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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

  

(注) １ 当社は第52期より連結財務諸表を作成しております。 

２ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

３ 当社は第52期より証券取引法第193条の２の規定に基づき、監査法人トーマツの監査を受けております。 

４ 第54期までの潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在していないため記載しておりません。 

５ 第53期までの株価収益率については、当社株式は非上場であり、かつ店頭登録もしておりませんので記載しておりませ

ん。 

６ 第55期において平成17年５月17日付で株式１株を２株の割合で分割しております。 

回次 第51期 第52期 第53期 第54期 第55期 

決算年月 平成14年３月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 

売上高 (千円) ― 2,008,196 2,339,083 2,508,084 2,618,581 

経常利益 (千円) ― 180,075 402,298 313,213 338,985 

当期純利益 (千円) ― 85,937 215,332 141,664 220,099 

純資産額 (千円) ― 915,886 1,126,109 2,073,711 2,280,611 

総資産額 (千円) ― 2,935,258 3,130,860 3,628,028 3,792,092 

１株当たり純資産額 (円) ― 283.75 348.03 512.97 284.51 

１株当たり当期純利益 (円) ― 23.61 62.75 39.65 27.28 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

(円) ― ― ― ― 27.25

自己資本比率 (％) ― 31.2 36.0 57.2 60.1 

自己資本利益率 (％) ― 9.7 21.1 8.9 10.1 

株価収益率 (倍) ― ― ― 15.99 17.23 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) ― △68,316 134,017 232,976 357,519

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) ― △74,732 △23,078 △520,256 △390,143

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) ― △1,963 △153,822 651,547 △276,112

現金及び現金同等物の 
期末残高 

(千円) ― 202,556 157,464 521,640 236,703

従業員数 
(外、平均臨時雇用者数) 

(人) 
― 
(―)

95
(66)

92
(69)

103 
(55)

124
(56)



(2) 提出会社の経営指標等 

  

(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 当社は第52期より証券取引法第193条の２の規定に基づき、監査法人トーマツの監査を受けており、それ以前については

当該監査を受けておりません。 

３ 第54期までの潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在していないため記載しておりません。 

４ 第53期までの株価収益率については、当社株式は非上場であり、かつ店頭登録もしておりませんので記載しておりませ

ん。 

５ 第52期より「１株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第２号)及び「１株当たり当期純利益に関する会計

基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第４号)を適用しております。 

６ 第55期において平成17年５月17日付で株式１株を２株の割合で分割しております。 

回次 第51期 第52期 第53期 第54期 第55期 

決算年月 平成14年３月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 

売上高 (千円) 1,577,439 2,003,756 2,338,021 2,506,915 2,617,138 

経常利益 (千円) 96,721 130,445 223,053 115,573 197,945 

当期純利益 (千円) 21,162 65,228 137,982 20,740 133,045 

資本金 (千円) 440,425 440,425 440,425 748,125 748,125 

発行済株式総数 (千株) 3,292 3,292 3,292 4,142 8,285 

純資産額 (千円) 914,012 946,795 1,079,667 1,906,345 2,034,546 

総資産額 (千円) 2,192,553 2,319,312 2,347,244 2,940,909 3,151,170 

１株当たり純資産額 (円) 277.60 293.43 333.49 471.57 253.81 

１株当たり配当額 
(うち１株当たり 
中間配当額) 

(円) 
3.00 

(―)

5.00

(―)

8.00

(―)

8.00 

(―)

7.00

(―)

１株当たり当期純利益 (円) 6.42 17.17 38.52 5.80 16.49 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

(円) ― ― ― ― 16.47

自己資本比率 (％) 41.7 40.8 46.0 64.8 64.6 

自己資本利益率 (％) 2.3 7.0 13.6 1.4 6.8 

株価収益率 (倍) ― ― ― 109.31 28.50 

配当性向 (％) 46.7 29.1 20.8 137.8 42.4 

従業員数 
(外、平均臨時雇用者数) 

(人) 
49 
(9)

61
(8)

56
(14)

65 
(16)

66
(13)



２ 【沿革】 

  

  

年月 事項 

昭和26年４月 精密機械部品加工業として東京都大田区に株式会社妙徳製作所設立(資本金20万円) 

昭和45年４月 矢口工場(東京都大田区)、水沢工場(岩手県水沢市)を新設 

昭和47年４月 空気エジェクタ式真空発生器『コンバム』の商標でCV-05、CV-10の２機種を発売 

昭和55年５月 仙台工場(宮城県黒川郡)を新設 

昭和57年１月 株式会社妙徳に商号変更 

昭和57年６月 製品開発拠点として、矢口工場を技術開発センターに変更 

昭和58年５月 大阪(大阪府守口市)・名古屋(愛知県名古屋市)・福岡(福岡県福岡市)に営業所を開設 

昭和59年６月 水沢工場を岩手県江刺市に移転し名称を岩手工場に変更 

昭和63年７月 株式会社秋田妙徳(秋田県北秋田郡)設立 

平成元年４月 
岩手工場を株式会社岩手妙徳、仙台工場を株式会社仙台妙徳(平成12年12月資本関係を解消)とし
て各々分社化 

平成２年10月 株式会社秋田妙徳にて真空センサ(MVS-030)開発 

平成10年８月 株式会社岩手妙徳を株式会社コンバムコーポレーションに商号変更 

平成15年４月 中国上海に上海妙徳空覇睦貿易有限公司を設立 

平成16年９月 韓国安養市に妙徳韓国株式会社を設立 

平成16年10月 株式会社ジャスダック証券取引所に株式を上場 

平成17年10月 株式会社コンバムコーポレーションを存続会社とし株式会社秋田妙徳を解散会社とする吸収合併 



３ 【事業の内容】 

当社グループは、当社、連結子会社(㈱コンバムコーポレーション、上海妙徳空覇睦貿易有限公司及び妙徳韓国㈱)

の計３社で構成されており、真空機器及び関連製品の製造、国内外での製品等の販売を主な事業として取り組んでお

ります。したがいまして当該事業以外に事業の種類がありませんので、事業の種類別セグメント情報の記載に代え事

業部門で記載をしております。 

当グループの事業に係る位置付け及び事業部門との関連は、次のとおりであります。 

真空機器及び関連製品の開発、製造……＜主な関係会社＞㈱コンバムコーポレーション 

                   (主な製品：真空発生器、真空吸着パッド、圧力センサ等) 

真空機器及び関連製品の販売……………＜主な関係会社＞上海妙徳空覇睦貿易有限公司 

妙徳韓国㈱ 

                   (主な製品：真空発生器、真空吸着パッド、圧力センサ等) 

  

全ての製品の開発の取りまとめ及び販売に関しましては、当社が行っております。 

  

なお、当社グループが取扱う製品の内容は以下のとおりです。 

  ・コンバム・・・・・エジェクタ式真空発生器の当社の呼称であり、圧縮空気を利用し真空を発生させる機器で

す。主として、各種製造工場における各工程の自動化装置に使用されます。 

  ・真空吸着パッド・・コンバムに取り付けられ、対象物を把持するために使用される吸着用のパッドです。 

  ・圧力センサ・・・・圧力の変化を検知するために使用されるセンサです。 

  ・その他・・・・・・フィルター等のコンバムの附属関連品の他、真空ポンプ、ミニシリンダ等の空気圧ラインに

使用される製品等です。 

  



[事業系統図] 

  

 
  

(注) 平成18年４月１日付けで当社は、株式会社コンバムコーポレーションを吸収合併いたしました。 



４ 【関係会社の状況】 

  

(注) 上記のうち株式会社コンバムコーポレーションは特定子会社に該当します。 

なお、平成18年４月１日付けで当社は、株式会社コンバムコーポレーションを吸収合併いたしました。 

  

５ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

平成18年３月31日現在 

(注) １ 従業員数は、就業人員であり、臨時雇用者は( )内に年間の平均人員を外数で記載しております。 

２ 当社及び連結子会社は、単一事業分野において営業を行っており、単一事業部門で組織されているため従業員数は全社共

通としております。 

３ 従業員数は、最近１年間において14名増加しておりますが、主な要因は当連結会計年度より上海妙徳空覇睦貿易有限公司

及び妙徳韓国株式会社を連結の範囲に含めたことによるものであります。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成18年３月31日現在 

(注) １ 従業員数は、就業人員であり、臨時雇用者数は、( )内に年間の平均人員を外数で記載しております。 

２ 従業員数は、最近１年間において1名増加しております。主な要因は業容拡大に備えた増員並びに退職に伴う欠員の補充

で、採用による増員12名(内新卒採用2名)、退職による減員11名であります。 

  

(3) 労働組合の状況 

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 

  

名称 住所 
資本金又は 
出資金 
(百万円) 

主要な事業
の内容 

議決権の所有
(被所有)割合 
(％) 

関係内容 

(連結子会社)       

株式会社コンバム 
コーポレーション 岩手県奥州市 460 

真空機器及び
関連製品の開
発・製造 

100.0

当社のコンバム、真空吸着パッド及び圧力セン
サ等を製造しております。 
資金援助(債務保証を含む)も行っております。
役員の兼任 ４名 

上海妙徳空覇睦 
貿易有限公司 中国上海市 31 

(28万US$) 

空気圧機器、空
気圧装置及び部
品等の販売 

100.0

当社のコンバム、真空吸着パッド及び圧力セン
サを販売しております。 
資金援助も行っております。 
役員の兼任 ３名 

妙徳韓国株式会社 韓国安養市 9 

(1億ウオン) 

空気圧機器、空
気圧装置及び部
品等の販売 

100.0

当社のコンバム、真空吸着パッド及び圧力セン
サを販売しております。 
資金援助も行っております。 
役員の兼任 １名 

区分 従業員数(名) 

全社共通 
124 
(56) 

合計 
124 
(56) 

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(円) 

66(13) 35.4 4.6 4,990,766 



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当連結会計年度におけるわが国経済は、国内需要は好調な企業業績に支えられ個人消費が回復するとともに、

民間設備投資の底堅さが持続し、海外需要も米国、中国向け輸出が伸び、昨年夏にいわゆる「景気の踊り場」を

脱出し、後半には景気は回復の勢いを強めましたが、原油に加え諸資材の高騰並びに米国及び中国経済に不安を

抱え、景気の持続性に懸念を残す状況下にありました。 

当業界におきましても、ＩＴ関連分野では、前半は生産調整の影響を受け需要は伸び悩みましたが、後半には

需要が回復し、自動車関連市場では堅調な需要があり、その他の市場でも好調な民間設備投資に支えられ総じて

需要を押し上げました。 

この様な環境下で当社グループは、堅調な自動車関連市場に環境を重視した新製品を投入し拡販を図るととも

に、国内はもとより海外の展示会への出展、楽天市場への出店等により市場の認知度を高め、需要の増大に注力

いたしました。内部管理面ではＴＣＲ(トータルコストリダクション)活動を導入し、固定費の圧縮を推進し、内

部改革による利益の創造に取り組みました。また、生産面では、昨年10月１日に生産子会社の㈱コンバムコーポ

レーションと㈱秋田妙徳を合併し、最適地生産を追及するとともに、㈱コンバムコーポレーション岩手事業所に

工場を増設し、生産性向上等によるコストダウンに努めました。 

この結果、当連結会計年度の業績につきましては、連結売上高は2,618百万円(前年同期比104.4%)と伸長いたし

ました。一方、当連結会計年度より海外販売子会社を連結対象にしたことによる固定費負担増並びに新コンピュ

ーターシステム導入による償却負担等により販管費が増加しましたが、為替差益等営業外収益の増加もあり、連

結経常利益は338百万円(前年同期比108.2%)、連結当期純利益は220百万円(前年同期比155.4%)となり、増収増益

を確保いたしました。 

  

(2) キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度に比べ2億8千4百万円

減少し、2億3千6百万円となりました。 

当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、以下のとおりであります。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

当連結会計年度において、営業活動の結果得られた資金は、3億5千7百万円(前年同期は2億3千2百万円のプラ

ス)となりました。これは、たな卸資産の増加に伴う資金支出要因等がありましたが、税金等調整前当期純利益、

仕入債務の増加等によるものです。 

(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、3億9千万円(前年同期は5億2千万円のマイナス)となりました。 

これは、資金運用に係わる有価証券の償還による収入がありましたが、工場の増設に伴う建物の取得及び新コン

ピュータシステム導入による支出等によるものです。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動の結果使用した資金は、2億7千6百万円(前年同期は6億5千1百万円のプラス)となりました。これは、

短期並びに長期借入金により資金調達を行ないましたが、長期借入金の返済等の支出によるものです。 

  

２ 【生産、受注及び販売の状況】 

前連結会計年度及び当連結会計年度において、当社グループは真空機器関連製品の専門メーカーとして、同一セグ



メントに属する真空機器及び真空機器関連製品等の製造、国内外での販売を行っております。 

(1) 生産実績 

当連結会計年度の生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

  

(注) １ 金額は製造原価によっております。  

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(2) 受注状況 

当連結会計年度の受注状況を事業の種類別セグメントごとに示すと次のとおりであります。 

  

(注) １ 金額は販売価格によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３ 品目別の受注状況は次のとおりであります。 

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

事業の種類別セグメントの名称 

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

(千円) 

前年同期比(％) 

真空機器及び関連製品 1,015,778 109.7 

事業の種類別セグメントの名称 

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

受注高(千円) 前年同期比(％) 受注残高(千円) 前年同期比(％) 

真空機器及び関連製品 2,712,131 110.2 129,330 148.5 

品目別 

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

金額(千円) 割合(％) 金額(千円) 割合(％) 

コンバム 829,554 33.7 1,004,778 37.0 

真空吸着パッド 1,036,223 42.1 1,096,913 40.4 

圧力センサ 348,808 14.2 357,628 13.2 

その他 246,452 10.0 252,810 9.4 

合計 2,461,038 100.0 2,712,131 100.0 



(3) 販売実績 

当連結会計年度の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

  

(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 品目別の販売実績は次のとおりであります。 

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３ 最近２連結会計年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。 

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

事業の種類別セグメントの名称 

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

(千円) 

前年同期比(％) 

真空機器及び関連製品 2,618,581 104.4 

品目別 

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

金額(千円) 割合(％) 金額(千円) 割合(％) 

コンバム 827,557 33.0 922,695 35.2 

真空吸着パッド 1,051,044 41.9 1,115,321 42.6 

圧力センサ 369,591 14.7 321,261 12.3 

その他 259,891 10.4 259,301 9.9 

合計 2,508,084 100.0 2,618,581 100.0 

相手先 

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

金額(千円) 割合(％) 金額(千円) 割合(％) 

株式会社日伝 487,644 19.4 584,968 22.3 

シーケーディ株式会社 264,378 10.5 258,992 9.9 

ダイドー株式会社 263,687 10.5 201,385 7.7 



３ 【対処すべき課題】 

わが国経済は、いわゆる「景気の踊り場」を脱出し景気は再浮揚いたしましたが、原油に加え諸資材の高騰が与え

る企業業績への影響並びに米国及び中国経済に不安を抱え、景気回復の持続力に懸念を払拭できない状況下にありま

す。 

当業界におきましては、海外発のリスクが強まらない限り、引き続き堅調な民間設備投資に支えられ、全般には底

固く堅調な需要を期待できる状況下にあると予測されます。 

このような環境下で、当社は、真空機器に加え空気圧機器全般を取り扱い、真空機器販売との相乗効果を図るとと

もに、堅調な自動車関連市場に環境を重視した新製品を投入し、ＩＴ(情報技術)関連分野には、より大型化する液晶

パネル等の搬送用向けに非接触搬送装置等新製品を提案する等、国内外の需要を更に掘り起こし拡販を図り、組織面

では、４月１日をもって生産子会社の㈱コンバムコーポレーションと合併し、国内組織を統合することにより、組

織・業務の見直しによる高効率経営を追求し、生産面では、岩手新工場増設に伴い、セル生産方式の導入、工程改善

等により原価低減、納期短縮による顧客満足度の向上を推進してまいります。 

  

４ 【事業等のリスク】 

以下に当社グループの事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載しております。ま

た、必ずしも事業上のリスクとは考えていない事項についても、投資家の投資判断上重要と考えられる事項について

は、投資者に対する積極的な情報開示の観点から記載しております。なお、当社グループは、これらのリスク発生の

可能性を認識したうえで、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針でありますが、本株式に関する投資判断

