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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 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 第54期中及び第54期において、潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益は、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。 

３ 第55期中において、潜在株式調整後１株当たり中間純利益は、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載し

ておりません。 

４ 第55期中において平成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。 

５ 純資産額の算定にあたり、第56期中から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号）及

び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号）を適用しておいり

ます。 

回次 第54期中 第55期中 第56期中 第54期 第55期 

会計期間 

自 平成16年 
  ４月１日 
至 平成16年 
  ９月30日 

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日 

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ９月30日 

自 平成16年 
  ４月１日 
至 平成17年 
  ３月31日 

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日 

売上高 (千円) 1,375,916 1,200,102 1,521,671 2,508,084 2,618,581 

経常利益 (千円) 244,643 149,620 226,214 313,213 338,985 

中間(当期)純利益 (千円) 125,818 94,459 108,233 141,664 220,099 

純資産額 (千円) 1,212,132 2,134,701 2,306,036 2,073,711 2,280,611 

総資産額 (千円) 3,061,251 3,628,474 4,023,810 3,628,028 3,792,092 

１株当たり純資産額 (円) 379.68 264.03 287.71 512.97 284.51 

１株当たり中間 
(当期)純利益 

(円) 39.41 11.68 13.50 39.65 27.28

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

(円) ― ― 13.45 ― 27.25

自己資本比率 (％) 39.6 58.8 57.3 57.2 60.1 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) 97,784 216,172 102,893 232,976 357,519

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) △131,987 △53,883 △376,527 △520,256 △390,143

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) 88,140 △166,043 151,210 651,547 △276,112

現金及び現金同等物 
の中間期末(期末)残高 

(千円) 211,924 539,420 111,570 521,640 236,703

従業員数 
(外,平均臨時雇用者数) 

(名) 
107 
(65)

122
(56)

127
(54)

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 第54期中及び第54期において、潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益は、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。 

３ 第55期中において、潜在株式調整後１株当たり中間純利益は、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載し

ておりません。 

４ 第55期中において平成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。 

５ 純資産額の算定にあたり、第56期中から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号）及

び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号）を適用しておいり

ます。 

  

回次 第54期中 第55期中 第56期中 第54期 第55期 

会計期間 

自 平成16年 
  ４月１日 
至 平成16年 
  ９月30日 

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日 

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ９月30日 

自 平成16年 
  ４月１日 
至 平成17年 
  ３月31日 

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日 

売上高 (千円) 1,374,800 1,210,572 1,427,218 2,506,915 2,617,138 

経常利益 (千円) 120,590 85,464 138,458 115,573 197,945 

中間(当期)純利益 (千円) 51,150 60,817 301,927 20,740 133,045 

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

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

純資産額 (千円) 1,091,022 1,947,022 2,253,763 1,906,345 2,034,546 

総資産額 (千円) 2,317,890 3,008,410 3,956,401 2,940,909 3,151,170 

１株当たり純資産額 (円) 341.74 240.82 281.19 471.57 253.81 

１株当たり中間 
(当期)純利益 

(円) 16.02 7.52 37.67 5.80 16.49

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

(円) ― ― 37.52 ― 16.47

１株当たり配当額 (円) ― ― 4.50 8.00 7.00

自己資本比率 (％) 47.1 64.7 57.0 64.8 64.6 

従業員数 
(外,平均臨時雇用者数) 

(名) 
65 
(20)

70
(16)

114
(54)

65 
(16)

66
(13)



２ 【事業の内容】 

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。 

  

３ 【関係会社の状況】 

従来連結子会社であった株式会社コンバムコーポレーションは、平成18年４月１日に当社と合併しております。 

  

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

平成18年９月30日現在 

(注) 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は当中間連結会計期間の平均人員を( )内に外数で記載しております。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成18年９月30日現在 

(注)１ 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は当中間会計期間の平均人員を( )内に外数で記載しております。 

２ 従業員数が当中間会計期間において48名増加しておりますが、主として平成18年４月１日付で、株式会社コンバムコーポ

レーションを当社が吸収合併したことによるものであります。 

  

(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。 

  

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(名) 

真空機器及び関連製品 127 (54) 

