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1. 平成26年8月期第2四半期の連結業績（平成25年9月1日～平成26年2月28日） 

（注）当社は、平成25年12月１日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定
して１株当たり四半期純利益を算定しております。 

(2) 連結財政状態 

（注）当社は、平成25年12月１日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定
して１株当たり純資産を算定しております。  

(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 ％

26年8月期第2四半期 2,092 31.5 85 ― 108 ― 62 ―
25年8月期第2四半期 1,591 △33.1 △91 ― △60 ― △71 ―

（注）包括利益 26年8月期第2四半期 83百万円 （―％） 25年8月期第2四半期 △1百万円 （―％）

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

26年8月期第2四半期 72.88 ―
25年8月期第2四半期 △82.95 ―

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

26年8月期第2四半期 5,285 2,349 42.2 2,600.20
25年8月期 4,388 2,265 49.1 2,510.18
（参考）自己資本 26年8月期第2四半期 2,232百万円 25年8月期 2,154百万円

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 
当社は、平成25年12月１日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っております。 

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

25年8月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
26年8月期 ― 10.00
26年8月期（予想） ― 10.00 20.00

3. 平成26年 8月期の連結業績予想（平成25年 9月 1日～平成26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 ： 有 
（業績予想の修正について） 
連結業績予想の修正については、本日（平成26年４月11日）公表いたしました「第２四半期（累計）業績予想と実績値との差異及び通期業績予想の修正に関す
るお知らせ」をご参照ください。 
 
（株式分割について） 
当社は、平成25年12月１日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っております。１株当たり当期純利益については、当該株式分割を考慮した金
額を記載しております。 

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 5,057 35.1 378 ― 413 ― 190 ― 221.62



(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 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

当社は、平成25年12月１日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っております。上記の株式数は、当該株式分割が前連結会計年度の期
首に行われたと仮定し算定しております。 

※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 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
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。 
 
（株式分割について） 
当社は、平成25年10月31日開催の取締役会において、株式の分割及び単元株制度の採用について決議し、平成25年12月１日を効力発生日として普通株式１
株を100株へ分割し、単元株式数を100株としております。 

※ 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 ： 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） 26年8月期2Q 858,600 株 25年8月期 858,600 株
② 期末自己株式数 26年8月期2Q 200 株 25年8月期 200 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年8月期2Q 858,400 株 25年8月期2Q 858,400 株
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（１）経営成績に関する説明 

 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、経済対策や金融政策を背景に円高修正、株高が進行し、企

業収益や個人消費の改善が見られるなど、回復基調で推移いたしました。世界経済は、米国及び欧州地域の経済

環境は持ち直しの兆しがあるものの、新興国経済の成長率が鈍化するなど、依然として不透明な状況で推移いた

しました。 

 このような状況のもと、当社グループの半導体・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が好調に推移し、主要半導体メーカーの設備投資が積極的に実施されるなど、回復基調で

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、研究機関向けの加速器用電源及び医療機関向けの粒子線

がん治療装置用電源の出荷など、引き続き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2,092,966千円（前年同期比31.5％

増加）、営業利益は85,056千円（前年同期は営業損失91,169千円）、経常利益は108,693千円（前年同期は経常

損失60,794千円）、四半期純利益は62,563千円（前年同期は四半期純損失71,202千円）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、半導体メモリーの需要増加に伴う半導体メーカーの設備投

資が回復基調で推移したことにより、売上高は1,495,039千円（前年同期比53.4％増加）、営業利益は56,714千

円（前年同期は営業損失133,735千円）となりました。 

 研究機関・大学関連事業（ＩＤＸ）におきましては、研究機関及び医療機関向けの電源出荷により、売上高は

597,926千円（前年同期比3.0％減少）、営業利益は27,799千円（前年同期比33.0％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24年９月１日 
至 平成25年２月28日） 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成25年９月１日 
至 平成26年２月28日） 

 金額（千円）  金額（千円） 

売上高  1,591,316  2,092,966

売上総利益  478,419    701,107

営業利益又は営業損失（△）  △91,169  85,056

経常利益又は経常損失（△）  △60,794  108,693

四半期純利益又は四半期純損失（△）  △71,202  62,563
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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）財政状態に関する説明 