は、以下の事業等のリスクを慎重に検討したうえで行われる必要性があると考えております。なお、文中における将

来に関する事項は、有価証券報告書提出日（平成18年６月28日）現在において当社が判断したものであります。ま

た、以下の記載は本株式への投資に関連するリスク全てを網羅するものではありませんので、この点にご留意下さ

い。 

  

１．主力品であるコンバム、吸着パッドに関して 

当社グループは、真空機器及び関連製品の製造、国内外での製品等の販売を主な事業として取り組んでおりま

す。 

コンバムとは、エジェクタ式真空発生器の呼称として、圧縮空気を利用して真空を発生させる機器です。 

当社グループの平成18年３月期の売上高を製品別に見ますと、コンバムが922,695千円(構成比35.2％)、真空吸着

パッドが1,115,321千円(構成比42.6％)、圧力センサが321,261千円(構成比12.3％)及びその他が259,301千円(構成

比9.9％)となっており、コンバム及び真空吸着パッドを主力品として事業を展開しております。 

コンバム及び真空吸着パッドは、主として、各種製造工場における各工程の自動化装置において、対象物を吸着

固定、吸着搬送等のための把持部分として使用されております。各種製造業とりわけ、半導体製造装置及び電子機

器部品製造装置への利用割合が57.0%（当社推定）となっております。 

当社製品のユーザーのほとんどは産業機械業界であり、品質面、価格面での要望もありますが、短納期の要求が

極めて高く、当社グループは、厳しい納期管理に対応するため、ユーザーの需要予測に基づく計画生産を推進して

おります。しかし、当社製品が多品種であることから、需要予測が困難であり、需要予測が外れた場合にはメーカ

ーの納期に間に合わず、場合によっては失注となることもあります。このため当社ではユーザーの設備投資情報を

いち早く収集、分析し、その動向に敏速に対応できるよう注力しておりますが、十分に対応し得ない場合には、当

社の業績に影響を与える可能性があります。 

なお、製品の開発設計に関しましては、当社及び子会社の開発部門が行い、生産につきましては、材料調達から

出荷検査までを主として連結子会社（株式会社コンバムコーポレーション）が行っております。 

(1) コンバムの構造等 



コンバム(エジェクタ式真空発生器)の基本構造は、一対のノズルとノズルで絞られた圧縮空気を高速度で効率

よく流すための管であるディフューザから構成されます(下図参照)。ノズルからディフューザへ向かって空気の

高速の流れを発生させると(Ａの部分)、ノズルとディフューザ間の周囲空間の流体を吸引し、真空が発生します

(Ｂの部分)。この真空発生部分に真空吸着パッドを取り付け、各種対象物の把持を行います。 

 
吸込み流量と真空圧力の関係はほぼ反比例関係であり、長年の技術の蓄積により、最適なノズルとディフュー

ザの形状を導き出しております。 

各種工場の自動化装置における対象物の吸着固定のための真空発生方式は、大別して、エジェクタ方式と真空

ポンプ方式の２種類があります。 

コンバムは高速の空気が流れるノズル及びディフューザから構成されており、高速な空気の流れは工場に既に

設置してある圧縮空気ラインを利用します。したがって、圧縮空気ラインが設置されていない工場にはコンバム

を使用して真空を発生させることはできず、真空ポンプ等を使用して真空を発生させております。 

当社グループは真空ポンプの取扱いもしておりますが、平成18年３月期の販売実績は僅少であります。 

なお、コンバムの使用耐久年数は使用される環境や使用頻度によって変わりますが、２年から４年程度が一般

的なサイクルとなっております。この年数は、稼働部に使用されておりますパッキンの磨耗が発生することを踏

まえた年数です。空気圧機器は性能を維持するために一般的に２年毎の点検をうたっており、これらのメンテナ

ンス状況により耐久年数は変化いたします。 

(2) 真空吸着パッドの構造等 

当社の真空吸着パッドとは、真空機器要素の中の把持要素に分類され、主にゴム製の成型パッドで、大気圧と

真空圧の差圧によりワークを吸着するものであります。一般的には、対象物を吸着（接触）する部分はゴム製、

パッドを保持する部分（取付部）は、金属または樹脂製で構成されております。 

パッド形状は、平形・ジャバラ・深形・長円・薄型などがあり、その吸着パッド径は1.5mmから200mmにおよび

ます。吸着力は、計算理論値より求め、その結果に対し、安全率を加えて、使用する真空吸着パッドを選定いた

します。 

当社では、真空吸着パッドを人間の指として捉え、様々な形状・材質で真空吸着パッドを作る事により、多く

の吸着を可能にしております。平成18年３月末現在、当社の真空吸着パッドの種類は、18シリーズあり、パッド

径や材質で7,000種類以上の組み合わせが可能で、ユーザーのニーズに対応するため、多様な品種を取扱っており

ます。反面、特殊品等は在庫が長期化することもあり、当社グループは需要予測にもとづいて製造を実施してお

りますが、たな卸資産の廃棄損が発生し、業績に影響を受ける可能性もあります。  

なお、真空吸着パッドの耐久年数は、サイズ・形状・押し付け方等により異なります。一般的に直径φ2mm～φ

10mmの小型吸着パッドで１ヶ月程度、直径φ15mm～φ50mmの中型の真空吸着パッドで３ヶ月程度、直径φ60mm～φ

200mmの大型の真空吸着パッドで６ヶ月程度が耐久年数となります。 

  



２．代理店経由の販売方法について 

(1) 国内販売 

当社は、エンドユーザーに対して、製品性能の説明、品質改善要求への対応等を行っておりますが、販売はＦ

Ａ機器の専門商社を中心に代理店販売を活用する営業展開を図っており、当社グループの平成18年３月期の売上

高の95％以上が代理店販売を経由した販売となっております。 

その結果、株式会社日伝、シーケーディ株式会社及びダイドー株式会社に対する売上金額は下表のとおりとな

っております。 

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

上記３社とは、取引基本契約は締結しておりますが、納入数量、価格等に関する長期納入契約を締結しており

ません。しかし、シーケーディ株式会社には昭和60年、株式会社日伝、ダイドー株式会社は昭和62年以来、当社

は継続的に製品を販売しております。当社としては、製品機能・技術サービスの向上を通じて取引関係の安定を

図っておりますが、主要販売先の購買方針によって当社の業績が影響を受ける場合があります。 

  

(2) 海外販売 

最近２連結会計年度における海外売上高の状況は以下のとおりです。 

当社グループの海外販売は、海外代理店による販売が主であります。当社グループは海外代理店に対して、当

社製品の性能、使用例等に関する説明会の実施、展示会の実施をすること等により代理店の販売支援を行ってお

ります。しかしながら、当該販売支援が当社グループの期待通りの成果をあげなかった場合、あるいは、代理店

の販売方針に変更があった場合には、当社グループの業績に影響を受ける可能性があります。 

  また、北米、南米並びにＥＵ地域に関する当社製品の販売に関しては、米国パーカーハネフィン社と独占販売

権契約を締結しておりますが、北米並びに南米の独占販売契約は、今年10月、欧州につきましては、来年５月に

契約更新期を迎えます。 

パーカーハネフィン社との契約更新内容について協議を重ねておりますが、その動向により、同地域の販売額

に影響を受ける場合があります。 

  

３．当社グループの財政状態、経営成績に影響を与える事項について 

相手先 

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

金額(千円) 割合(％) 金額(千円) 割合(％) 

株式会社日伝 487,644 19.4 584,968 22.3 

シーケーディ株式会社 264,378 10.5 258,992 9.9 

ダイドー株式会社 263,687 10.5 201,385 7.7 

  平成17年３月期 

（千円） 

平成18年３月期 

（千円） 

北 米 地 域 107,083 109,387 

ア ジ ア 地 域 239,577 370,690 

そ の 他 地 域 82,070 49,684 

海 外 売 上 高 428,731 529,761 

海 外 売 上 高 （ ％ ） 17.1 20.2 

合 計 （ 連 結 ベ ー ス ） 2,508,084 2,618,581 



(1) 鉱工業生産活動との関係 

当社グループのユーザーは、そのほとんど全てが、半導体、自動車、電気等のメーカーであり、当社製品の販

売については、鉱工業生産活動による設備投資需要に影響を受ける可能性があります。 

(2) 借入金依存度が高いこと 

当社グループは、設備資金及び運転資金を主として借入金等により調達しており、負債・資本合計に占める有

利子負債の割合は、平成17年３月期で32.1％、平成17年9月期で28.5％、平成18年３月期で25.0％という割合で推

移しております。なお、当社の借入金は、平成18年３月期末残高ベースで固定金利の割合が100％であり、短期的

な金利の変動は受けにくくなっております。今後は資金効率の改善と自己資本の充実による借入金の削減により

財務体質の強化に努める方針であります。 

  

４．会社組織について 

(1) グループの組織体制について 

当社グループは平成18年３月31日現在、単体66名、連結124名の組織であり、内部管理体制もこの当該規模に応

じたものとなっております。今後は事業拡大に伴い、人員の増強と内部管理体制の一層の充実を図る方針であり

ます。 

今後当社の業容が拡大した場合、現状のままでは適切かつ十分な人的・組織的対応ができなくなるおそれがあ

るため、当社は、今後とも人員の増強や社内管理体制の一層の充実を図っていく方針であります。 

(2) 人材の確保 

当社グループにおいては、事業の拡大を行う上で、優秀な技術者の安定確保ならびに育成が重要であると考え

ております。このような認識から、これまで積極的に新卒・中途採用を行ってまいりました。 

今後とも、人材確保のため、新卒・中途採用の強化を図るとともに、技術者に対し技術向上の教育・支援を継

続して実施する方針であります。しかしながら、当社の属する産業機器部品業界とりわけ、真空機器及び関連製

品においては、専門知識、技術及び資格等を有する人材が少なく、必要な人材の確保が計画どおりすすまない、

あるいは人材確保のために想定以上のコスト等を生じる等の可能性があります。このような状況が生じた場合、

業績等に影響を及ぼす可能性があります。 

  

５．法的規制等について 

  (1) 事業に関する法的規制について 

        当社グループの製品及び各事業所を規制する主な法的規制及び行政指導は、以下のとおりであ ります。 

 ・消防法 

 ・廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

 ・水質汚濁防止法 

  特に近年、環境に対する意識の高まりから、環境保護に関する法改正が進められる可能性が考えられます。当

社グループの廃棄物の処理にさらなる規制の強化が図られた場合には、当社グループの業績に影響を受ける可能

性があります。 

  

５ 【経営上の重要な契約等】 

当社とPARKER HANNIFIN CO.との独占販売権契約 

  海外市場への販売を拡大するため、当社は、PARKER  HANNIFIN  CO.と平成13年10月３日に「DISTRIBUTION 

契約会社名 相手方の名称 契約品目 契約内容 契約期間 

㈱妙徳 
PARKER  HANNIFIN 
CO. (米国) 

真空機器及び関連
製品 

北米・南米・欧州地域にお
ける独占販売権の許諾 

平成13年10月３日から 
平成18年10月２日まで 
(以後１年毎自動更新) 



AGREEMENT」を締結し、当社製品の北米・南米地域における独占販売権を許諾いたしました。また、同契約で平成14年５

月22日に欧州地域における独占販売権を追加許諾いたしました。 

  

６ 【研究開発活動】 

当社グループは、ファクトリーオートメーション（FA）の進化、顧客ニーズの多様化に応えるため、産業機械、真

空機器及び関連製品の発展を見据えた研究開発活動を行っております。 

また、市場のグローバル化、価格競争に対応し、品質・機能・性能の向上はもとより、コスト競争力に優れた製品

をスピーディに市場投入することを目標に、当社開発部及び子会社開発担当にて研究開発を進めております。 

当連結会計年度における真空機器及び関連製品の主な開発機種等は、下表のとおりであり、研究開発費は、124,830

千円であります。 

  

  製品群 開発機種等 

    ＭＣ７コンバム 

１ コンバム アクチュエータ制御機能付コンバム 

    コンパット 

    ２高度パッド 

２ 真空吸着パッド リサイクルパッド 

    電子線照射パッド 

３ 圧力センサ パワーメーター 

４ その他 

ツインチューブ用小型エアシリンダ 

浮上搬送ユニット 



７ 【財政状態及び経営成績の分析】 

(1) 重要な会計方針及び見積り 

当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成され

ております。 

この連結財務諸表作成に当たり、過去の実績や状況に応じ合理的と考えられる要因に基づき、見積もり及び判

断を行っているものがあります。 

このため、実際の結果は、見積もり特有の不確実性があるため、これらの見積もりと異なる場合があります。 

当社は、特に以下の重要な会計方針が、当社の連結財務諸表の作成において使用される当社の重要な判断と見

積もりに大きな影響を及ぼすと考えております。 

① 貸倒引当金 

当社グループは、売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸

倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりますが、顧

客の財政状態が悪化し、その支払能力が低下した場合、追加引当が必要となる可能性があります。 

② たな卸資産 

当社グループは、たな卸資産のうち、１年以上滞留し販売見込みのないものにつきましては、廃棄処分をい

たしておりますが、市場環境の変化により販売可能性に差異が生じた場合、追加の損失計上が必要となる可能

性があります。 

(2) 当連結会計年度の経営成績の分析 

① 概要 

当社グループの当連結会計年度の経営成績は、ＩＴ関連分野では、前半は生産調整の影響を受け需要は伸び

悩みましたが、後半には需要が回復し、自動車関連市場では堅調な需要があり、その他の市場でも好調な民間

設備投資に支えられ総じて需要を押し上げました。この様な環境化における当連結会計年度の業績につきまし

ては、連結売上高は2,618,581千円（前年同期比104.4％）と伸長いたしました。一方、当連結会計年度より海

外販売子会社を連結対象にしたことによる固定費負担増並びに新コンピューターシステム導入による償却負担

等により販売費及び一般管理費が増加しましたが、為替差益等営業外収益の増加もあり、連結経常利益は

338,985千円(前年同期比108.2%)、連結当期純利益は220,099千円(前年同期比155.4%)となり、増収増益を確保

いたしました 

② 売上高 

売上高は、海外売上比率が前連結会計年度に比べ3.1ポイント増加し20.2％となりました。国内売上も堅調に

推移し、合計では前連結会計年度に比べ4.4％増収の2,618,581千円となりました。 

③ 売上総利益 

売上原価率は、受注高の増加に伴う生産子会社の操業度の上昇により前連結会計年度に比べ0.4ポイント下が

り44.0％となりました。 

この結果、売上総利益は、前連結会計年度に比べ利益率で0.4ポイント上昇し、金額では5.2％増の1,466,386

千円となりました。 

④ 営業利益 

販売費及び一般管理費は、当連結会計年度より海外販売子会社を連結対象にしたことによる固定費負担増並

びに新コンピューターシステム導入による償却負担等により、前連結会計年度に比べ8.3％増の1,135,902千円

となりました。 

この結果、営業利益は、前連結会計年度に比べ利益率で1.1ポイント減少し、金額では3.9％減の330,483千円

となりました。 

⑤ 経常利益 



営業外収益は、助成金収入、為替差益等の増加により前連結会計年度に比べ465.4％増の41,212千円となりま

した。営業外費用は、機械設備等移設費8,722千円等の支出がありましたが前連結会計年度に比べ14.2％減の

32,710千円となりました。 

この結果、経常利益は、前連結会計年度に比べ利益率で0.4ポイント増加し、金額では8.2％増の338,985千円

となりました。 

(3) 経営成績に重要な影響を与える要因について 

当社の製品は、生産設備の一部を構成いたしておりますので、設備投資の動向の影響は少なからず受けます。

このため、半導体設備、自動車生産設備、食品関連設備及び民生市場等幅広い市場に売上を分散すること及び海

外売上の拡大により設備投資の動向の影響を出来るだけ少なくするよう対応いたしております。 

(4) 戦略的現状と見通し 

今後あらゆる最終ユーザーの生産工程において、高速化・省力化を追及した自動化が求められ、産業機器メー

カー各社は、新世代の産業機器をさまざまな形で提案してまいります。 

当社グループといたしましては、製品の開発から販売開始までのスピード化を推進し、市場ニーズに対応した

新製品をタイムリーに市場に投入すると共に、営業面では幅広くお客様に真空機器の可能性を提案し続けること

により顧客の増加を図り、また広くアライアンスを推進し、全世界へ製品・サービスを供給できる体制を構築し

て売上目標達成を図ります。生産面ではセル生産方式を導入し、納期短縮と生産効率の向上を図ると共に、コン

ピュータシステムの全面的見直しによる経営効率向上を追及し、経常利益率目標実現に努める所存であります。 

(5) 資本の財源及び資金の流動性についての分析 

当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産の増加(1億2千1百万円)等があ

りましたが税金等調整前当期純利益(3億3千7百万円)、仕入債務の増加(1億2百万円)等により3億5千7百万円のプ

ラスとなりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、資金運用に係わる有価証券の償還による収入(3億9千