従業員数(名) 114 (54) 



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、好調な企業業績による雇用改善の動きが個人消費を伸長し、さらに

それが企業の設備投資を再び押し上げる好循環により民間設備投資と個人消費の内需の両輪が景気の足腰を強め、

景気の持続に期待が持てる状況下にありますが、原油に加え諸資材の高騰並びにインフレと景気減速懸念が混在す

る米国経済、地政学的リスク等不安を抱え、適切な経済政策運営が景気の持続性を大きく左右する環境下にありま

した。 

当業界におきましても、好調な民間設備投資に支えられＩＴ(情報技術)関連市場、自動車関連市場等幅広く堅調

に推移し総じて需要を押し上げました。 

この様な環境下で当社は、４月１日付けでグループの経営資源、ノウハウの共有化と共に運営組織の効率化を図

るため生産子会社の㈱コンバムコーポレーションと合併し、組織の見直しによる業務の効率化、資金効率の向上、

適材適所の人員配置、最適地生産等を推進し、岩手事業所新工場見学、新製品展示会を兼ねた事業方針発表会の開

催、千葉営業所の開設等拡販体制の強化と共に、空気圧機器全般を取り扱う準備、浮上ユニット等新製品の開発に

取り組みました。 

この結果、当中間連結会計期間の業績につきましては、連結売上高1,521百万円(前年同期比126.8%)、売上原価並

びに販売費及び一般管理費は、子会社との合併による影響もあり、前年同期に比べ増減がありましたが、売上高増

加によるスケールメリットにより連結経常利益は226百万円(前年同期比151.2%)、連結中間純利益は108百万円(前年

同期比114.6%)となりました。 

  

(2) キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間における連結キャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フロ

ーは、税金等調整前中間純利益(176百万円)がありましたが、売掛債権の増加(125百万円)及び法人税等の支払(89百

万円)等により102百万円のプラス(前年同期は216百万円のプラス)、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取得 (191百万円)、有形固定資産の取得(173百万円)等による支出により376百万円のマイナ

ス(前年同期は53百万円のマイナス)、財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金(300百万円)、短期借入金

(180百万円)による資金調達及び、長短借入金の返済(245百万円)、配当金の支払い(55百万円)等による支出があり

ましたが151百万円のプラス(前年同期は166百万円のマイナス)となりました。 

これらの結果、現金及び現金同等物の当中間連結会計期間末残高は、前連結会計年度末と比べ125百万円減少し、

111百万円となりました。 

  



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

当中間連結会計期間において、当社グループは真空機器及び関係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 

当中間連結会計期間における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) 受注実績 

当中間連結会計期間における受注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、販売価額によっております。 

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 

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
  至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
  至 平成18年９月30日) 

比較増減 

生産高 
(千円) 

生産高
(千円) 

金額 
(千円) 

前年同期比
（％） 

真空機器及び関連製品 432,636 570,509 137,872 131.9 

事業の種類別セグメントの名称 

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
  至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
  至 平成18年９月30日) 

比較増減 

受注高 

(千円) 

受注残高 

(千円) 

受注高 

(千円) 

受注残高 

(千円) 

受注高 

(千円) 

受注残高 

(千円) 

真空機器及び関連製品  1,302,773 110,354 1,425,772 114,443 122,998 4,088 

品目別 

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

受注高(千円) 割合(％) 受注高(千円) 割合(％) 

コンバム 477,316 36.6 518,025 36.3 

真空吸着パッド 527,762 40.5 593,313 41.6 

圧力センサ 179,905 13.8 197,377 13.8 

その他 117,789 9.1 117,055 8.3 

合計 1,302,773 100.0 1,425,772 100.0 



(3) 販売実績 

当中間連結会計期間における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 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 

(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 

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
  至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
  至 平成18年９月30日) 

比較増減 

販売高 
(千円) 

販売高
(千円) 

金額 
(千円) 

前年同期比
（％） 

真空機器及び関連製品  1,200,102 1,521,671 321,569 126.8 

品目別 

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％) 