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、受取手形及び売掛金の増加等により、前連結会計年度末

と比較して897,474千円増加し、5,285,677千円となりました。 

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

比較して813,657千円増加し、2,936,499千円となりました。 

 当第２四半期連結会計期間末の純資産合計は、四半期純利益の計上による利益剰余金の増加等により、前連結

会計年度末と比較して83,816千円増加し、2,349,177千円となりました。 

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59,671千円増加し、当第２四半期連結会計期間末は870,134千円となりました。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442,445千円（前年同期は93,772千円の使用）となりました。 

 これは、主に税金等調整前四半期純利益112,928千円等の資金増加要因、たな卸資産の増加額575,118千円等の

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190,503千円（前年同期は26,540千円の使用）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169,466千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673,524千円（前年同期は288,583千円の獲得）となりました。 

 これは、主に短期借入金の純増加額250,000千円及び長期借入れによる収入770,000千円等の資金増加要因、長

期借入金の返済による支出345,432千円等の資金減少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24年９月１日 
至 平成25年２月28日） 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成25年９月１日 
至 平成26年２月28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）  974,831    △133,735  1,495,039  56,714

研究機関・大学関連事業（ＩＤＸ）  616,485  41,486  597,926  27,799

合計  1,591,316  △92,249  2,092,966  84,514
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（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 半導体・液晶関連事業（当社等）におきましては、半導体メーカーの設備投資はしばらく堅調に推移するものと

見込んでおり、海外生産体制（ベトナム・韓国）を強化し、納期・コストの対応を進めてまいります。また、リモ

ートプラズマ装置の顧客評価の準備を進めており、今後の受注獲得に向けての活動を展開してまいります。 

 研究機関・大学関連事業（ＩＤＸ）におきましては、医療機関における粒子線がん治療装置用電源の受注獲得の

ため、設計・生産体制を整備するとともに、コスト削減に努めてまいります。 

  

 平成26年８月期通期の連結業績予想について見直しを行っております。詳細につきましては、本日（平成26年４

月11日）公表の「第２四半期（累計）業績予想と実績値との差異及び通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご

参照ください。   

（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 

該当事項はありません。 

   

   

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25年８月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成26年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 970,463 1,030,134

受取手形及び売掛金 866,196 961,185

製品 420,702 381,142

仕掛品 556,856 1,109,027

原材料及び貯蔵品 681,252 726,424

前払費用 33,231 35,576

繰延税金資産 81,297 50,938

未収入金 25,330 65,810

その他 8,669 27,107

貸倒引当金 △912 －

流動資産合計 3,643,087 4,387,347

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,089,412 1,077,930

減価償却累計額 △662,076 △673,229

建物及び構築物（純額） 427,336 404,701

車両運搬具 20,443 27,261

減価償却累計額 △16,791 △17,074

車両運搬具（純額） 3,651 10,187

工具、器具及び備品 652,740 700,901

減価償却累計額 △527,002 △549,598

工具、器具及び備品（純額） 125,737 151,303

土地 65,926 193,077

有形固定資産合計 622,652 759,269

無形固定資産 40,308 51,153

投資その他の資産   

投資有価証券 30,707 29,853

繰延税金資産 1,445 1,080

その他 66,399 73,159

貸倒引当金 △16,398 △16,188

投資その他の資産合計 82,154 87,905

固定資産合計 745,115 898,329

資産合計 4,388,202 5,285,677
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年８月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成26年２月28日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 100,299 258,507

短期借入金 850,000 1,100,000

1年内返済予定の長期借入金 439,160 483,654

未払金 73,115 65,210

未払費用 42,203 29,301

リース債務 1,718 1,381

未払法人税等 6,925 13,560

その他 37,901 42,082

流動負債合計 1,551,323 1,993,697

固定負債   

社債 50,000 50,000

長期借入金 426,777 806,851

リース債務 3,332 2,647

繰延税金負債 12,243 12,885

資産除去債務 72,109 63,058

その他 7,056 7,359

固定負債合計 571,517 942,801

負債合計 2,122,841 2,936,499

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 489,877 552,441

自己株式 △384 △384

株主資本合計 2,233,251 2,295,815

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,516 717

為替換算調整勘定 △80,028 △64,517

その他の包括利益累計額合計 △78,512 △63,800

少数株主持分 110,621 117,163

純資産合計 2,265,361 2,349,177

負債純資産合計 4,388,202 5,285,677
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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24年９月１日 
 至 平成25年２月28日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年９月１日 
 至 平成26年２月28日) 