5百万円)がありましたが有価証券の取得(1億円)及び有形固定資産の取得(6億3千3百万円)による支出等により3億

9千万円のマイナスとなりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、短期並びに長期借入金による資金調達

(2億3千万円)がありましたが、長期借入金の返済(3億3百万円)、短期借入金の返済(9千万円)等による支出により

2億7千6百万円のマイナスとなりました。 

これらの結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、前連結会計年度末と比べ2億8千4百万円減少

し、2億3千6百万円となりました。今後とも営業活動によるキャッシュ・フローの増大を図ると共に営業活動によ

り得たキャッシュを有効に活用するよう努める所存でおります。 

(6) 経営者の問題認識と今後の方針について 

当社グループの経営陣は、現状の事業環境及び入手可能な情報に基づき最善の経営方針を立案するよう努めてお

りますが、当社を取り巻く経営環境は国内の経済情勢の変化に止まらず、世界的な動きに影響を受けるグローバル

化を呈しております。このため、世界の当社製品を取り扱う代理店から市場・顧客等情報を入手し、変化に迅速な

対応を図っておりますが、業績が事業計画と大きな変動が生じる可能性がある場合は、事業計画を抜本的に見直

し、環境変化への適応を適切に行う所存でおります。 

  



第３ 【設備の状況】 

１ 【設備投資等の概要】 

当社グループでは、真空機器及び関連製品の開発及び生産効率の向上、合理化などを目的とした投資を基本として

おり、当連結会計年度においては740,164千円の設備投資を行いました。 

その主なものは次のとおりであります。 

㈱コンバムコーポレーション岩手事業所第４工場 274,361千円 

同 付属設備                 118,372千円 

なお、当連結会計年度において重要な設備の除却、売却はありません。 

  

２ 【主要な設備の状況】 

当社グループ(当社及び連結子会社)における主要な設備は、以下のとおりであります。 

(1) 提出会社 

平成18年３月31日現在 

(注) １ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 従業員数は、就業人員であり、臨時雇用者数は、( )内に年間の平均人員を外数で記載しております。 

  

(2) 国内子会社 

平成18年３月31日現在 

(注) １ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 従業員数は、就業人員であり、臨時雇用者数は、( )内に年間の平均人員を外数で記載しております。 

  

３ 【設備の新設、除却等の計画】 

(1) 提出会社の重要な設備の新設 

該当事項はありません。 

(2) 国内子会社の重要な設備の新設 

該当事項はありません。 

(3) 重要な設備の除却等 

経常的な設備の更新のための除却等を除き、重要な設備の除却等の計画はありません。 

事業所名 
(所在地) 

事業の種類別 
セグメントの 
名称 

設備の内容 
帳簿価額(千円) 

従業員数
(人) 建物

及び構築物
機械装置
及び運搬具

土地
(面積㎡) 

その他 合計 

本社 
(東京都大田区) 

真空機器及
び関連製品 

統括業務施
設 

185,683 2,428
256,937
(461.15)

19,384 464,433 56(14)

東京営業所 
(東京都大田区) 

真空機器及
び関連製品 

営業所 46,384 ―
4,004

(247.39)
921 51,309 9( 2)

会社名 所在地 

事業の種
類別セグ
メントの
名称 

設備の内容 
帳簿価額(千円) 

従業員数
(人) 建物

及び構築物
機械装置
及び運搬具

土地
(面積㎡) 

その他 合計 

㈱コンバ
ムコーポ
レーショ
ン 

岩手県 
江刺市 

真空機器
及び関連
製品 

真空機器
及び関連
製品生産
設備 

456,204 245,358
400,791
(28,524)

33,427 1,135,781 36(31)

秋田県 
北秋田市 

真空機器
及び関連
製品 

真空機器
及び関連
製品生産
設備 

39,321 30,576
45,432
(11,926)

17,937 133,266 10(12)



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

  

② 【発行済株式】 

  

  

(2) 【新株予約権等の状況】 

  

  

種類 会社が発行する株式の総数(株) 

普通株式 33,000,000 

計 33,000,000 

種類 
事業年度末現在 
発行数(株) 

(平成18年３月31日) 

提出日現在
発行数(株) 

(平成18年６月28日)

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名

内容 

普通株式 8,285,000 8,250,000
ジャスダック証券
取引所 

― 

計 8,285,000 8,250,000 ― ― 

株主総会の特別決議日（平成17年６月24日） 

  当事業年度末現在 
（平成18年３月31日） 

提出日の前月末現在 
（平成18年５月31日） 

新株予約権の数(個) 185 (注)1 同左 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数(数) 185,000 同左 

新株予約権の行使時の払込金額(円) １株あたり340 (注)1 同左 

新株予約権の行使期間 
平成19年７月１日～ 
平成22年６月30日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合
の株式の発行価格及び資本組入額(円) 

発行価格  340 
資本組入額 170 

同左 

新株予約権の行使の条件 ① 新株予約権の割当てを受
けた者（以下、「新株予約
権者」という）は、権利行
使時においても、当社また
は当社子会社の取締役、監
査役または従業員の地位に
あることを要するものとす
る。ただし、任期満了によ
る退任、定年退職の場合に
限り権利行使をなしうるも
のとする。 

同左 

株主総会の特別決議日（平成17年６月24日） 

  当事業年度末現在 
（平成18年３月31日） 

提出日の前月末現在 
（平成18年５月31日） 

  ② 新株予約権者が死亡した
場合は、相続人が新株予約

同左 
  



  

 (注) 1 新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株であります。 

2 本新株予約権発行後、次の各事由が生じたときは、下記の各算式により調整された行使価額に各新株予約権１個当たりの

株式の数を乗じた額とする。なお、調整後の行使価額は、１円未満の端数を切り上げる。 

① 当社が株式分割または株式併合を行う場合 

② 当社が時価を下回る価額で新株を発行（新株予約権（新株予約権付社債も含む）の行使による場合及び当

社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く）する場合、または、当社が時価を下回る価額で自

己株式を処分する場合（以下の算式において、新規発行には処分も含むものとし、その場合の1株当たり払込

金額は1株当たり処分価額と読み替えるものとする） 

権を行使することができる。
ただし、後記③に定める
「新株予約権割当契約」に
定めるところによる。 

  
  
  

  

  ③ その他の条件について
は、新株予約権発行にかか
る株主総会及び取締役会決
議に基づき、別途当社と新
株予約権者との間で締結す
る「新株予約権割当契約」
の定めるところによる。 

同左 
  

新株予約権の消却事由及び消却の条件 ① 当社が消滅会社となる合
併契約書、当社が完全子会
社となる株式交換契約書、
または当社が分割会社とな
る会社分割についての分割
計画書・分割契約書につい
て株主総会の承認（株主総
会の承認を要しない会社分
割の場合は取締役会決議）
がなされたとき、ならびに
株式移転の議案につき株主
総会の決議がなされたとき
は、新株予約権を無償にて
消却することができる。 

同左 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ② 新株予約権者が、「新株
予約権の行使の条件」①及
び②に定める規定に基づく
新株予約権の行使の条件を
満たさず、新株予約権を行
使できなくなった場合、当
社はその新株予約権を無償
で消却することができる。 

同左 
  

  ③ その他の消却事由及び消
却条件については、新株予
約権発行にかかる株主総会
及び取締役会決議に基づ
き、別途当社と新株予約権
者との間で締結する「新株
予約権割当契約」に定める
ところによる。 

同左 
  

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するに
は、取締役会の承認を要する
ものとする。 

同左 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
１   

分割・併合の比率   

  

調整後行使価額 

  

＝ 

  

調整前行使価額

  

× 

既発行株式数＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額 

新規発行前の株価 

既発行株式数＋新規発行株式数 



なお、算式中の既発行株式数には当社が保有する自己株式の数を含まない。 

  

(3) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

  

(注)1 有償一般募集(ブックビルディング方式) 

 発行価格  1,050円     引受価額   987円 

 発行価額   723円     資本組入額  362円 

2 平成17年５月17日に、平成17年３月31日最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主に対し、所有株式数を

１株につき２株の割合をもって分割いたしました。 

  

(4) 【所有者別状況】 

平成18年３月31日現在 

(注) 自己株式269,000株は、個人その他の区分に含まれております。 

  

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
(株) 

発行済株式
総数残高 
(株) 

資本金増減額
  

(千円) 

資本金残高
  

(千円) 

資本準備金 
増減額 
(千円) 

資本準備金
残高 
(千円) 

平成16年10月19日 
(注)1 

850,000 4,142,500 307,700 748,125 531,250 944,675

平成17年５月17日 
(注)2 

4,142,500 8,285,000 ― 748,125 ― 944,675

区分 

株式の状況(１単元の株式数1,000株) 

単元未満
株式の状況
(株) 

政府及び 
地方公共 
団体 

金融機関 証券会社 
その他の
法人 

外国法人等 
個人
その他 

計 

個人以外 個人 

株主数 
(人) 

－ 2 6 18 4 1 1,332 1,363 ―

所有株式数 
(単元) 

－ 77 166 727 150 2 7,158 8,280 5,000

所有株式数 
の割合(％) 

－ 0.93 2.00 8.78 1.81 0.02 86.45 100 ―



(5) 【大株主の状況】 

平成18年３月31日現在 

(注) 上記のほか当社所有の自己株式269千株（3.25％）があります。 

  

(6) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成18年３月31日現在 

  

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株) 

発行済株式 
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％) 

伊 勢 養 治 東京都大田区久が原 1,237 14.94 

伊 勢 すが子 東京都大田区久が原 630 7.61 

妙徳従業員持株会 東京都大田区下丸子二丁目６－18 497 6.00 

伊 勢 幸 治 岩手県水沢市上姉体 405 4.89 

近藤工業株式会社 
東京都港区虎ノ門二丁目10－１新日鉱ビル西
棟11階 

200 2.41

中 森 俊 雄 東京都大田区西蒲田 170 2.05 

伊 勢  忠 東京都大田区下丸子 157 1.90 

株式会社日伝 大阪府大阪市中央区上本町西一丁目２－16 140 1.69 

伊 勢 三 郎 東京都大田区久が原 126 1.53 

泉  真 紀 東京都大田区鵜の木 122 1.48 

計 ― 3,686 44.50 

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ― 

議決権制限株式(その他) ― ― ― 

完全議決権株式(自己株式等) 
（自己保有株式） 
普通株式   269,000 

― ― 

完全議決権株式(その他) 普通株式  8,011,000 8,011 ― 

単元未満株式 普通株式    5,000 ― ― 

発行済株式総数 8,285,000 ― ― 

総株主の議決権 ― 8,011 ― 



② 【自己株式等】 

平成18年３月31日現在 

  

(7) 【ストックオプション制度の内容】 

当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。 

当該制度は、平成13年改正旧商法第280条ノ20及び商法第280条ノ21の規定に基づき、新株を発行する方法によ

り、平成17年６月24日開催の当社第54期定時株主総会終結後に在任する当社取締役及び平成17年８月11日に在籍する

当社従業員及び子会社取締役ならびに従業員の一部に対して付与することを、平成17年６月24日開催の当社第54期定

時株主総会において決議されたものであります。 

 当該制度の内容は、次のとおりであります。 

(注)本新株予約権発行後、次の各事由が生じたときは、下記の各算式により調整された行使価額に各新株予約権１個
当たりの株式の数を乗じた額とする。なお、調整後の行使価額は、１円未満の端数を切り上げる。 

  
① 当社が株式分割または株式併合を行う場合 

② 当社が時価を下回る価額で新株を発行（新株予約権（新株予約権付社債も含む）の行使による場合及び当
社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く）する場合、または、当社が時価を下回る価額で自
己株式を処分する場合（以下の算式において、新規発行には処分も含むものとし、その場合の1株当たり払込
金額は1株当たり処分価額と読み替えるものとする） 

なお、算式中の既発行株式数には当社が保有する自己株式の数を含まない。 

  

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義
所有株式数 
(株) 

他人名義
所有株式数 
(株) 

所有株式数 
の合計 
(株) 

発行済株式
総数に対する
所有株式数 
の割合(％) 

（自己保有株式） 
株式会社妙徳 

東京都大田区下丸子二丁目
６番18号 

269,000 ― 269,000 3.25

計 ― 269,000 ― 269,000 3.25 

決議年月日 平成17年６月24日 

付与対象の区分及び人数 (名) 
当社取締役６名 
当社従業員及び子会社取締役並びに従業員107名 

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 

株式の数 (株) 同上 

新株予約権の行使時の払込金額 (円) 同上 (注) 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の消却事由及び消却の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
１   

分割・併合の比率   

  

調整後行使価額 

  

＝ 

  

調整前行使価額

  

× 

既発行株式数＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額 

新規発行前の株価 

既発行株式数＋新規発行株式数 



２ 【自己株式の取得等の状況】 

(1) 【定時総会決議又は取締役会決議による自己株式の買受け等の状況】 

① 【前決議期間における自己株式の取得等の状況】 

【株式の種類】  普通株式 

イ【定時総会決議による買受けの状況】 

  該当事項はありません。 

  

ロ【子会社からの買受けの状況】 

  該当事項はありません。 

  
ハ【取締役会決議による買受けの状況】 

  

ニ【取得自己株式の処理状況】 

  該当事項はありません。 

  

ホ【自己株式の保有状況】 

  

② 【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況】 

該当事項はありません。 

  

平成18年６月28日現在

区分 株式数(株) 価額の総額(円) 

取締役会での決議状況 
(平成17年12月21日決議) 

69,000 24,357,000 

前決議期間における取得自己株式 69,000 24,357,000 

残存決議株式数及び価額の総額 ― ― 

未行使割合(％) ― ― 

平成18年６月28日現在

区分 株式数(株) 

保有自己株式数 69,000 



３ 【配当政策】 

当社は、利益配分につきましては株主の皆様に対する長期的な利益還元を経営上の重要課題の一つと認識し、将来

の事業展開及び経営基盤の強化のために必要な内部留保資金を確保しつつ、業績に対応した安定配当を行うことを基

本方針としております。 

平成18年３月期の利益配当につきましては、上記の基本方針に基づき、１株につき７円00銭の配当を実施すること

に決定しました。この結果、平成18年３月期の配当性向は42.4％となりました。 

内部留保資金につきましては、経営基盤の強化を図りながら、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、市場

ニーズに応える製品開発投資、グローバル戦略の展開を図るための投資、更には、生産体制及びコスト競争力の強化

のための設備投資に有効活用してまいります。 

  

４ 【株価の推移】 

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】 

  

(注) 株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。 

当社株式は、平成16年10月20日からジャスダック証券取引所に上場されております。それ以前については、該当事項はあり

ません。 

  

(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】 

  

(注) 株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。 

  

回次 第51期 第52期 第53期 第54期 第55期 

決算年月 平成14年３月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 

最高(円) ― ― ― 1,220 550 

最低(円) ― ― ― 561 300 

月別 平成17年10月 11月 12月 平成18年１月 ２月 ３月 

最高(円) 335 360 376 550 546 495 

最低(円) 316 319 335 369 410 450 



５ 【役員の状況】 

  

役名 職名 氏名 生年月日 略歴
所有株式数
(千株) 

代表取締役 
社長   中 森 俊 雄 昭和27年４月３日生

昭和48年４月

昭和49年４月 
平成６年11月 
平成８年６月 

  
平成９年11月 

  
平成10年１月 
平成15年４月 

株式会社近鉄百貨店入社

株式会社森精機製作所入社 
同社仙台テクニカルセンタ所長 
当社入社、常務取締役コンバムFA事

業部長 
株式会社コンバムコーポレーション

代表取締役社長 
当社代表取締役社長(現任) 
上海妙徳空覇睦貿易有限公司董事長

(現任) 