コンバム 417,359 34.8 574,056 37.7 

真空吸着パッド 517,000 43.1 617,115 40.6 

圧力センサ 155,324 12.9 206,137 13.6 

その他 110,417 9.2 124,362 8.1 

合計 1,200,102 100.0 1,521,671 100.0 

相手先 

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％) 

株式会社日伝 267,739 22.3 341,921 22.4 

ダイドー株式会社 125,933 10.5 136,794 8.9 



３ 【対処すべき課題】 

当中間連結会計期間において、当社グループ(当社及び連結子会社)が対処すべき課題について、重要な変更及び新

たに生じた課題はありません。 

  

４ 【経営上の重要な契約等】 

当社（株式会社妙徳）と株式会社コンバムコーポレーションとの合併 

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、連結子会社株式

会社コンバムコーポレーション（当社の100％所有）と平成17年12月12日に合併契約を締結し、平成17年12月12日開催

の合併契約書承認株主総会において承認され、平成18年４月１日をもって吸収合併いたしました。 

① 合併の方法 

  株式会社妙徳を存続会社とし、株式会社コンバムコーポレーションは解散します。 

② 合併の期日 

  平成18年４月１日 

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 被合併会社の合併時の資産・負債の状況 

  

５ 【研究開発活動】 

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、当中間連結会計期間におけるグループ全体の研究

開発費は46,865千円であります。 

  

  

資産   負債 

科目 金額(千円)   科目 金額(千円) 

流動資産   393,661   流動負債 299,488 

固定資産       固定負債 663,098 

 有形固定資産 1,272,689     負債合計 962,586 

 無形固定資産 1,518         

  投資等 10,295 1,284,503       

資産合計   1,678,164       

製品群 開発機種等 

コンバム 小径ノズル（φ0.3／φ0.4） 

真空吸着パッド 

エコロジーパッド（２硬度パッド） 

リサイクルパッド 

ＲＡ処理パッド 

圧力センサ ＭＰＳ－３２／ＭＰＳ－８ 

その他 浮上搬送ユニット 



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

当中間連結会計期間において、前連結会計年度に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な変更並びに

重要な設備計画の完了はありません。 

  

  



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】 

① 新株予約権 

平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります

  

種類 発行可能株式総数(株) 

普通株式 33,000,000 

計 33,000,000 

種類 
中間会計期間末 
現在発行数(株) 
(平成18年９月30日) 

提出日現在
発行数(株) 

(平成18年12月22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 8,285,000
ジャスダック証券取
引所 

― 

計 8,285,000 8,285,000 ― ― 

株主総会の特別決議日（平成17年６月24日） 

  中間会計期間末現在 

（平成18年９月30日） 

提出日の前月末現在 

（平成18年11月30日） 

新株予約権の数（個） 178（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（株） 178,000 同左 

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり340（注）２ 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 



  

（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） 
  

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。 

  

株主総会の特別決議日（平成17年６月24日） 

  中間会計期間末現在 

（平成18年９月30日） 

提出日の前月末現在 

（平成18年11月30日） 

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、監査役及び従業員の地位

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。 
② 新株予約権者が死亡した場合

は、相続人が新株予約権を行使

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、本

株主総会決議及び新株予約権発

行にかかる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 

代用払込みに関する事項 ― ― 

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 



(3) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

  

  

(4) 【大株主の状況】 

平成18年９月30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。 

  

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18年４月１日～ 
平成18年９月30日 

― 8,285,000 ― 748,125 ― 944,675

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番１８号 427 5.16 

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番１号
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

ステートストリートバンクアン

ドトラストカンパニー 
東京都中央区日本橋兜町６番７号 169 2.04 

伊 勢   忠 東京都大田区下丸子 157 1.89

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 

計 ― 3,662 44.21 



(5) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成18年９月30日現在 

  

② 【自己株式等】 

平成18年９月30日現在 

  

２ 【株価の推移】 

(1) 【当該中間会計期間における月別最高・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。 

  

３ 【役員の状況】 

平成18年６月28日付の有価証券報告書の提出日後、半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動は次のとおりで

あります。 

  

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 ― 

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 

月別 
平成18年 
４月 

  
５月 ６月 ７月 ８月 

  
９月 

最高(円) 480 715 446 410 424 435 

最低(円) 419 384 368 360 380 381 

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動日 

常務取締役(管理部門担当) 
常務取締役(管理部門担当 
兼務経営管理部長) 

