041,684

固定負債   

長期借入金 542,833 612,951

その他 3,115 3,368

固定負債合計 545,948 616,319

負債合計 3,385,806 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 18,942 △61,268

自己株式 △384 △384

株主資本合計 1,762,316 1,844,813

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △9,073 △5,185

為替換算調整勘定 △118,135 △96,471

評価・換算差額等合計 △127,209 △101,656

少数株主持分 63,103 70,681

純資産合計 1,698,210 1,813,837

負債純資産合計 5,084,017 4,471,841
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成20年11月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成21年11月30日) 

売上高 1,245,533 687,799

売上原価 868,009 515,850

売上総利益 377,523 171,949

販売費及び一般管理費 353,062 262,065

営業利益又は営業損失（△） 24,461 △90,116

営業外収益   

受取利息 2,129 546

受取配当金 398 51

デリバティブ評価益 － 193

補助金収入 2,189 663

助成金収入 － 2,883

その他 798 911

営業外収益合計 5,516 5,249

営業外費用   

支払利息 10,859 10,290

たな卸資産廃棄損 845 845

為替差損 171,613 16,589

デリバティブ評価損 91 －

その他 1,175 500

営業外費用合計 184,585 28,226

経常損失（△） △154,606 △113,092

特別利益   

固定資産売却益 425 2,371

受取補償金 － 35,454

特別利益合計 425 37,826

特別損失   

固定資産売却損 6,590 －

固定資産除却損 612 61

臨時損失 － 11,495

特別損失合計 7,203 11,556

税金等調整前四半期純損失（△） △161,384 △86,822

法人税、住民税及び事業税 5,233 3,740

過年度法人税等戻入額 － △425

法人税等調整額 △66,375 △63

法人税等合計 △61,141 3,251

少数株主損失（△） △5,367 △7,577

四半期純損失（△） △94,875 △82,496
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成20年11月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成21年11月30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（△） △161,384 △86,822

減価償却費 20,841 19,176

受取利息及び受取配当金 △2,528 △597

支払利息 10,859 10,290

為替差損益（△は益） 105,599 20,433

固定資産除却損 612 61

有形固定資産売却損益（△は益） 6,164 △2,371

受取補償金 － △35,454

売上債権の増減額（△は増加） 194,144 △52,457

たな卸資産の増減額（△は増加） △210,142 △162,355

仕入債務の増減額（△は減少） 60,492 180,379

その他 △12,604 61,768

小計 12,055 △47,948

利息及び配当金の受取額 2,463 578

利息の支払額 △13,229 △11,169

法人税等の支払額 △7,708 △6,558

法人税等の還付額 181 1,221

営業活動によるキャッシュ・フロー △6,238 △63,876

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） △11,205 10,000

有形固定資産の取得による支出 △6,522 △2,690

有形固定資産の売却による収入 12,020 2,720

無形固定資産の取得による支出 △1,009 △614

その他 △1,416 174

投資活動によるキャッシュ・フロー △8,134 9,589

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） 424,000 638,400

長期借入金の返済による支出 △118,817 △103,258

リース債務の返済による支出 － △252

配当金の支払額 △27,494 △77

財務活動によるキャッシュ・フロー 277,688 534,811

現金及び現金同等物に係る換算差額 △123,328 △32,960

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 139,987 447,564

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 1,230,426 1,817,786
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 該当事項はありません。  

前第１四半期連結累計期間（自平成20年９月１日 至平成20年11月30日） 

  

当第１四半期連結累計期間（自平成21年９月１日 至平成21年11月30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  1,084,170  161,362  1,245,533  ―  1,245,533

(2）セグメント間の内部売上高又は振

替高 
 606  59,767  60,374  △60,374  ―

計  1,084,777  221,130  1,305,907  △60,374  1,245,533

営業利益又は営業損失（△）  92,403  △11,016  81,387  △56,925  24,461

  
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  520,200  167,599  687,799 ―  687,799

(2）セグメント間の内部売上高又は振

替高 
―  50  50  △50 ― 

計  520,200  167,650  687,850  △50  687,799

営業損失（△）  △41,025  △19,749  △60,774  △29,341  △90,116

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 

10

株式会社ｱﾄﾞﾃｯｸﾌﾟﾗｽﾞﾏﾃｸﾉﾛｼﾞｰ(6668)平成22年８月期第１四半期決算短信

10



前第１四半期連結累計期間（自平成20年９月１日 至平成20年11月30日） 

  

当第１四半期連結累計期間（自平成21年９月１日 至平成21年11月30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１四半期連結累計期間（自平成20年９月１日 至平成20年11月30日） 

  

当第１四半期連結累計期間（自平成21年９月１日 至平成21年11月30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  667,456  169,704  408,371  1,245,533  ―  1,245,533

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 469,633  8,538  72,437  550,609  △550,609  ―

計  1,137,090  178,242  480,809  1,796,143  △550,609  1,245,533

営業利益  62,436  5,496  11,372  79,304  △54,843  24,461

  
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  387,766  115,235  184,797  687,799 ―  687,799

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 242,432  1,025  3,870  247,327  △247,327 ― 

計  630,198  116,261  188,667  935,127  △247,327  687,799

営業利益又は営業損失

（△） 
 △51,939  5,667  △9,659  △55,932  △34,183  △90,116

〔海外売上高〕

  米国 アジア地域 欧州 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  169,734  67,969  408,371  646,076

Ⅱ 連結売上高（千円）  ―  ―  ―  1,245,533

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 13.6  5.5  32.8  51.9

  米国 アジア地域 欧州 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  115,235  39,159  184,797  339,193

Ⅱ 連結売上高（千円） ― ― ―  687,799

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 16.7  5.7  26.9  49.3
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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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