170

代表取締役 
副社長   内 藤 邦 彦 昭和19年７月９日生

昭和43年４月

昭和61年４月 
平成３年４月 
平成５年４月 
平成10年４月 
平成13年７月 
平成14年４月 
平成14年６月 

  
平成14年６月 
平成15年２月 
平成15年４月 

  

日本コンクリート工業株式会社入社 
株式会社卑弥呼入社 
株式会社ソフトアンドブレーン入社 
イリソ電子工業株式会社入社 
同社取締役管理本部副本部長 
当社入社、公開準備室長 
当社経営管理部長 
株式会社コンバムコーポレーション

監査役 
当社代表取締役副社長(現任) 
株式会社秋田妙徳監査役 
上海妙徳空覇睦貿易有限公司董事

(現任) 

56

専務取締役   小 尾 明 博 昭和27年９月７日生

昭和52年４月

平成11年６月 
平成14年７月 

  
  

平成15年５月 
平成15年６月 
平成15年10月 
平成16年２月 
平成17年10月 

  
平成18年５月 

  
平成18年６月 

株式会社森精機製作所入社 
同社開発第４部部長 
株式会社ユナイテッドマニファクチ

ャリングソリューソンズへ出向営業

統括部長 
当社入社、開発部長 
当社常務取締役(開発部長) 
株式会社秋田妙徳代表取締役社長 
当社常務取締役 
株式会社コンバムコーポレーション

代表取締役社長 
妙徳韓国株式会社代表取締役社長

（現任） 
当社専務取締役（現任） 

18

常務取締役 経営管理部長 吉 田 清 輝 昭和25年８月19日生

昭和48年４月

  
平成元年１月 
平成３年７月 
平成５年４月 
平成10年10月 
平成15年２月 
平成15年12月 
平成16年２月 
平成16年６月 
平成16年６月 
平成18年５月 
平成18年６月 

株式会社仁丹テルモ（現テルモ株式

会社）入社 
株式会社卑弥呼入社 
株式会社ソフトアンドブレーン入社 
イリソ電子工業株式会社入社 
同社総務部長 
当社入社、内部監査室長 
当社経営管理部長 
株式会社秋田妙徳取締役 
当社取締役経営管理部長 
上海妙徳空覇睦貿易有限公司董事 
妙徳韓国株式会社取締役（現任） 
当社常務取締役経営管理部長（現

任） 

8

取締役   藤 井   理 昭和23年５月１日生

昭和46年４月

昭和51年９月 
昭和54年４月 
昭和56年２月 
平成４年６月 
平成８年６月 
平成13年３月 
平成16年２月 
平成17年10月 
平成18年５月 

原田商事株式会社入社

兼松家電販売株式会社入社 
同社福岡営業所主任 
当社入社 
当社取締役コンバムFA事業部長 
当社取締役営業部長 
当社取締役総務部長 
当社取締役秘書室長 
当社取締役資材部長 
当社取締役購買担当（現任） 

70



  

  
(注)1 監査役中田宏、村松雄司、北風榮征の各氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。 
2 当社は平成18年５月11日付で、コーポレートガバナンスの強化や経営階層の充実を図るため、執行役員制度を導入しており

ます。執行役員は４名で資材部長庄瀬元洋、営業第二部長堀田昌邦、製造担当岩渕敏彦、市場開発担当長岐忠則で構成され

ています。 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴
所有株式数
(千株) 

取締役 営業第１部長 金 子 定 夫 昭和25年６月22日生

昭和50年１月

平成14年４月 
平成16年９月 
平成16年10月 
平成17年４月 
平成17年６月 
平成18年４月 

住商機電貿易株式会社入社 
当社入社 海外部次長 
妙徳韓国株式会社取締役 
当社海外部長 
妙徳韓国株式会社代表取締役社長 
当社取締役就任（営業部門担当） 
当社取締役営業第１部長（現任） 

4

取締役 内部監査室長 伊 勢 幸 治 昭和40年２月３日生

昭和58年10月

昭和59年２月 
昭和61年２月 
平成７年６月 

  
平成14年６月 

  
平成16年６月 
平成17年10月 

伊勢興産株式会社取締役(現任) 
株式会社徳研入社 
当社入社 
株式会社岩手妙徳（現株式会社コン

バムコーポレーション）専務取締役 
株式会社コンバムコーポレーション

代表取締役社長 
当社取締役 
当社取締役内部監査室長（現任） 

405

監査役 
（常勤）   中 田   宏 昭和７年６月24日生

昭和31年３月

昭和34年９月 
昭和36年９月 
昭和51年９月 
昭和54年８月 
昭和59年８月 
平成13年５月 
平成16年４月 

中央くろがね販売株式会社入社 
株式会社日吉電機製作所入社 
日本コンクリート工業株式会社入社 
同社経理部長 
同社総務部長 
同社常任監査役 
監査懇話会顧問 
当社監査役(現任) 

―

監査役   村 松 雄 司 昭和24年10月25日生

昭和49年４月

昭和54年８月 
昭和60年４月 
昭和62年３月 
平成14年12月 

  
平成15年２月 

段谷産業株式会社入社

株式会社丹青社入社 
同社経営企画部長 
経営コンサルタント業開業(現任) 
日本ファーネス工業株式会社監査役

(現任) 
当社監査役(現任) 

―

監査役   北 風 榮 征 昭和19年３月30日生

昭和37年４月

  
平成12年４月 
平成14年６月 
平成15年６月 
平成16年４月 

大井証券株式会社（現新光証券株式

会社）入社 
同社秘書部理事部長 
新光投信株式会社常任監査役 
同社顧問 
当社監査役(現任) 

―

計 731 



６ 【コーポレート・ガバナンスの状況】 

(1) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

 当社グループは、法令の遵守に基づく企業倫理の重要性を認識し、周辺環境の変化に対応した迅速な経営判断

と、経営の健全性の向上を図ることにより株主価値を高めることを経営上の最も重要な課題の一つとして位置づけて

おります。 

また、当社グループは、監査役制度採用会社でありコーポレート・ガバナンスの充実のために、株主総会の充

実、取締役会や監査役会の一層の機能強化を図るとともに、積極的かつ継続的なディスクローズ活動・ＩＲ活動に取

り組んでおります。 

  

(2) 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況 

 ① 会社の機関の基本説明 

当社は監査役制度を採用しております。監査役会は、社外監査役３名体制により、監査役機能の強化を図る

とともに、重要会議に出席し、業務の執行状況、法令及び社内諸規則の遵守を監視いたしております。 

 ② 会社の機関・内部統制の関係 

    会社の機関・内部統制の関係は次のとおりであります。 

  

 
  

 ③ 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況 

    当社の取締役会は、取締役７名体制で構成され、原則として毎月１回開催しており、必要に応じ随時開催す

ることにより、適時適切な経営判断が出来る体制といたしております。 

    取締役会では、重要事項は全て付議され、業績の進捗についても討議し、対策等を迅速に行っております。

④ 内部監査及び監査役監査の状況 

  内部統制の有効性及び実際の業務遂行状況について、社長直轄の内部監査室を設置し、全部門を対象に業務

監査を計画的に実施しております。監査結果は経営トップマネジメントに報告されるだけでなく、被監査部門

に対して具体的な助言・勧告を行い、その後の改善状況を確認(フォローアップ監査)することにより実効性の

高い監査を実施しております。また、監査役、会計監査人との協調・連携による監査を実施し、問題を早期に



顕在化させるなど多角的な監査機能も強化しております。 

 ⑤ 会計監査の状況 

  当社は監査法人トーマツと監査契約を締結し、財務諸表について監査を受けております。監査法人とは、定

期的に監査状況、会社状況等につき報告をお互いに行うことにより情報の共有化を図るとともに、監査役と

も、定期的にミーティングを開催し、監査実施状況の監視を行っております。 

 ⑥ 会計監査人と社外監査役との関係 

当社と、監査法人トーマツ、社外監査役とは人的、資本的関係及び取引関係その他利害関係はありません。 

(3) リスク管理体制の整備の状況 

当社では、審議機関として当社取締役及び部門長、連結子会社取締役等で構成される「経営会議」を毎月１回

開催しており、各部門の状況や利益計画の進捗を把握するとともに、コーポレート・ガバナンスの強化に努めて

おります。 

また、社外に内部通報窓口を設け、一般社員の立場からもグループ全体の法令及び社内諸規則の遵守状況を監

視し、情報提供、意見具申ができる体制を構築するとともに、顧問弁護士、監査法人、社会保険労務士等には、

法律上の判断が必要な場合、随時確認する等、経営に法律上のコントロール機能を発揮できる体制にいたしてお

ります。 

  

(4) 役員報酬の内容 

  当事業年度における当社取締役及び監査役に対する役員報酬は以下のとおりであります。 

  
(注) 1. 上記のほか職務遂行の対価である財産上の利益の額として次の支払があります。 

      使用人兼務取締役の使用人分給与 取締役４名に対し 22,590千円 

2. 期末現在の取締役の人数は８名であります。取締役の支給人数には、任期満了により退任した取締役１名

を含んでおります。 

3. 平成３年６月27日開催の第40期定時株主総会決議による取締役の報酬限度額（使用人兼務取締役の使用人

給与相当額は含まない。）は月額1,300万円であり、平成16年４月２日開催の臨時株主総会決議による監査

役の報酬限度額は、月額200万円であります。 

  なお、平成18年６月23日開催の第55期定時株主総会において取締役の報酬限度額（使用人兼務取締役の使

用人給与相当額は含まない。）を年額２億円、監査役の報酬限度額を年額３千万円と改定いたしました。 

(5) 監査報酬の内容 

 当事業年度における監査法人に対する監査報酬は以下のとおりであります。 

  

(6) 会計監査の状況 

 ① 業務を執行した公認会計士の氏名及び監査法人名 

福田 昭英（監査法人トーマツ） 

勝又 三郎（監査法人トーマツ） 

   ② 監査業務に係る補助者の構成 

     公認会計士   ２名 

     会計士補    ２名 

役員報酬 ：     

取締役に支払った報酬  ９名 90,526千円

監査役に支払った報酬  ３名 14,940千円

     計        105,466千円

監査報酬 ：     

公認会計士法第２条１項に規定する業務に基づく報酬  13,549千円 



     米国公認会計士 １名 



第５ 【経理の状況】 

１ 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以

下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。 

  ただし、前連結会計年度(平成16年４月１日から平成17年３月31日まで)については、「財務諸表等の用語、様式

及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30日 内閣府令第５号）附則第２項のた

だし書きにより、改正前の連結財務諸表規則を適用しております。 

  

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財

務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

  ただし、前事業年度(平成16年４月１日から平成17年３月31日まで)については、「財務諸表等の用語、様式及び

作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30日 内閣府令第５号）附則第２項のただし

書きにより、改正前の財務諸表等規則を適用しております。 

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前連結会計年度(平成16年４月１日から平成17年３月31日まで)及

び前事業年度(平成16年４月１日から平成17年３月31日まで)並びに当連結会計年度(平成17年４月１日から平成18年３

月31日まで)及び当事業年度(平成17年４月１日から平成18年３月31日まで)の連結財務諸表及び財務諸表について、監

査法人トーマツにより監査を受けております。 

  



１ 【連結財務諸表等】 

(1) 【連結財務諸表】 

① 【連結貸借対照表】 

  

  
前連結会計年度
(平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円)
構成比
(％) 

金額(千円) 
構成比
(％) 

(資産の部)               

Ⅰ 流動資産               

１ 現金及び預金     221,623     236,703   

２ 受取手形及び売掛金     810,382     834,196   

３ 有価証券     395,710     ―   

４ たな卸資産     319,468     440,233   

５ 繰延税金資産     42,302     43,153   

６ 短期貸付金     200,009     ―   

７ その他     55,563     40,522   

  貸倒引当金     ―     △418   

流動資産合計     2,045,060 56.4   1,594,392 42.0 

Ⅱ 固定資産               

１ 有形固定資産               

(1) 建物及び構築物 ※２ 574,443     1,089,827     

減価償却累計額   △273,110 301,333   △306,586 783,240   

(2) 機械装置及び運搬具 ※２ 422,442     540,042     

減価償却累計額   △225,391 197,051   △258,648 281,393   

(3) 土地 ※２   722,399     731,399   

(4) その他   279,792     253,444     

減価償却累計額   △194,441 85,350   △162,652 90,791   

有形固定資産合計     1,306,135 36.0   1,886,825 49.8 

２ 無形固定資産     59,275 1.6   88,597 2.3 

３ 投資その他の資産               

(1) 投資有価証券     102,799     195,485   

(2) 繰延税金資産     36,278     423   

(3) その他 ※１   70,379     23,052   

投資その他の資産合計     209,457 5.8   218,960 5.8 

固定資産合計     1,574,868 43.4   2,194,383 57.9 

Ⅲ 繰延資産               

１ 社債発行費     4,433     1,483   

２ 新株発行費     3,666     1,833   

繰延資産合計     8,099 0.2   3,316 0.1 

資産合計     3,628,028 100.0   3,792,092 100.0 

      



  

  

  
前連結会計年度
(平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円)
構成比
(％) 

金額(千円) 
構成比
(％) 

(負債の部)               

Ⅰ 流動負債               

１ 支払手形及び買掛金     97,776     201,575   

２ 短期借入金     ―     40,000   

３ 一年以内返済予定 
長期借入金 

※２  213,012 187,222  

４ 未払法人税等     34,104     94,691   

５ 賞与引当金     39,419     38,594   

６ その他     153,712     173,081   

流動負債合計     538,024 14.8   735,165 19.4 

Ⅱ 固定負債               

１ 社債     287,500     232,500   

２ 長期借入金 ※２   611,954     434,702   

３ 退職給付引当金     57,983     67,879   

４ 役員退職慰労引当金     49,383     ―   

５ その他     9,472     41,234   

固定負債合計     1,016,292 28.0   776,315 20.5 

負債合計     1,554,317 42.8   1,511,481 39.9 

                

(資本の部)               

Ⅰ 資本金     748,125 20.6   748,125 19.7 

Ⅱ 資本剰余金     944,675 26.0   944,675 24.9 

Ⅲ 利益剰余金     377,861 10.4   552,594 14.6 

Ⅳ その他有価証券評価差額金     23,049 0.6   74,902 2.0 

Ⅴ 為替換算調整勘定     ― ―   4,671 0.1 

Ⅵ 自己株式 ※４   △20,000 △0.6   △44,357 △1.2 

資本合計     2,073,711 57.2   2,280,611 60.1 

負債及び資本合計     3,628,028 100.0   3,792,092 100.0 

      



② 【連結損益計算書】 

  

  

  
前連結会計年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円)
百分比
(％) 

金額(千円) 
百分比
(％) 

Ⅰ 売上高     2,508,084 100.0   2,618,581 100.0 

Ⅱ 売上原価 ※２   1,114,832 44.4   1,152,194 44.0 

売上総利益     1,393,252 55.6   1,466,386 56.0 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1,2   1,049,186 41.8   1,135,902 43.4 

営業利益     344,066 13.7   330,483 12.6 

Ⅳ 営業外収益               

１ 受取利息   446     1,413     

２ 受取配当金   861     1,187     

３ 為替差益   ―     19,792     

４ 助成金収入 ※３ 700     8,733     

５ その他   5,282 7,289 0.3 10,086 41,212 1.6 

Ⅴ 営業外費用               

１ 支払利息   15,611     12,713     

２ 売上割引   278     220     

３ 社債発行費償却   3,981     2,950     

４ 著作権賠償金   5,237     ―     

５ 機械設備等移設費   ―     8,722     

６ その他   13,033 38,143 1.5 8,103 32,710 1.2 

経常利益     313,213 12.5   338,985 12.9 

Ⅵ 特別利益               

１ 固定資産売却益 ※４ ―     124     

２ 保険積立金解約益   21,447     ―     

３ 受取保険金   7,293     4,030     

４ 製品クレーム補償費戻入 
益 

  ― 28,740 1.1 2,242 6,397 0.2 

Ⅶ 特別損失               

１ 前期損益修正損   1,596     ―     

２ 固定資産除却損 ※５ 619     8,155     

３ 製品クレーム補償費   22,006     ―     

４ 役員退任慰労金   51,745     ―     

５ その他   946 76,914 3.1 ― 8,155 0.3 

税金等調整前当期純利益     265,039 10.6   337,227 12.9 

法人税、住民税 
及び事業税 

82,698 117,348    

法人税等調整額   40,677 123,375 4.9 △220 117,127 4.5 

当期純利益     141,664 5.6   220,099 8.4 

       