吉田 清輝 平成18年９月７日 

取締役(購買担当兼務資材部長) 取締役(購買担当) 藤井  理 平成18年９月７日 



第５ 【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11年大蔵省令第

24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。 

  なお、前中間連結会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)は改正前の中間連結財務諸表規則に基

づき、当中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)は改正後の中間連結財務諸表規則に基づ

いて作成しております。 

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。

以下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

  なお、前中間会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)は改正前の中間財務諸表等規則に基づき、

当中間会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)は改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成して

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、前中間連結会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日ま

で)及び当中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)の中間連結財務諸表並びに前中間会計期間

(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)及び当中間会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)の

中間財務諸表について、監査法人トーマツにより中間監査を受けております。 

  



１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

  

  

    前中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(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
(％) 金額(千円) 構成比

(％) 

(資産の部)                

Ⅰ 流動資産                

１ 現金及び預金     237,818   111,570    236,703  

２ 受取手形及び売掛金 ※４   835,347   960,791    834,196  

３ 有価証券     －   191,936    －  

４ たな卸資産     348,321   474,117    440,233  

５ 短期貸付金     301,601   －    －  

６ その他     74,404   75,154    83,676  

貸倒引当金     －   △430    △418  

流動資産合計     1,797,494 49.5  1,813,141 45.1   1,594,392 42.0

Ⅱ 固定資産                

１ 有形固定資産 ※１              

(1) 建物及び構築物 ※２ 313,970    820,197   783,240    

(2) 機械装置 
  及び運搬具 ※２ 183,768   264,349 281,393   

(3) 土地 ※２ 722,399    731,399   731,399    

(4) 建設仮勘定   275,606    29,203   16,329    

(5) その他   67,572    85,524   74,462    

有形固定資産合計     1,563,318   1,930,674    1,886,825  

２ 無形固定資産     84,152   86,735    88,597  

３ 投資その他の資産                

(1) 投資有価証券   125,875    153,405   195,485    

(2) 繰延税金資産   30,199    13,968   423    

(3) その他   21,725    24,226   23,052    

投資その他の資産 
合計    177,800 191,600   218,960 

固定資産合計    1,825,271 50.3 2,209,010 54.9   2,194,383 57.9

Ⅲ 繰延資産     5,708 0.2  1,658 0.0   3,316 0.1

資産合計     3,628,474 100.0  4,023,810 100.0   3,792,092 100.0

           



  

  

    前中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(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
(％) 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 ※４   158,502   167,973    201,575  

２ 短期借入金 ※５   －   60,000    40,000  

３ 一年以内返済予定 
  長期借入金 ※２  192,262 242,992   187,222 

４ 未払法人税等     55,668   71,671    94,691  

５ 賞与引当金     33,019   46,039    38,594  

６ その他     152,328   311,563    173,081  

流動負債合計     591,781 16.3  900,240 22.4   735,165 19.4

Ⅱ 固定負債                

１ 社債     260,000   110,000    232,500  

２ 長期借入金 ※２   527,658   593,209    434,702  

３ 退職給付引当金     61,650   73,090    67,879  

４ その他     52,684   41,234    41,234  

固定負債合計     901,992 24.9  817,533 20.3   776,315 20.5

負債合計     1,493,773 41.2  1,717,773 42.7   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     426,954 11.8  ― ―   552,594 14.6

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金    35,248 1.0 ― ―   74,902 2.0

Ⅴ 為替換算調整勘定     △302 0.0  ― ―   4,671 0.1

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

資本合計     2,134,701 58.8  ― ―   2,280,611 60.1

負債及び資本合計     3,628,474 100.0  ― ―   3,792,092 100.0

           



  

  

    前中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(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
(％) 金額(千円) 構成比

(％) 

(純資産の部)                

Ⅰ 株主資本                

１ 資本金     ―   748,125    ―  

２ 資本剰余金     ―   944,675    ―  

３ 利益剰余金     ―   604,716    ―  

４ 自己株式     ―   △44,712    ―  

株主資本合計     ― ―  2,252,804 56.0   ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等                