売上高 1,591,316 2,092,966

売上原価 1,112,896 1,391,858

売上総利益 478,419 701,107

販売費及び一般管理費 569,589 616,050

営業利益又は営業損失（△） △91,169 85,056

営業外収益   

受取利息 542 716

受取配当金 157 170

為替差益 22,223 10,672

デリバティブ評価益 21 －

受取手数料 14,292 18,058

補助金収入 450 1

貸倒引当金戻入額 1,126 1,122

その他 6,855 11,683

営業外収益合計 45,669 42,424

営業外費用   

支払利息 11,089 10,411

たな卸資産廃棄損 2,428 6,793

その他 1,776 1,582

営業外費用合計 15,294 18,787

経常利益又は経常損失（△） △60,794 108,693

特別利益   

固定資産売却益 156 1

資産除去債務戻入益 － 4,846

特別利益合計 156 4,847

特別損失   

固定資産売却損 － 548

固定資産除却損 281 64

特別損失合計 281 612

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（△）

△60,919 112,928

法人税、住民税及び事業税 5,603 11,814

過年度法人税等戻入額 △6,106 －

法人税等調整額 298 32,016

法人税等合計 △204 43,830

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（△）

△60,715 69,098

少数株主利益 10,486 6,534

四半期純利益又は四半期純損失（△） △71,202 62,563
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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24年９月１日 
 至 平成25年２月28日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年９月１日 
 至 平成26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（△）

△60,715 69,098

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 5,950 △799

為替換算調整勘定 53,119 15,510

その他の包括利益合計 59,070 14,711

四半期包括利益 △1,645 83,809

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △12,131 77,274

少数株主に係る四半期包括利益 10,486 6,534
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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24年９月１日 
 至 平成25年２月28日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年９月１日 
 至 平成26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（△）

△60,919 112,928

減価償却費 40,888 45,484

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,126 △1,122

受取利息及び受取配当金 △700 △886

支払利息 11,089 10,411

為替差損益（△は益） △20,890 △14,232

固定資産除却損 281 64

有形固定資産売却損益（△は益） △156 546

資産除去債務戻入益 － △4,846

売上債権の増減額（△は増加） 254,867 △103,652

たな卸資産の増減額（△は増加） △248,830 △575,118

仕入債務の増減額（△は減少） △540 155,261

その他 △43,216 △46,460

小計 △69,252 △421,621

利息及び配当金の受取額 653 803

利息の支払額 △11,352 △10,813

法人税等の支払額 △20,559 △15,615

法人税等の還付額 6,739 4,801

営業活動によるキャッシュ・フロー △93,772 △442,445

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） － △4,800

有形固定資産の取得による支出 △25,600 △169,466

有形固定資産の売却による収入 758 97

無形固定資産の取得による支出 △1,556 △17,498

その他 △142 1,165

投資活動によるキャッシュ・フロー △26,540 △190,503

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） 403,400 250,000

長期借入れによる収入 180,000 770,000

長期借入金の返済による支出 △285,082 △345,432

リース債務の返済による支出 △1,195 △1,021

配当金の支払額 △8,538 △21

財務活動によるキャッシュ・フロー 288,583 673,524

現金及び現金同等物に係る換算差額 52,700 19,096

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 220,971 59,671

現金及び現金同等物の期首残高 645,593 810,463

現金及び現金同等物の四半期末残高 866,564 870,134
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該当事項はありません。  

該当事項はりません。   

Ⅰ 前第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。  

   

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成25年９月１日 至 平成26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．セグメント利益の調整額542千円は、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。   

（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（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  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

    
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  1,495,039  597,926  2,092,966 －  2,092,966

セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 48,653  3,088  51,742  △51,742 － 

計  1,543,693  601,014  2,144,708  △51,742  2,092,966

セグメント利益  56,714  27,799  84,514  542  85,056
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