③ 【連結剰余金計算書】 
  

  

  
前連結会計年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 

(資本剰余金の部)           

Ⅰ 資本剰余金期首残高     413,425   944,675 

Ⅱ 資本剰余金増加高           

 １ 増資による新株式発行   531,250 531,250 ― ― 

Ⅲ 資本剰余金期末残高     944,675   944,675 

            

(利益剰余金の部)           

Ⅰ 利益剰余金期首残高     276,737   377,861 

Ⅱ 利益剰余金増加高           

   当期純利益   141,664 141,664 220,099 220,099 

Ⅲ 利益剰余金減少高           

 １ 配当金   25,540   32,340   

 ２ 役員賞与   15,000   ―   

 ３ 連結子会社増加による 

   利益剰余金減少高 
  ― 40,540 13,026 45,366 

Ⅳ 利益剰余金期末残高     377,861   552,594 

            



④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】 
  

  

   
前連結会計年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー       

税金等調整前当期純利益   265,039 337,227 

減価償却費   96,423 132,629 

固定資産除却損   619 8,155 

固定資産売却益   ― △124 

保険積立金解約益   △21,447 ― 

役員退任慰労金   51,745 ― 

貸倒引当金の増加額(減少：△)   ― 418 

賞与引当金の増加額(減少：△)   8,279 △825 

退職給付引当金の増加額(減少：△)   △6,640 9,896 

役員退職慰労引当金の増加額(減少：△)   9,000 △49,383 

受取利息及び受取配当金   △1,307 △2,600 

支払利息   17,689 12,713 

株式分割費用   ― 1,995 

売上債権の減少額(増加：△)   52,218 △27,151 

仕入債務の増加額(減少：△)   △65,336 102,700 

たな卸資産の減少額(増加：△)   34,721 △121,673 

役員退任慰労金の支払額   △135,103 ― 

役員賞与の支払額   △15,000 ― 

その他   72,334 △10,846 

小計   363,235 393,131 

利息及び配当金の受取額   1,214 2,600 

利息の支払額   △17,557 △12,632 

法人税等の還付による収入   ― 37,561 

法人税等の支払額   △229,239 △63,141 

保険積立金解約による収入   115,322 ― 

営業活動によるキャッシュ・フロー   232,976 357,519 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー       

有価証券の取得による支出   △295,703 △100,202 

有価証券の償還による収入   ― 395,906 

投資有価証券の取得による支出   △4,800 △4,800 

有形固定資産の取得による支出   △143,098 △633,367 

有形固定資産の売却による収入   1,369 300 

無形固定資産の取得による支出   △37,000 △46,872 

貸付けによる支出   △20,000 ― 

子会社設立による支出   △18,219 ― 

その他   △2,804 △1,107 

投資活動によるキャッシュ・フロー   △520,256 △390,143 



  

  

   
前連結会計年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 金額(千円) 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー       

短期借入れによる収入   200,000 130,000 

短期借入金の返済による支出   △208,000 △90,000 

長期借入れによる収入   130,000 100,000 

長期借入金の返済による支出   △386,413 △303,042 

社債の発行による収入   195,550 ― 

社債の償還による支出   △87,500 △55,000 

株式の発行による収入   833,450 ― 

自己株式の取得による支出   ― △24,357 

配当金の支払額   △25,540 △31,717 

株式分割による支出   ― △1,995 

財務活動によるキャッシュ・フロー   651,547 △276,112 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額   △92 4,117 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額(減少：△)   364,175 △304,620 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高   157,464 521,640 

Ⅶ 子会社の新規連結による現金及び 

現金同等物増加額 
  ― 19,683 

Ⅷ 現金及び現金同等物の期末残高   521,640 236,703 

     



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

  

項目 
前連結会計年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 連結の範囲に関する事項 イ 連結子会社の数 ２社 

連結子会社の名称 

株式会社コンバムコーポレーシ

ョン 

   株式会社秋田妙徳 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ロ 主要な非連結子会社の名称 

   上海妙徳空覇睦貿易有限公司 

妙徳韓国株式会社 

  

  連結の範囲から除いた理由 

   非連結子会社上海妙徳空覇睦貿

易有限公司は平成15年４月に設立

し、また妙徳韓国株式会社は平成

16年９月に設立しましたが、いず

れも小規模会社であり、合計の総

資産、売上高、当期純損益及び利

益剰余金（持分に見合う額）等

は、いずれも連結財務諸表に重要

な影響を及ぼしていないためであ

ります。 

イ 連結子会社の数 ３社 

  連結子会社の名称 

 株式会社コンバムコーポレーシ

ョン 

 上海妙徳空覇睦貿易有限公司 

 妙徳韓国株式会社 

前連結会計年度において非連結子

会社であった上海妙徳空覇睦貿易有

限公司及び妙徳韓国株式会社は、重

要性が増したことにより当連結会計

年度より連結の範囲に含めておりま

す。 

また、従来連結子会社であった株

式会社秋田妙徳は、平成17年10月に

連結子会社である株式会社コンバム

コーポレーションと合併したことに

より、連結の範囲から除いておりま

す。 

  

ロ 主要な非連結子会社の名称 

―――――― 

  

２ 持分法の適用に関する事

項 

 持分法を適用しない非連結子会社の

うち主要な会社等の名称 

   上海妙徳空覇睦貿易有限公司 

妙徳韓国株式会社 

  

 持分法を適用しない理由 

持分法非適用会社は、当期純損益

及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽

微であり、かつ全体としても重要性

がないため、持分法の適用から除外

しております。 

  

 持分法を適用しない非連結子会社の

うち主要な会社等の名称 

―――――― 

  



  

  

項目 
前連結会計年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

３ 連結子会社の事業年度

等に関する事項 

 すべての連結子会社の決算日は、連

結決算日と一致しております。 

上海妙徳空覇睦貿易有限公司及び妙

徳韓国株式会社の決算日は、12月31日

であります。連結財務諸表を作成する

に当たっては同日現在の財務諸表を使

用し、連結決算日との間に生じた重要

な取引については、連結上必要な調整

を行なっています。 

  

４ 会計処理基準に関する 

事項 

 (1) 重要な資産の評価基

準及び評価方法 

  

  

イ 有価証券 

  その他有価証券 

  ① 時価のあるもの 

連結決算日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部資本直

入法により処理し、売却原価は移

動平均法により算定）によってお

ります。 

  ② 時価のないもの 

移動平均法による原価法によっ

ております。 

ロ たな卸資産 

月次総平均法による原価法によっ

ております。 

  

  

  

イ 有価証券 

  その他有価証券 

  ① 時価のあるもの 

    同左 

  

  

  

  

  ② 時価のないもの 

    同左 

  

ロ たな卸資産 

主として月次総平均法による原価

法によっております。 

 (2) 重要な減価償却資産

の減価償却の方法 

イ 有形固定資産 

  定率法(ただし、平成10年４月１

日以降取得の建物(建物付属設備を

除く)については定額法)によってお

ります。 

  なお、主な耐用年数は以下の通り

であります。 

  建物     17年～50年 

  機械装置   12年～17年 

  工具器具備品  3年～10年 

イ 有形固定資産 

主として、定率法（ただし、平成

10年４月１日以降取得の建物（建物

付属設備を除く）については、定額

法）によっております。 

なお、主な耐用年数は以下の通り

であります。 

  建物     17年～50年 

  機械装置   12年～17年 

  工具器具備品 ３年～10年 

  

  ロ 無形固定資産 

  定額法によっております。 

  ソフトウエア(自社利用分) 

   社内における利用可能期間５年 

ロ 無形固定資産 

  同左 

 (3) 重要な繰延資産の処

理方法 

 商法施行規則に規定する最長期間で

毎期均等償却しております。 

  社債発行費 ３年 

  新株発行費 ３年 

 商法施行規則に規定する最長期間で

毎期均等償却しております。 

 同左 

 (4) 重要な引当金の計上

基準 

イ 貸倒引当金 

  売上債権、貸付金等の貸倒損失に

備えるため、一般債権については貸

倒実績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については、個別に回収可

能性を勘案し、回収不能見込額を計

上しております。 

  

イ 貸倒引当金 

  主として、売上債権、貸付金等の

貸倒損失に備えるため、一般債権に

ついては貸倒実績率より、貸倒懸念

債権等特定の債権については、個別

に回収可能性を勘案し、回収不能見

込額を計上しております。 



  

  

項目 
前連結会計年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

  ロ 賞与引当金 

  従業員の賞与の支給に備えるた

め、支給見込額のうち当連結会計

年度に負担すべき金額を計上して

おります。 

ロ 賞与引当金 

  同左 

  ハ 退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における退

職給付債務の見込額を計上してお

ります。 

ハ 退職給付引当金 

  同左 

  ニ 役員退職慰労引当金 

  役員の退任慰労金の支給に備え

るため、役員退任慰労金規程に基

づく当連結会計年度末要支給額を

計上しております。 

ニ 役員退職慰労引当金 

従来、役員の退任慰労金の支給に

備えるため、役員退任慰労金規程に

基づく必要額を計上しておりました

が、株式会社妙徳は、平成17年６月

24日の株主総会において、また、株

式会社コンバムコーポレーション

は、平成17年６月21日の株主総会に

おいて、役員退任慰労金制度の廃止

を決議するとともに、役員の退任時

に、役員退任慰労金制度廃止日まで

の在任期間に応じた退任慰労金を支

給することを決議しました。 

これに伴い、当該総会までの期間

に対応する役員退任慰労金相当額

40,234千円を固定負債の「その他」

として計上しております。 

  

(5) 重要な外貨建ての資産

又は負債の本邦通貨へ

の換算の基準 

  

  

  

―――――― 

外貨建金銭債権債務は、決算日の

直物為替相場により円貨に換算し、

換算差額は損益として処理しており

ます。なお、在外子会社等の資産及

び負債は、決算日の直物為替相場に

より円貨に換算し、収益及び費用は

期中平均相場により円貨に換算し、

換算差額は資本の部における為替換

算調整勘定に含めております。 

  

 (6) 重要なリース取引の

処理方法 

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっております。 

  

  同左 

 (7) その他連結財務諸表

作成のための重要な

事項 

  

消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処理

は税抜方式によっております。 

 消費税等の会計処理 

  同左 

５ 連結子会社の資産及び

負債の評価に関する事

項 

 連結子会社の資産及び負債の評価

については、全面時価評価法を採用

しております。 

  

  同左 



  

  

会計処理の変更 

  

  
  
表示方法の変更 

  

  

項目 
前連結会計年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

６ 連結調整勘定の償却に

関する事項 

  

 連結調整勘定は、金額が僅少なた

め、発生年度に全額償却しておりま

す。 

  同左 

７ 利益処分項目等の取扱

いに関する事項 

  

  

  

 連結会計年度中に確定した利益処

分又は損失処理に基づいて作成して

おります。 

  同左 

８ 連結キャッシュ・フロ

ー計算書における資金

の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な預

金及び容易に換金可能であり、か

つ、価値の変動について僅少なリス

クしか負わない取得日から３ヶ月以

内に償還期限の到来する短期投資か

らなっております。 

  

  同左 

前連結会計年度
（自  平成16年４月１日 
 至  平成17年３月31日） 

当連結会計年度
（自  平成17年４月１日 
至  平成18年３月31日） 

  
―――――― 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当連結会計年度から「固定資産の減損に係る会計基

準」（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関す

る意見書」（企業会計審議会 平成14年８月９日））

及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」

（企業会計基準委員会 平成15年10月31日 企業会計

基準適用指針第６号）を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

  

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

(連結損益計算書) 

 前連結会計年度において営業外費用の「その他」に

含めておりました「社債発行費償却」は、営業外費用

の100分の10を超えたため、当連結会計年度より区分掲

記することに変更しました。 

 なお、前連結会計年度における「社債発行費償却」

は2,500千円であります。 

  

―――――― 



注記事項 

(連結貸借対照表関係) 

  

  

前連結会計年度
(平成17年３月31日) 

当連結会計年度
(平成18年３月31日) 

※１ 非連結子会社に対するものは、次のとおりであり

ます。 

     出資金            31,698千円 

     子会社株式           9,851千円 

※１       ―――――― 

※２ 担保資産及び担保付債務 

   担保に供している資産は次のとおりであります。 

建物 287,263千円

機械装置 43,874 〃 

土地 707,164 〃 

計 1,038,302千円

※２ 担保資産及び担保付債務 

   担保に供している資産は次のとおりであります。 

建物 268,059千円

機械装置 36,366 〃 

土地 707,164 〃 

計 1,011,591千円

   担保付債務は次のとおりであります。 

長期借入金 570,054千円

一年以内返済予定長期借入金 179,812 〃 

計 749,866千円

   担保付債務は次のとおりであります。 

長期借入金 354,024千円

一年以内返済予定長期借入金 125,876 〃 

計 479,900千円

 ３ 受取手形裏書譲渡高 103,351千円  ３ 受取手形裏書譲渡高 250,227千円

※４  当社が保有する自己株式の数は、普通株式

100,000株であります。 

※４  当社が保有する自己株式の数は、普通株式

269,000株であります。 

５ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引

銀行３行と当座貸越契約を締結しております。 

  当連結会計年度末における当座貸越契約に係る借

入未実行残高等は次のとおりであります。 

当座貸越極度額の総額 700,000千円

借入実行残高 ― 〃 

差引額 700,000千円

   

５ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引

銀行３行と当座貸越契約を締結しております。 

  当連結会計年度末における当座貸越契約に係る借

入未実行残高等は次のとおりであります。 

当座貸越極度額の総額 900,000千円

借入実行残高 40,000 〃 

差引額 860,000千円



(連結損益計算書関係) 

  

  

(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

  

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。 

役員報酬 108,471千円

給与手当 318,541 〃 

賞与引当金繰入額 25,713 〃 

役員退職慰労引当金繰入額 9,000 〃 

退職給付費用 6,381 〃 

減価償却費 26,071 〃 

研究開発費 121,099 〃 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。 

役員報酬 118,258千円

給与手当 347,558 〃 

賞与引当金繰入額 23,928 〃 

役員退職慰労引当金繰入額 2,300 〃 

退職給付費用 9,816 〃 

減価償却費 46,829 〃 

研究開発費 124,830 〃 

※２ 一般管理費に含まれる研究開発費は、121,099千

円であります。 

※２ 一般管理費に含まれる研究開発費は、124,830千

円であります。 

※３ 助成金収入の内訳は、次のとおりであります。 

新規・成長分野雇用奨励金 700千円

※３ 助成金収入の内訳は、次のとおりであります。 

産業再配置促進事業環境整備費補助金 8,733千円

※４ ― ※４ 固定資産売却益の内容は、次のとおりでありま

す。 

機械装置 124千円 

計 124千円 

※５ 固定資産除却損の内容は、次のとおりでありま

す。 

機械装置 521千円

工具器具備品 97 〃 

計 619千円

※５ 固定資産除却損の内容は、次のとおりでありま

す。 

建物及び構築物 4,400千円

機械装置及び運搬具 296 〃 

その他 3,458 〃 

計 8,155千円

 

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

（平成17年３月31日現在）

現金及び預金 221,623千円

有価証券 100,007 〃 

短期貸付金（現先） 200,009 〃 

現金及び現金同等物 521,640千円

 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

（平成18年３月31日現在）

  

現金及び預金 236,703千円

現金及び現金同等物 236,703千円



(リース取引関係) 

  

  

(有価証券関係) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。 

なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を行い、30～

50％程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。 

  

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

該当事項はありません。 

当連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

１ リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

１ リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

  
取得価額 
相当額 
(千円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円) 

期末残高
相当額 
(千円) 

機械装置 35,418 26,563 8,855

有形固定資産 
その他 
(工具器具備品) 

48,409 35,360 13,048

無形固定資産 
(ソフトウエア) 105,064 73,714 31,350

合計 188,893 135,638 53,254

取得価額
相当額 
(千円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円) 