１ その他有価証券 
  評価差額金    ― 48,659   ― 

２ 為替換算調整勘定     ―   4,573    ―  

評価・換算差額等 
合計    ― ― 53,232 1.3   ― ―

純資産合計     ― ―  2,306,036 57.3   ― ―

負債純資産合計     ― ―  4,023,810 100.0   ― ―

           



② 【中間連結損益計算書】 

  

  

    
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 
(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
(％) 金額(千円) 百分比

(％) 

Ⅰ 売上高     1,200,102 100.0  1,521,671 100.0   2,618,581 100.0

Ⅱ 売上原価     497,050 41.4  752,550 49.5   1,152,194 44.0

売上総利益     703,052 58.6  769,121 50.5   1,466,386 56.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１   548,683 45.7  539,135 35.4   1,135,902 43.4

営業利益     154,369 12.9  229,986 15.1   330,483 12.6

Ⅳ 営業外収益                

 １ 受取利息   1,095    80   1,413    

２ 受取配当金   1,161    1,538   1,187    

３ 為替差益   1,897    964   19,792    

４ 助成金収入 ※２ －    189   8,733    

５ 還付加算金   1,410    533   －    

６ 社員寮収入   －    914   －    

７ その他   2,870 8,435 0.7 2,585 6,805 0.4 10,086 41,212 1.6

Ⅴ 営業外費用                

１ 支払利息   7,204    6,026   12,713    

２ 売上割引   105    125   220    

３ 社債発行費償却   1,474    741   2,950    

４ 株式分割費用   1,995    －   －    

５ 機械設備等移設費   －    1,630   8,722    

６ その他   2,403 13,183 1.1 2,052 10,576 0.6 8,103 32,710 1.2

経常利益     149,620 12.5  226,214 14.9   338,985 12.9

Ⅵ 特別利益                

１ 固定資産売却益 ※３ －    －   124    

２ 受取保険金   －    －   4,030    

３ 製品クレーム補償費 
  戻入益 

  － － － 3,041 3,041 0.2 2,242 6,397 0.2

Ⅶ 特別損失                

１ 固定資産除却損 ※４ 5,834    8,684   8,155    

２ 製品クレーム補償費   －    44,332   －    

３ その他   － 5,834 0.5 29 53,046 3.5 － 8,155 0.3

税金等調整前 
中間(当期)純利益    143,786 12.0 176,209 11.6   337,227 12.9

法人税、住民税及び 
事業税   51,805   68,113 117,348   

法人税等調整額   △2,478 49,326 4.1 △138 67,975 4.5 △220 117,127 4.5

中間(当期)純利益     94,459 7.9  108,233 7.1   220,099 8.4

           



③ 【中間連結剰余金計算書】 

  

  

  
前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(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     944,675   944,675 

Ⅱ 資本剰余金中間期末(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     377,861   377,861 

Ⅱ 利益剰余金増加高           

 １ 中間(当期)純利益   94,459 94,459 220,099 220,099 

Ⅲ 利益剰余金減少高           

 １ 配当金   32,340   32,340   

 ２ 連結子会社増加による 
   利益剰余金減少高 

 13,026 45,366 13,026 45,366

Ⅳ 利益剰余金中間期末(期末)残高     426,954   552,594 

       



④ 【中間連結株主資本等変動計算書】 

当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

(単位：千円) 

  

(単位：千円) 

  

  
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日残高 748,125 944,675 552,594 △44,357 2,201,037

中間連結会計期間中の変動額           

 剰余金の配当 － － △56,112 － △56,112

 中間純利益 － － 108,233 － 108,233

 自己株式の取得 － － － △355 △355

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額) － － － － －

中間連結会計期間中の変動額合計 － － 52,121 △355 51,766

平成18年９月30日残高 748,125 944,675 604,716 △44,712 2,252,804

  
評価・換算差額等 

純資産合計
その他有価証券 
評価差額金 

為替換算
調整勘定 

評価・換算
差額等合計 

平成18年３月31日残高 74,902 4,671 79,574 2,280,611 

中間連結会計期間中の変動額         

 剰余金の配当 － － － △56,112 

 中間純利益 － － － 108,233 

 自己株式の取得 － － － △355 

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額) △26,242 △98 △26,341 △26,341 