期末残高 
相当額 
(千円) 

機械装置 14,185 7,480 6,705 

有形固定資産
その他 
(工具器具備品) 

29,101 22,267 6,833 

無形固定資産
(ソフトウエア) 110,824 84,967 25,857 

合計 154,112 114,715 39,396 

２ 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 27,774千円

１年超 28,041 〃 

合計 55,815千円

２ 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 24,716千円

１年超 16,612 〃 

合計 41,329千円

３ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額 

支払リース料 44,011千円

減価償却費相当額 40,586 〃 

支払利息相当額 2,246 〃 

３ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額 

支払リース料 33,439千円

減価償却費相当額 31,407 〃 

支払利息相当額 1,245 〃 

４ 減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。 

４ 減価償却費相当額の算定方法 

 同左 

５ 利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法については利

息法によっております。 

５ 利息相当額の算定方法 

 同左 

  種類 

前連結会計年度
(平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成18年３月31日) 

取得原価 
(千円) 

連結貸借対
照表計上額
(千円) 

差額
(千円) 

取得原価
(千円) 

連結貸借対 
照表計上額 
(千円) 

差額 
(千円) 

連結貸借対照表計
上額が取得原価を
超えるもの 

株式 62,382 101,449 39,067 67,182 194,135 126,952

連結貸借対照表計
上額が取得原価を
超えないもの 

株式 ― ― ― ― ― ―

合計 62,382 101,449 39,067 67,182 194,135 126,952



該当事項はありません。 

  

３ 時価のない主な有価証券の内容 
  

  

４ その他有価証券のうち満期があるものの連結決算日後における償還予定額 

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

  

  

当連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

(デリバティブ取引関係) 

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

当社グループはデリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

当連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

当社グループはデリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

  

  
前連結会計年度
(平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成18年３月31日) 

  
連結貸借対照表計上額

(千円) 
連結貸借対照表計上額 

(千円) 

その他有価証券     

 非上場株式 1,350 1,350 

区分 
1年以内 
（千円） 

1年超5年以内
（千円） 

5年超10年以内
（千円） 

10年超 
（千円） 

その他有価証券 

① 社債 
295,703 ― ― ― 

     小計 295,703 ― ― ― 

     合計 295,703 ― ― ― 



(退職給付関係) 

  

(税効果会計関係) 

  

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 採用している退職給付制度の概要 

 当社及び連結子会社は、確定給付型の制度として、

退職一時金制度を採用しております。 

１ 採用している退職給付制度の概要 

 同左 

２ 退職給付債務に関する事項 

(注) 当社及び連結子会社は退職給付債務の算定にあ

たり簡便法を採用しております。 

 退職給付債務 57,983千円

 退職給付引当金 57,983千円

２ 退職給付債務に関する事項 

(注) 当社及び連結子会社は退職給付債務の算定にあ

たり簡便法を採用しております。 

 退職給付債務 67,879千円

 退職給付引当金 67,879千円

３ 退職給付費用に関する事項 

 勤務費用 8,110千円

 退職給付費用 8,110千円

３ 退職給付費用に関する事項 

 勤務費用 12,839千円

 退職給付費用 12,839千円

前連結会計年度末
(平成17年３月31日) 

当連結会計年度末
(平成18年３月31日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

 （繰延税金資産）  

賞与引当金 16,162千円

未払事業税 2,727 〃 

退職給付引当金 22,540 〃 

役員退職慰労引当金 20,247 〃 

減価償却費 7,998 〃 

貸倒損失 6,332 〃 

土地 9,875 〃 

たな卸資産未実現利益消去 16,433 〃 

製品クレーム補償費 9,022 〃 

その他 1,778 〃 

繰延税金資産小計 113,118 〃 

評価性引当額 △16,208 〃 

繰延税金資産合計 96,909 〃 

 （繰延税金負債）   

その他有価証券評価差額金 △16,017 〃 

その他 △2,310 〃 

繰延税金負債合計 △18,328 〃 

繰延税金資産の純額 78,581 〃 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

  

 （繰延税金資産）  

賞与引当金 15,824千円

未払事業税 3,186 〃 

退職給付引当金 27,584 〃 

未払役員退職慰労金 16,495 〃 

減価償却費 6,959 〃 

貸倒損失 5,465 〃 

土地 9,875 〃 

たな卸資産未実現利益消去 18,555 〃 

製品クレーム補償費 5,588 〃 

その他 1,435 〃 

繰延税金資産小計 110,968 〃 

評価性引当額 △15,341 〃 

繰延税金資産合計 95,627 〃 

 （繰延税金負債）   

その他有価証券評価差額金 △52,051 〃 

繰延税金負債合計 △52,051 〃 

繰延税金資産の純額 43,576 〃 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目の内訳 

 法定実効税率               41.0％ 

 （調整） 

交際費等永久に損金に算入されない項目 2.6〃

住民税均等割等 2.7〃

法人税の控除税額 △1.4〃

評価性引当額の増減 △0.1〃

過年度法人税等 1.7〃

税効果会計適用後の法人税等の負担率 46.5〃

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目の内訳 

 法定実効税率               41.0％ 

 （調整） 

住民税均等割額 2.4〃

法人税の控除税額 △6.6〃

その他 △2.1〃

税効果会計適用後の法人税等の負担率 34.7〃



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前連結会計年度及び当連結会計年度において、当社グループは真空機器関連製品の専門メーカーとして、同

一セグメントに属する真空機器及び真空機器関連製品等の製造、国内外での販売を行っており、当該事業以外

に事業の種類がないため該当事項はありません。 

  

【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度及び当連結会計年度において、全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、いずれ

も90％を超えているため、所在地別セグメント情報を省略しております。 

  

【海外売上高】 

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

  

(注) １ 国又は地域は、地理的近接度により区分しています。 

２ 本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

アジア・・・・・韓国、台湾、中国、シンガポール 

北米・・・・・・米国 

その他の地域・・上記以外の国 

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。 

  

当連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

  

(注) １ 国又は地域は、地理的近接度により区分しています。 

２ 本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

アジア・・・・・韓国、台湾、中国、シンガポール 

北米・・・・・・米国 

その他の地域・・上記以外の国 

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。 

  

  アジア 北米 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高(千円) 239,577 107,083 82,070 428,731 

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― ― 2,508,084 

Ⅲ 海外売上高の連結売上高 
  に占める割合(％) 

9.6 4.3 3.3 17.1

  アジア 北米 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高(千円) 370,690 109,387 49,684 529,761 

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― ― 2,618,581 

Ⅲ 海外売上高の連結売上高 
  に占める割合(％) 

14.2 4.2 1.9 20.2



【関連当事者との取引】 

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

(1) 役員及び個人株主等 

  

１ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

 給与については、取締役会決議に基づいて金額を決定しています。 

２ 伊勢養治は、平成16年６月25日開催の定時株主総会終結をもって任期満了により代表取締役会長を退任しており、同日以後の

属性は主要株主となっております。 

  

当連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

(1) 役員及び個人株主等 

  

１ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

 給与については、取締役会決議に基づいて金額を決定しています。 

  

  

属性 氏名 住所 
資本金又 
は出資金 
(千円) 

事業の内容 
又は職業 

議決権等
の所有 

(被所有)割合
(％) 

関係内容

取引の内容
取引金額 
(千円) 科目 期末残高

(千円) 役員の
兼任等 

事業上
の関係 

主要株主 伊勢養治 ― ― 当社 
名誉会長 

(被所有)
直接15.3 ― ― 給与支払 12,000 ― ― 

属性 氏名 住所 
資本金又 
は出資金 
(千円) 

事業の内容 
又は職業 

議決権等
の所有 

(被所有)割合
(％) 

関係内容

取引の内容
取引金額 
(千円) 科目 期末残高

(千円) 役員の
兼任等 

事業上
の関係 

主要株主 伊勢養治 ― ― 当社 
名誉会長 

(被所有)
直接15.4 ― ― 給与支払 21,990 ― ― 



(１株当たり情報) 

  

  

(注) 1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎 

  

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１株当たり純資産額 512.97円

１株当たり当期純利益 39.65円

１株当たり純資産額 284.51円

１株当たり当期純利益 27.28円

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式が存在していないため記載しておりませ

ん。 

  

  

当社は、平成17年５月17日付で株式１株につき２株

の株式分割を行っております。 

なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した

場合における１株当たり情報の各数値はそれぞれ以下

のとおりであります。 

  

前連結会計年度 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式が存在していないため記載しておりませ

ん。 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益 
27.25円

１株当たり純資産額 256.48円

１株当たり当期純利益 19.82円

    

項目
前連結会計年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

連結損益計算書上の当期純利益          (千円) 141,664  220,099  

普通株式に係る当期純利益              (千円) 141,664  220,099  

期中平均株式数                 (千株) 3,572  8,066  

普通株式増加数                 (千株) ― 9  

新株予約権方式によるストックオプション 

（新株予約権） 
（―） （ 9） 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１

株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在

株式の概要 

  

―

  

― 



(重要な後発事象) 

  

  

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

株式分割 

平成17年３月11日開催の取締役会の決議に基づき、次

のように株式分割による新株式を発行しております。 

１ 平成17年５月17日付で、次のとおり普通株式１株を

２株に分割をする。 

(1) 分割により増加する株式数 

   普通株式    4,142,500株 

(2) 分割方法 

   平成17年３月31日最終の株主名簿に記載または記

録された株主の所有株式数１株につき２株の割合を

もって分割する。 

２ 配当起算日 

  平成17年４月１日 

  

 当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の

前連結会計年度における１株あたり情報及び当期首に

行われたと仮定した場合の当連結会計年度における１

株当たり情報は、それぞれ次のとおりとなります。 

(1) 前連結会計年度 

１株当たり純資産額      174.01円 

   １株当たり当期純利益      31.37円 

(2) 当連結会計年度 

１株当たり純資産額            256.48円 

   １株当たり当期純利益      19.82円 

  なお、前連結会計年度及び当連結会計年度における

潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜

在株式が存在しないため記載しておりません。 

  

連結子会社の合併 

  平成17年６月10日開催の取締役会において、平成17

年９月30日を期日として、国内の製造拠点の再編によ

り、経営資源・ノウハウの共有化を図るとともに、運

営組織の業務の効率化を行うため、連結子会社である

株式会社コンバムコーポレーションと株式会社秋田妙

徳（いずれも当社の100％所有）を合併することを決

定いたしました。 

１ 合併の日程（予定） 

  合併契約書承認取締役会  平成17年７月８日 

  合併契約書調印      平成17年７月８日 

  合併契約書承認株主総会  平成17年８月11日 

  合併期日         平成17年９月30日 

  合併登記         平成17年９月30日 

２ 合併方式 

   株式会社コンバムコーポレーションを存続会社と

する吸収合併方式で、株式会社秋田妙徳は解散しま

す。（株式会社秋田妙徳は合併会社の秋田事業所と

なります。） 

連結子会社との合併 

 当社は、グループの経営資源・ノウハウの共有化とと

もに、運営組織の業務の効率化を図るため、株式会社コ

ンバムコーポレーション（当社の100％所有）を平成18

年４月１日付けにて吸収合併いたしました。 

１ 合併期日 

  平成18年４月１日 

２ 合併の形式 

  当社を存続会社とし株式会社コンバムコーポレーシ

ョンを解散会社とする吸収合併とし、合併による新株

の発行及び資本金の増加は行ないません。 

３ 財産の引継 

  合併期日において株式会社コンバムコーポレーショ

ンの資産・負債及び権利義務の一切を引継ぐ。 

４ 被合併会社の概要 

(1) 事業内容          真空機器製造販売 

(2) 売上高（平成18年３月期）   1,208,107千円 

(3) 当期純利益（平成18年３月期）   62,029千円 

(4) 総資産（平成18年３月末）   1,678,164千円 

(5) 株主資本（平成18年３月末）   715,578千円 

(6) 従業員（平成18年３月末）        46名 



⑤ 【連結附属明細表】 

【社債明細表】 

  

(注) １ ( )内書は、１年以内償還予定の金額であります。 

２ 連結決算日後５年間の償還予定額は以下のとおりであります。 

  

  

【借入金等明細表】 

  

(注) １ 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。 

２ 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。

  

  

(2)  【その他】 

該当事項はありません。 

  

会社名 銘柄 発行年月日 
前期末残高
(千円) 

当期末残高
(千円) 

利率
(％) 

担保 償還期限

当社 

第３回無担保社債 
平成14年 
11月25日 

60,000
(20,000)

40,000
(20,000)

年
0.33 

無し 
平成19年
11月22日 

第４回無担保社債 
平成16年 
３月10日 

100,000 100,000
年
0.82 

無し 
平成21年
３月10日 

第５回無担保社債 
平成16年 
６月９日 

100,000 100,000
年
0.54 

無し 
平成19年
６月８日 

第６回無担保社債 
平成16年 
６月25日 

82,500
(35,000)

47,500
(35,000)

年
0.70 

無し 
平成19年
６月25日 

合計 ― ― 
342,500
(55,000)

287,500
(55,000)

― ― ― 

１年以内 
(千円) 

１年超２年以内 
(千円) 

２年超３年以内
(千円) 

３年超４年以内
(千円) 

４年超５年以内 
(千円) 

55,000 132,500 100,000 ― ― 

区分 
前期末残高 
(千円) 

当期末残高
(千円) 

平均利率
(％) 

返済期限 

短期借入金 ― 40,000 0.81 ― 

１年以内返済予定の長期借入金 213,012 187,222 1.33 ― 

長期借入金(１年以内に返済予定
のものを除く。) 

611,954 434,702 1.23
平成19年５月28日～
平成25年７月20日 

合計 824,966 661,924 ― ― 

  
１年超２年以内 
(千円) 

２年超３年以内
(千円) 

３年超４年以内
(千円) 

４年超５年以内 
(千円) 

長期借入金 150,352 87,276 74,848 51,268 



２ 【財務諸表等】 

(1) 【財務諸表】 

① 【貸借対照表】 
  

  

  
前事業年度

(平成17年３月31日) 
当事業年度 

(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円)
構成比
(％) 

金額(千円) 
構成比
(％) 

(資産の部)               

Ⅰ 流動資産               

１ 現金及び預金     180,774     168,116   

２ 受取手形     367,267     464,685   

３ 売掛金 ※２   271,400     381,740   

４ 有価証券     395,710     ―   

５ 製品     205,068     252,230   

６ 未収入金     39,977     11,567   

７ 前払費用     5,714     12,975   

８ 繰延税金資産     17,980     17,184   

９ 短期貸付金     200,009     ―   

10 関係会社短期貸付金     6,944     451,032   

11 その他     757     3,509   

流動資産合計     1,691,606 57.5   1,763,041 55.9 

Ⅱ 固定資産               

１ 有形固定資産               

(1) 建物 ※１ 278,269     340,415     

減価償却累計額   △77,281 200,988   △90,057 250,357   

(2) 構築物   5,810     10,178     

減価償却累計額   △2,364 3,445   △3,175 7,003   

(3) 車両運搬具   6,953     6,953     

減価償却累計額   △3,105 3,847   △4,525 2,428   

(4) 工具器具備品   32,114     48,514     

減価償却累計額   △17,845 14,269   △28,208 20,305   

(5) 土地 ※１   276,176     285,176   

(6) 建設仮勘定     34,178     12,687   

有形固定資産合計     532,905 18.1   577,958 18.3 

２ 無形固定資産               

(1) 商標権     515     406   

(2) ソフトウェア     49,725     74,638   

(3) ソフトウェア仮勘定     40     ―   

(4) その他     6,941     11,727   

無形固定資産合計     57,222 1.9   86,772 2.8 



  

  

  
前事業年度

(平成17年３月31日) 
当事業年度 

(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円)
構成比
(％) 

金額(千円) 
構成比
(％) 

３ 投資その他の資産             

(1) 投資有価証券     102,799     195,485   

(2) 関係会社株式     471,413     471,413   

(3) 関係会社出資金     31,708     31,708   

(4) 関係会社長期貸付金     13,055     10,782   

(5) 長期前払費用     298     215   

(6) 繰延税金資産     21,068     ―   

(7) その他     10,731     10,478   

投資その他の資産合計     651,074 22.1   720,082 22.9 

固定資産合計     1,241,202 42.2   1,384,813 43.9 

Ⅲ 繰延資産               

１ 社債発行費     4,433     1,483   

２ 新株発行費     3,666     1,833   

繰延資産合計     8,099 0.3   3,316 0.1 

資産合計     2,940,909 100.0   3,151,170 100.0 

      



  

  

  
前事業年度

(平成17年３月31日) 
当事業年度 

(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円)
構成比
(％) 

金額(千円) 
構成比
(％) 

(負債の部)               

Ⅰ 流動負債               

１ 支払手形 ※２   50,082     102,774   

２ 買掛金 ※２   98,792     133,424   

３ 短期借入金     ―     40,000   

４ 一年以内返済予定 
  長期借入金 

※１  76,516 58,496  

５ 一年以内償還予定社債     55,000     55,000   

６ 未払金     46,030     41,170   

７ 未払費用     21,736     20,599   

８ 未払法人税等     ―     73,684   

９ 預り金     2,782     4,483   

10 賞与引当金     26,830     24,235   

11 その他     1,254     646   

流動負債合計     379,024 12.9   554,514 17.6 

Ⅱ 固定負債               

１ 社債     287,500     232,500   

２ 長期借入金 ※１   277,316     218,820   

３ 未払役員退職慰労金     ―     40,234   

４ 繰延税金負債     ―     9,494   

５ 退職給付引当金     51,465     60,062   

６ 役員退職慰労引当金     38,258     ―   

７ その他     1,000     1,000   

固定負債合計     655,539 22.3   562,110 17.8 

負債合計     1,034,563 35.2   1,116,624 35.4 

(資本の部)               

Ⅰ 資本金 ※３   748,125 25.4   748,125 23.7 

Ⅱ 資本剰余金               

１ 資本準備金   944,675     944,675     

資本剰余金合計     944,675 32.1   944,675 30.0 

Ⅲ 利益剰余金               

１ 利益準備金   6,165     6,165     

２ 任意積立金               

別途積立金   165,000     165,000     

３ 当期未処分利益   39,331     140,036     

利益剰余金合計     210,496 7.2   311,201 9.9 



  

  

  
前事業年度

(平成17年３月31日) 
当事業年度 

(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円)
構成比
(％) 

金額(千円) 
構成比
(％) 

Ⅳ その他有価証券評価差額金     23,049 0.8   74,902 2.4 

Ⅴ 自己株式 ※４   △20,000 △0.7   △44,357 △1.4 

資本合計     1,906,345 64.8   2,034,546 64.6 

負債及び資本合計     2,940,909 100.0   3,151,170 100.0 

      



② 【損益計算書】 

  

  
前事業年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円)
百分比
(％) 

金額(千円) 
百分比
(％) 

Ⅰ 売上高     2,506,915 100.0   2,617,138 100.0 

Ⅱ 売上原価               

１ 製品期首棚卸高   187,467     205,068     

２ 当期製品仕入高 ※１ 1,451,045     1,526,708     

  合計   1,638,513     1,731,777     

３ 製品期末棚卸高   205,068     252,230     

４ 他勘定振替高 ※４ △19,913 1,413,530 56.4 △3,584 1,475,962 56.4 

売上総利益     1,093,385 43.6   1,141,176 43.6 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※2,3   959,761 38.3   1,005,802 38.4 

営業利益     133,623 5.3   135,373 5.2 

Ⅳ 営業外収益               

１ 受取利息 ※１ 270     4,214     

２ 受取配当金   861     1,187     

３ 有価証券利息   340     1,323     

４ 仕入割引 ※１ 1,142     1,410     

５ 為替差益   ―     516     

６ 受取ロイヤリティ ※１ ―     65,394     

７ ソフトウェア等賃貸料 ※１ 1,996     6,472     

８ その他   3,207 7,818 0.3 5,629 86,147 3.3 

Ⅴ 営業外費用               

１ 支払利息   6,209     4,140     

２ 社債利息   2,078     1,970     

３ 社債発行費償却   3,981     2,950     

４ 新株発行費償却   1,833     1,833     

５ 売上割引   278     220     

６ 保証料   2,712     2,234     

７ 為替差損   92     ―     

８ 著作権賠償金   5,237     ―     

９ 株式分割費用   ―     1,995     

10 賃貸ソフトウェア減価償 
却費 

  ―     6,472     

11 その他   3,443 25,868 1.0 1,757 23,575 0.9 

経常利益     115,573 4.6   197,945 7.6 

     



  

  

  
前事業年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円)
百分比
(％) 

金額(千円) 
百分比
(％) 

Ⅵ 特別利益               

１ 保険積立金解約益   15,392     ―     

２ 受取保険金   5,980     4,030     

３ 製品クレーム補償費戻入 
益 

  ― 21,372 0.9 2,242 6,272 0.2 

Ⅶ 特別損失               

１ 固定資産除却損 ※５ ―     801     

２ 役員退任慰労金   51,745     ―     

３ 製品クレーム補償費   22,006     ―     

４ その他   67 73,819 2.9 ― 801 0.0 

税引前当期純利益     63,126 2.5   203,416 7.8 

法人税、住民税 
及び事業税 

8,147 75,045   

法人税等追徴額   4,279     ―     

法人税等調整額   29,960 42,386 1.7 △4,673 70,371 2.7 

当期純利益     20,740 0.8   133,045 5.1 

前期繰越利益     18,590     6,991   

当期未処分利益     39,331     140,036   

     



③ 【利益処分計算書】 

  

(注) 日付は株主総会承認年月日であります。 

  

  
前事業年度

(平成17年６月24日) 
当事業年度 

(平成18年６月23日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 当期未処分利益     39,331   140,036 

Ⅱ 利益処分額           

１ 配当金   32,340   56,112   

２ 任意積立金           

(1) 別途積立金   ― 32,340 50,000 106,112 

Ⅲ 次期繰越利益     6,991   33,924 

   



重要な会計方針 
  

  

項目 
前事業年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法 

(1) 子会社株式 

  移動平均法による原価法によって

おります。 

(1) 子会社株式 

  同左 

  (2) その他有価証券 

 ① 時価のあるもの 

 決算期末日の市場価格等に基づ

く時価法(評価差額は全部資本直

入法により処理し、売却原価は移

動平均法により算定)によってお

ります。 

(2) その他有価証券 

 ① 時価のあるもの 

 同左 

   ② 時価のないもの 

   移動平均法による原価法によっ

ております。 

 ② 時価のないもの 

   同左 

２ たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

 月次総平均法による原価法によって

おります。 

 同左 

３ 固定資産の減価償却の方

法 

(1) 有形固定資産 

 定率法(ただし、平成10年４月１

日以降取得の建物(建物付属設備を

除く)については定額法)によってお

ります。 

 主な耐用年数は以下のとおりであ

ります。 

  建物     17～50年 

  工具器具備品  3～10年 

(1) 有形固定資産 

  同左 

  

  (2) 無形固定資産 

  定額法によっております。 

   ソフトウェア(自社利用分) 

    社内における利用可能期間 

５年 

(2) 無形固定資産 

  同左 

４ 繰延資産の処理方法  商法施行規則に規定する最長期間で

毎期均等償却しております。 

  社債発行費 ３年 

  新株発行費 ３年 

  同左 

５ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

 売上債権、貸付金等の貸倒損失に

備えるため、一般債権については貸

倒実績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については、個別に回収可

能性を勘案し、回収不能見込額を計

上しております。 

(1) 貸倒引当金 

 同左 

  (2) 賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に備えるた

め、支給見込額のうち当事業年度に

負担すべき金額を計上しておりま

す。 

(2) 賞与引当金 

 同左 

  (3) 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給付債務

の見込額を計上しております。 

  

(3) 退職給付引当金 

 同左 



  

  

会計処理の変更 

  

  

項目 
前事業年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

  (4) 役員退職慰労引当金 

 役員の退任慰労金の支給に備える

ため、役員退任慰労金規程に基づく

当事業年度末要支給額を計上してお

ります。 

(4) 役員退職慰労引当金 

従来、役員の退任慰労金の支給に

備えるため、役員退任慰労金規程に

基づく必要額を計上しておりました

が、平成17年６月24日開催の株主総

会において、役員退任慰労金制度の

廃止を決議するとともに、役員の退

任時に、役員退任慰労金制度廃止日

までの在任期間に応じた退任慰労金

を支給することを決議しました。 

これに伴い、当該総会までの期間

に対応する役員退任慰労金相当額

40,234千円を固定負債の未払役員退

職慰労金として計上しております。 

  

６ リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。 

  

 同左 

７ その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

 消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜方式によっております。 

  

 消費税等の会計処理 

 同左 

前事業年度 
（自  平成16年４月１日 
至  平成17年３月31日） 

当事業年度
（自  平成17年４月１日 
至  平成18年３月31日） 

  
―――――― 

  

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当事業年度から「固定資産の減損に係る会計基準」

（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会 平成14年８月９日））及び「固

定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基

準委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指針第

６号）を適用しております。 

これによる損益に与える影響はありません。 

  



表示方法の変更 

  

  

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

(損益計算書) 

 前事業度において営業外収益の「その他」に含めて

おりました「ソフトウェア等賃貸料」は、営業外収益

の100分の10を超えたため、当事業年度において区分掲

記することに変更しました。 

 なお、前事業年度における「ソフトウェア等賃貸

料」は1,060千円であります。 

(損益計算書) 

前事業年度において営業外費用の「その他」に含め

ておりました「賃貸ソフトウエア減価償却費」は、営

業外費用の100分の10を超えたため、当事業年度におい

て区分掲記することに変更しました。 

なお、前事業年度における「賃貸ソフトウエア減価

償却費」は1,996千円であります。 

  



注記事項 

(貸借対照表関係) 

  

  

前事業年度 
(平成17年３月31日) 

当事業年度
(平成18年３月31日) 

※１ 担保資産及び担保付債務 

   担保に供している資産は次のとおりであります。 

建物 192,537千円

土地 260,941 〃 

計 453,479千円

※１ 担保資産及び担保付債務 

   担保に供している資産は次のとおりであります。 

建物 182,751千円

土地 260,941 〃 

計 443,692千円

  

担保付債務は次のとおりであります。 

長期借入金 277,316千円

一年以内返済予定長期借入金 76,516 〃 

計 353,832千円

  

担保付債務は次のとおりであります。 

長期借入金 218,820千円

一年以内返済予定長期借入金 58,496 〃 

計 277,316千円

  

※２ 関係会社に対する債権債務 

   区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている

ものは次のとおりであります。 

支払手形 37,247千円

買掛金 83,754 〃 

  

※２ 関係会社に対する債権債務 

   区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている

ものは次のとおりであります。 

売掛金 60,075千円

支払手形 87,690 〃 

買掛金 106,862 〃 

  

※３ 授権株式数     普通株式 8,000,000株

   発行済株式総数   普通株式 4,142,500株

  

※３ 授権株式数     普通株式 33,000,000株

   発行済株式総数   普通株式 8,285,000株

  

※４ 当社が保有する自己株式の数は、普通株式       

100,000株であります。 

  

※４ 当社が保有する自己株式の数は、普通株式       

269,000株であります。 

  

５ 偶発債務 

   次の関係会社について、金融機関からの借入金等

に対して次のとおり債務保証をしております。 

株式会社コンバム 
コーポレーションの借入金 

385,680千円

株式会社秋田妙徳の借入金等 97,809 〃 

計 483,489千円

  

５ 偶発債務 

   次の関係会社について、金融機関からの借入金等

に対して次のとおり債務保証をしております。 

株式会社コンバム
コーポレーションの借入金 

256,158千円

計 256,158千円

  

６ 受取手形裏書譲渡高 275,049千円

  

６ 受取手形裏書譲渡高 250,227千円

  

７ 配当制限 

  商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時

価を付したことにより増加した純資産額は、23,049

千円であります。 

  

７ 配当制限 

  商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時

価を付したことにより増加した純資産額は、74,902

千円であります。 

  

８ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引

銀行３行と当座貸越契約を締結しております。 

当事業年度末における当座貸越契約に係る借入未

実行残高等は次のとおりであります。 

当座貸越極度額の総額 700,000千円

借入実行残高 ― 〃

差引額 700,000千円

  

８ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引

銀行３行と当座貸越契約を締結しております。 

当事業年度末における当座貸越契約に係る借入未

実行残高等は次のとおりであります。 

当座貸越極度額の総額 900,000千円

借入実行残高 40,000 〃 

差引額 860,000千円



(損益計算書関係) 

  

  

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ 関係会社に対する事項 

製品仕入高 1,268,061千円

受取利息 257 〃 

仕入割引 1,140 〃 

※１ 関係会社に対する事項 

製品仕入高 1,298,586千円

受取利息 4,212 〃 

仕入割引 1,405 〃 

受取ロイヤリティ 65,394 〃 

ソフトウェア等賃貸料 6,472 〃 

  

※２ 販売費及び一般管理費の主なもの 

広告宣伝費 34,045千円

役員報酬 89,457 〃 

給料手当 299,890 〃 

賞与引当金繰入額 24,132 〃 

役員退職慰労引当金繰入額 7,700 〃 

退職給付費用 6,246 〃 

福利厚生費 52,261 〃 

旅費交通費 46,945 〃 

賃借料 53,778 〃 

減価償却費 22,176 〃 

研究開発費 108,977 〃 

おおよその割合   

販売費 38％ 

一般管理費 62％ 

  

※２ 販売費及び一般管理費の主なもの 

広告宣伝費 38,684千円

役員報酬 105,466 〃 

給料手当 309,511 〃 

賞与引当金繰入額 22,178 〃 

役員退職慰労引当金繰入額 1,975 〃 

退職給付費用 9,064 〃 

福利厚生費 46,514 〃 

旅費交通費 48,812 〃 

賃借料 59,629 〃 

減価償却費 33,807 〃 

研究開発費 114,524 〃 

おおよその割合   

販売費 39 ％ 

一般管理費 61 ％ 

  

※３ 一般管理費に含まれる研究開発費は、108,977千

円であります。 

  

※３ 一般管理費に含まれる研究開発費は、114,524千

円であります。 

  

※４ 他勘定振替高は、次のとおりであります。 

販売費及び一般管理費 19,913千円

計 19,913千円

  

※４ 他勘定振替高は、次のとおりであります。 

販売費及び一般管理費 3,584千円

計 3,584千円

  
※５ ― 

 
※５ 固定資産除却損 

  

  

建物付属設備 801千円

計 801千円



(リース取引関係) 

  

  

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

１ リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

１ リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

  
取得価額 
相当額 
(千円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円) 

期末残高
相当額 
(千円) 

工具器具備品 33,476 25,739 7,737

ソフトウェア 81,647 56,242 25,404

合計 115,123 81,981 33,141

取得価額
相当額 
(千円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円) 

期末残高 
相当額 
(千円) 

工具器具備品 19,493 15,654 3,838

ソフトウェア 89,112 64,857 24,254

合計 108,605 80,511 28,093

２ 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 18,774千円

１年超 15,747 〃 

合計 34,522千円

２ 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 19,102千円

１年超 9,848 〃 

合計 28,950千円

３ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額 

支払リース料 26,250千円

減価償却費相当額 24,367 〃 

支払利息相当額 1,369 〃 

３ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額 

支払リース料 23,932千円

減価償却費相当額 22,598 〃 

支払利息相当額 811 〃 

４ 減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。 

４ 減価償却費相当額の算定方法 

 同左 

５ 利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法については利

息法によっております。 

  

５ 利息相当額の算定方法 

 同左 



(有価証券関係) 

前事業年度及び当事業年度のいずれにおいても子会社株式で時価のあるものはありません。 

  

(税効果会計関係) 

  

前事業年度 
(平成17年３月31日) 

当事業年度
(平成18年３月31日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

 (繰延税金資産)  

賞与引当金 11,000千円

未払事業税等 268 〃 

製品クレーム補償費 9,022 〃 

退職給付引当金  19,965 〃 

役員退職慰労引当金 15,685 〃 

貸倒損失 6,332 〃 

その他 1,435 〃 

繰延税金資産小計 63,710 〃 

評価性引当額 △6,332 〃 

繰延税金資産合計 57,377 〃 

(繰延税金負債）   

未収事業税 △2,310千円

その他有価証券評価差額金 △16,017 〃 

繰延税金負債合計 △18,328 〃 

繰延税金資産の純額 39,049 〃 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

 (繰延税金資産)  