中間連結会計期間中の変動額合計 △26,242 △98 △26,341 25,425 

平成18年９月30日残高 48,659 4,573 53,232 2,306,036 



⑤ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

  

  
前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度の要約 
キャッシュ・フロー計算書 
(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) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー      

１ 税金等調整前中間(当期)純利益   143,786 176,209 337,227

２ 減価償却費   51,681 85,028 132,629

３ 固定資産除却損   5,834 8,684 8,155

４ 賞与引当金の増加額(減少：△)   △6,400 7,445 △825

５ 退職給付引当金の増加額 
  (減少：△)   3,667 5,192 9,896

６ 役員退職慰労引当金の増加額 
  (減少：△)   △49,383 － △49,383

７ 受取利息及び受取配当金   △2,256 △1,618 △2,600

８ 支払利息   7,204 6,026 12,713

９ 株式分割費用   1,995 － 1,995

10 売上債権の減少額(増加：△)   △28,302 △125,492 △27,151

11 仕入債務の増加額(減少：△)   59,627 △34,637 102,700

12 たな卸資産の減少額(増加：△)   △26,406 △33,665 △121,673

13 未払金の増加額(減少：△)   － 68,247 △41,405

14 その他   55,951 33,439 30,852

   小計   216,999 194,889 393,131

15 利息及び配当金の受取額   2,256 1,618 2,600

16 利息の支払額   △7,138 △5,998 △12,632

17  法人税等の還付による収入   37,561 1,522 37,561

18 法人税等の支払額   △33,505 △89,137 △63,141

  営業活動による 
  キャッシュ・フロー   216,172 102,893 357,519



  

  

  
前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度の要約 
キャッシュ・フロー計算書 
(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) 金額(千円) 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー      

１ 有価証券の取得による支出   △100,202 △191,936 △100,202

２ 有価証券の償還による収入   395,906 － 395,906

３ 投資有価証券の取得による支出   △2,400 △2,400 △4,800

４ 有形固定資産の取得による支出   △315,151 △173,251 △633,367

５ 無形固定資産の取得による支出   △32,036 △8,940 △46,872

６ その他   － － △807

  投資活動による 
  キャッシュ・フロー  △53,883 △376,527 △390,143

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

１ 短期借入れによる収入   30,000 180,000 130,000

２ 短期借入金の返済による支出   △30,000 △160,000 △90,000

３ 長期借入れによる収入   100,000 300,000 100,000

４ 長期借入金の返済による支出   △205,046 △85,723 △303,042

５ 社債の償還による支出   △27,500 △27,500 △55,000

６ 自己株式の取得による支出   － △355 △24,357

７ 配当金の支払額   △31,501 △55,210 △31,717

８ 株式分割による支出   △1,995 － △1,995

  財務活動による 
  キャッシュ・フロー △166,043 151,210 △276,112

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額   1,851 △2,708 4,117

Ⅴ 現金及び現金同等物の 
  増加額(減少：△) △1,904 △125,132 △304,620

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高   521,640 236,703 521,640

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 － 19,683

Ⅷ 現金及び現金同等物の 
  中間期末(期末)残高 539,420 111,570 236,703

  



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

  

項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(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 

 連結子会社の数 ４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 

 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

とにより当中間連結会計

期間より連結の範囲に含

めております。 

  

 連結子会社の数 ２社 

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 

従来連結子会社であっ

た株式会社コンバムコー

ポレーションは、平成18

年４月１日に当社と合併

したことにより、連結の

範囲から除いておりま

す。 

 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。 

  

２ 連結子会社の中間

決算日（決算日）

等に関する事項 

上海妙徳空覇睦貿易有限

公司及び妙徳韓国株式会社

の中間決算日は、６月30日

であります。中間連結財務

諸表を作成するに当たって

は同日現在の中間財務諸表

を使用し、中間連結決算日

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。 

  

 同左 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。 



  

項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

３ 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 

    中間連結決算日の

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。 

  