賞与引当金 9,936千円

未払事業税等 1,659 〃 

製品クレーム補償費 5,588 〃 

退職給付引当金 24,625 〃 

未払役員退職慰労金 16,495 〃 

貸倒損失 5,465 〃 

その他 1,435 〃 

繰延税金資産小計 65,205 〃 

評価性引当額 △5,465 〃 

繰延税金資産合計 59,740 〃 

(繰延税金負債）   

その他有価証券評価差額金 △52,051千円

繰延税金負債合計 △52,051 〃 

繰延税金資産の純額 7,689 〃 

  

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目の内訳 

 法定実効税率 41.0％ 

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されない項目 10.9〃 

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △0.2〃 

住民税均等割額 10.7〃 

法人税の控除税額 △2.5〃 

評価性引当額の増減 △0.3〃 

過年度法人税等 7.1〃 

その他 0.5〃 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 67.1〃 

    

  

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目の内訳 

 法定実効税率 41.0％

（調整）  

住民税均等割額 3.5〃

法人税の控除税額 
△10.5

〃

その他 0.6〃

税効果会計適用後の法人税等の負担率 34.6〃



(１株当たり情報) 

  

  

(注) 1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎 

  

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１株当たり純資産額 471.57円 １株当たり純資産額 253.81円

１株当たり当期純利益 5.80円 １株当たり当期純利益 16.49円

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式が存在していないため記載しておりませ

ん。   

当社は、平成17年５月17日付で株式１株につき２株

の株式分割を行っております。 

 なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した

場合における１株当たり情報の各数値はそれぞれ以下

のとおりであります。 

  

前事業年度 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につい

ては、潜在株式が存在していないため記載しておりま

せん。 

  

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益 
16.47円

１株当たり純資産額 235.78円

１株当たり当期純利益 2.90円

項目
前事業年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

損益計算書上の当期純利益(千円) 20,740 133,045

普通株式に係る当期純利益(千円) 20,740 133,045

普通株式の期中平均株式数(千株) 3,572 8,066

普通株式増加数     (千株) ― 9

新株予約権方式によるストックオプション 

（新株予約権） 
（―） （ 9） 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株

当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式

の概要 

― ―



(重要な後発事象) 

  

  

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

株式分割 

平成17年３月11日開催の取締役会の決議に基づき、次

のように株式分割による新株式を発行しております。 

１ 平成17年５月17日付で、次のとおり普通株式１株を

２株に分割をする。 

(1) 分割により増加する株式数 

   普通株式    4,142,500株 

(2) 分割方法 

   平成17年３月31日最終の株主名簿に記載または記

録された株主の所有株式数１株につき２株の割合を

もって分割する。 

２ 配当起算日 

  平成17年４月１日 

  

 当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の

前事業年度における１株当たり情報及び当期首に行わ

れたと仮定した場合の当事業年度における１株当たり

情報は、それぞれ次のとおりとなります。 

(1) 前事業年度 

１株当たり純資産額      166.74円 

   １株当たり当期純利益      19.26円 

(2) 当事業年度 

１株当たり純資産額            235.78円 

   １株当たり当期純利益      2.90円 

    なお、前事業年度及び当事業年度における潜在

株式調整後１株当たり当期純利益については、潜

在株式が存在しないため記載しておりません。 

  

連結子会社の合併 

  平成17年6月10日開催の取締役会において、平成17

年９月30日を期日として、国内の製造拠点の再編によ

り、経営資源・ノウハウの共有化を図るとともに、運

営組織の業務の効率化を行うため、連結子会社である

株式会社コンバムコーポレーションと株式会社秋田妙

徳（いずれも当社の100％所有）を合併することを決

定いたしました。 

１ 合併の日程（予定） 

  合併契約書承認取締役会  平成17年７月８日 

  合併契約書調印      平成17年７月８日 

  合併契約書承認株主総会  平成17年８月11日 

  合併期日         平成17年９月30日 

  合併登記         平成17年９月30日 

２ 合併方式 

  株式会社コンバムコーポレーションを存続会社とす

る吸収合併方式で、株式会社秋田妙徳は解散します。

（株式会社秋田妙徳は合併会社の秋田事業所となりま

す。） 

  

連結子会社との合併 

 当社は、グループの経営資源・ノウハウの共有化とと

もに、運営組織の業務の効率化を図るため、株式会社コ

ンバムコーポレーション（当社の100％所有）を平成18

年４月１日付けにて吸収合併いたしました。 

１ 合併期日 

  平成18年４月１日 

２ 合併の形式 

  当社を存続会社とし株式会社コンバムコーポレーシ

ョンを解散会社とする吸収合併とし、合併による新株

の発行及び資本金の増加は行ないません。 

３ 財産の引継 

  合併期日において株式会社コンバムコーポレーショ

ンの資産・負債及び権利義務の一切を引継ぐ。 

４ 被合併会社の概要 

(1) 事業内容          真空機器製造販売 

(2) 売上高（平成18年３月期）   1,208,107千円 

(3) 当期純利益（平成18年３月期）   62,029千円 

(4) 総資産(平成18年３月末)     1,678,164千円 

(5) 株主資本（平成18年３月末）   715,578千円 

(6) 従業員（平成18年３月末）        46名 



④ 【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

【株式】 

  

  

  

銘柄 株式数(株) 貸借対照表計上額(千円) 

(投資有価証券)     

（その他有価証券）     

㈱日伝 23,088 99,509 

㈱トミタ 50,800 34,544 

新光証券㈱ 30,000 19,590 

㈱鳥羽洋行 6,383 19,149 

黒田精工㈱ 23,000 10,902 

シーケーディ㈱ 3,300 6,388 

㈱Ｔ＆Ｄホールディングス 200 1,840 

㈱エスエムシー 100 1,834 

㈱大森工業会館 270 1,350 

㈱ティーエイチケー 100 378 

その他 2,016 ― 

計 139,257 195,485 



【有形固定資産等明細表】 

  

(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりです。 

建物      従業員用宿舎             47,236千円 

ソフトウェア  販売購買管理システムの追加開発費用  34,450千円 

  

  

  

資産の種類 
前期末残高 
(千円) 

当期増加額 
(千円) 

当期減少額
(千円) 

当期末残高
(千円) 

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額 
(千円) 

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産               

 建物 278,269 63,245 1,100 340,415 90,057 13,074 250,357 

 構築物 5,810 4,368 ― 10,178 3,175 810 7,003 

 車輌運搬具 6,953 ― ― 6,953 4,525 1,419 2,428 

 工具器具備品 32,114 16,399 ― 48,514 28,208 10,362 20,305 

 土地 276,176 9,000 ― 285,176 ― ― 285,176 

 建設仮勘定 34,178 69,298 90,789 12,687 ― ― 12,687 

有形固定資産計 633,502 162,312 91,889 703,925 125,967 25,668 577,958 

無形固定資産               

 商標権 1,300 ― ― 1,300 893 109 406 

 ソフトウェア 54,649 40,750 ― 95,399 20,760 15,836 74,638 

ソフトウェア仮勘定 40 23 63 ― ― ― ― 

その他 7,787 5,651 ― 13,438 1,711 865 11,727 

無形固定資産計 63,777 46,424 63 110,137 23,365 16,811 86,772 

長期前払費用 298 215 298 215 ― ― 215 

繰延資産               

 社債発行費 8,850 ― 4,400 4,450 2,966 1,483 1,483 

 新株発行費 5,499 ― ― 5,499 3,666 1,833 1,833 

繰延資産計 14,349 ― 4,400 9,949 6,633 3,316 3,316 



【資本金等明細表】 

  

(注) 発行済株式の「当期増加」は、平成17年５月17日に株式１株を２株の割合により分割を行なったことによるものです。 

当期末における自己株式は269,000株です。 

  

【引当金明細表】 

  

(注) 役員退職慰労引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、役員退任慰労金制度の廃止に伴い、未払役員退職慰労金に振

り替えたことによる減少であります。 

  

区分 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 

資本金               (千円) 748,125 ― ― 748,125 

資本金のうち 
既発行株式 

普通株式 (株) (4,142,500) (4,142,500) (    ―) (8,285,000)

普通株式 (千円) 748,125 ― ― 748,125 

計 (株) (4,142,500) (4,142,500) (    ―) (8,285,000)

計 (千円) 748,125 ― ― 748,125 

資本準備金及び 
その他 
資本剰余金 

(資本準備金) 
株式払込剰余金 

(千円) 944,675 ― ― 944,675

計 (千円) 944,675 ― ― 944,675 

利益準備金及び 
任意積立金 

(利益準備金) (千円) 6,165 ― ― 6,165 

(任意積立金) 
別途積立金 

(千円) 165,000 ― ― 165,000

計 (千円) 171,165 ― ― 171,165 

区分 
前期末残高 
(千円) 

当期増加額
(千円) 

当期減少額
(目的使用) 
(千円) 

当期減少額
(その他) 
(千円) 

当期末残高 
(千円) 

賞与引当金 26,830 24,235 26,830 ― 24,235 

役員退職慰労引当金 38,258 1,975 ― 40,234 ― 



(2) 【主な資産及び負債の内容】 

① 現金及び預金 

  

  

② 受取手形 

(イ)相手先別内訳 

  

  

(ロ)期日別内訳 

  

  

③ 売掛金 

(イ)相手先別内訳 

  

区分 金額(千円) 

現金 216 

預金   

当座預金 163,677 

普通預金 3,601 

別段預金 622 

小計 167,900 

合計 168,116 

相手先 金額(千円) 

㈱日伝 172,854 

シーケーディ㈱ 60,498 

ダイドー㈱ 52,525 

㈱鳥羽洋行 43,929 

大喜産業 23,755 

その他 111,122 

合計 464,685 

期日別 金額(千円) 

平成18年４月 121,191 

５月 93,216 

６月 92,137 

７月 133,358 

８月 24,780 

合計 464,685 



  

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況 

  

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。 

  

④ 製品 
  

  

⑤ 関係会社短期貸付金 
  

  

相手先 金額(千円) 

㈱日伝 65,444 

MYOTOKU KOREA LTD. 52,220 

ダイドー㈱ 34,924 

PUMAS AUTOMATION & ROBOTICS PTE.LTD. 23,476 

㈱鳥羽洋行 22,703 

その他 182,971 

合計 381,740 

前期繰越高(千円) 
  
(Ａ) 

当期発生高(千円)
  
(Ｂ) 

当期回収高(千円)
  
(Ｃ) 

次期繰越高(千円)
  
(Ｄ) 

回収率(％)
  

(Ｃ)
×100

(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間(日) 
(Ａ)＋(Ｄ) 
２ 
(Ｂ) 
365 

271,400 2,723,014 2,612,674 381,740 87.3 43.8 

品名 金額(千円) 

コンバム 127,664 

真空吸着パッド 36,744 

圧力センサ 56,036 

その他 31,784 

合計 252,230 

相手先 金額(千円) 

㈱コンバムコーポレーション 440,000

妙徳韓国㈱ 6,333

上海妙徳空覇睦貿易有限公司 4,698

合計 451,032



⑥ 関係会社株式 
  

  

⑦ 支払手形 

(イ)相手先別内訳 
  

  

(ロ)期日別内訳 
  

  

銘柄 金額(千円) 

(子会社株式)   

㈱コンバムコーポレーション 461,561

妙徳韓国㈱ 9,851

合計 471,413

相手先 金額(千円) 

㈱コンバムコーポレーション 87,690 

タクミ商事 1,891 

㈱三津海製作所 1,642 

シーケーディ㈱ 1,576 

宝印刷㈱ 1,420 

その他 8,553 

合計 102,774 

期日別 金額(千円) 

平成18年４月 24,635 

５月 31,706 

６月 26,438 

７月 19,993 

合計 102,774 



⑧ 買掛金 

  

  

⑨ 社債                                   232,500千円 

  

   内訳は(1) 連結財務諸表 ⑤連結附属明細表 社債明細表に記載しております。 

  

⑩ 長期借入金 

  

  

  

(3) 【その他】 

該当事項はありません。 

  

相手先 金額(千円) 

㈱コンバムコーポレーション 106,732 

㈱小滝電機製作所 21,391 

リーチェリ・トーマス㈱ 2,133 

黒田精工㈱ 1,805 

その他 1,360 

合計 133,424 

相手先 金額(千円) 

中小企業金融公庫 218,820 

合計 218,820 



第６ 【提出会社の株式事務の概要】 

  

決算期 ３月31日 

定時株主総会 ６月中 

基準日 ３月31日 

株券の種類 
 1,000株券 
10,000株券 

中間配当基準日 ９月30日 

１単元の株式数 1,000株 

株式の名義書換え   

  取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 

  株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 三菱UFJ信託銀行株式会社 

  取次所 
三菱UFJ信託銀行株式会社 全国各支店 

野村證券株式会社 全国本支店 

  名義書換手数料 無料 

  新券交付手数料 無料 

単元未満株式の買取り   

  取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 

  株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 三菱UFJ信託銀行株式会社 

  取次所 
三菱UFJ信託銀行株式会社 全国各支店 

野村證券株式会社 全国本支店 

  買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 

公告掲載方法 日本経済新聞 

株主に対する特典 該当事項はありません。 



第７ 【提出会社の参考情報】 

１ 【提出会社の親会社等の情報】 

当社には、親会社等はありません。 

  

２ 【その他の参考情報】 

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

(1) 有価証券報告書及びその添付書類 

事業年度 第54期(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日)平成17年６月24日に関東財務局長に提出 

(2) 半期報告書 

事業年度 第55期中(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日)平成17年12月22日関東財務局長に提出 

(3) 自己株券買付状況報告書 

  報告期間(自 平成17年12月21日 至 平成17年12月31日)平成18年１月13日関東財務局長に提出 

(4) 有価証券報告書の訂正報告書 

平成18年６月14日関東財務局長に提出 

平成17年６月24日関東財務局長に提出の有価証券報告書に係る訂正報告書であります。 

(5) 有価証券報告書の訂正報告書の訂正報告書 

  平成18年６月27日関東財務局長に提出 

平成18年６月14日関東財務局長に提出の有価証券報告書の訂正報告書に係る訂正報告書であります。 

  



第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。 

  



独立監査人の監査報告書 

  

 

株式会社妙徳 

  

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社妙徳の平成16年４月１日から平成17年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連

結損益計算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連

結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明すること

にある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を

基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全

体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理

的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株

式会社妙徳及び連結子会社の平成17年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及

びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

  

  

平成17年６月24日 

取締役会 御中 

監査法人 トーマツ   

指定社員 
業務執行社員

  公認会計士  福  田  昭  英  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員

  公認会計士  勝  又  三  郎  ㊞ 

  
※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管

している。 



独立監査人の監査報告書 

  

 

株式会社妙徳 

  

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社妙徳の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連

結損益計算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連

結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明すること

にある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を

基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全

体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理

的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株

式会社妙徳及び連結子会社の平成18年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及

びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

  

  

平成18年６月23日 

取締役会 御中 

監査法人 トーマツ   

指定社員 
業務執行社員

  公認会計士  福  田  昭  英  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員

  公認会計士  勝  又  三  郎  ㊞ 

  
※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管

している。 



独立監査人の監査報告書 

  

 

株式会社妙徳 

  

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社妙徳の平成16年４月１日から平成17年３月31日までの第54期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算

書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責

任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎

として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎

を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会

社妙徳の平成17年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において

適正に表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

  

  

平成17年６月24日

取締役会 御中 

監査法人 トーマツ   

指定社員 
業務執行社員

  公認会計士  福  田  昭  英  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員

  公認会計士  勝  又  三  郎  ㊞ 

  
※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管

している。 



独立監査人の監査報告書 

  

 

株式会社妙徳 

  

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社妙徳の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第55期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算

書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責

任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎

として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎

を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会

社妙徳の平成18年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において

適正に表示しているものと認める。 

  

追記情報 

 重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、平成18年４月１日に連結子会社である株式会社コンバムコーポレ

ーションと合併している。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 
  

  

平成18年６月23日

取締役会 御中 

監査法人 トーマツ   

指定社員 
業務執行社員

  公認会計士  福  田  昭  英  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員

  公認会計士  勝  又  三  郎  ㊞ 

  
※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管

している。 
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