イ 有価証券 

満期保有目的の債券 

償却原価法（利息法） 

  

  その他有価証券 

  ① 時価のあるもの 

    中間連結決算日の

市場価格等に基づく

時価法（評価差額は

全部純資産直入法に

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 

    同左 

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 

    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。 

  

ロ たな卸資産 

  同左 

ロ たな卸資産 

  同左 

 (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 

主として国内連結会社

は、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 

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 

工具器具備品 

３年～10年 

イ 有形固定資産 

主として国内連結会社

は、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 

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 

  

  

  

  

  

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。 

イ 社債発行費 ３年

ロ 新株発行費 ３年

イ 社債発行費 

  ３年にわたり均等償却

しております。 

ロ 新株発行費 

  ３年にわたり均等償却

しております。 

 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。 

イ 社債発行費 ３年

ロ 新株発行費 ３年



  

項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 (4) 重要な引当金の

計上基準 

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 

  同左 

イ 貸倒引当金 

同左 

  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

のうち当中間連結会計期

間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 

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。 

  ハ 退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備

えるため、当中間連結会

計期間末における退職給

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 

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。 

  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

開催の株主総会におい

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

51,684千円を固定負債の

「その他」として計上し

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

開催の株主総会におい

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

「その他」として計上し

ております。 



  

  

項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 (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、

中間連結決算日の直物為替

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、中間連結決算日の直物

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。 

  

外貨建金銭債権債務は、

中間連結決算日の直物為替

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、中間連結決算日の直物

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、換算差額は純資産の部

における為替換算調整勘定

に含めております。 

外貨建金銭債権債務は、

連結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、連

結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 同左 

 (7) その他中間連結

財務諸表（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 

消費税等の会計処理 

同左 

４ 中間連結キャッシ

ュ・フロー計算書

( 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 同左 



会計処理の変更 

  

表示方法の変更 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(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) 

当中間連結会計期間から「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。 

  

―――――― 

(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。 

  

―――――― 

(貸借対照表の純資産の表示に関す

る会計基準等) 

当中間連結会計期間から「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会

計基準」（企業会計基準委員会 平

成17年12月９日企業会計基準第５

号）及び「貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準等の適用指

針」（企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準適用指針

第８号）を摘要しております。 

これによる損益に与える影響はあ

りません。 

なお、従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は2,306,036千円で

あります。 

中間連結財務諸表規則の改正によ

り、当中間連結会計期間における中

間連結財務諸表は、改正後の中間連

結財務諸表規則により作成しており

ます。 

  

―――――― 

  

―――――― 

（企業結合に係る会計基準等） 

当中間連結会計期間から、「企業

結合に係る会計基準」（企業会計審

議会 平成15年10月31日）及び「事

業分離等に関する会計基準」（企業

会計基準委員会 平成17年12月27日

企業会計基準第７号）並びに「企業

結合会計基準及び事業分離等会計基

準に関する適用指針」（企業会計基

準委員会 平成17年12月27日 企業

会計基準適用指針第10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。 

  

―――――― 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

(中間連結貸借対照表) 

 「短期貸付金」は、前中間連結

会計期間まで、流動資産の「その

(中間連結損益計算書) 

「社員寮収入」は、前中間連結会

  

―――――― 



  

他」に含めて表示しておりました

が、当中間連結会計期間において資

産の総額の100分の５を超えたため

区分掲記しました。なお、前中間連

結会計期間の「短期貸付金」の金額

は1,944千円であります。 

 「建設仮勘定」は、前中間連結

会計期間まで、有形固定資産の「そ

の他」に含めて表示しておりました

が、当中間連結会計期間において資

産の総額の100分の５を超えたため

区分掲記しました。なお、前中間連

結会計期間の「建設仮勘定」の金額

は3,296千円であります。 

(中間連結損益計算書) 

 「社債発行費償却」は、前中間

連結会計期間まで営業外費用の「そ

の他」に含めておりましたが、当中

間連結会計期間に営業外費用の総額

の100分の10を超えたため区分掲記

しました。なお、前中間連結会計期

間の「社債発行費償却」は、1,990

千円であります。 

  

計期間まで営業外収益の「その

他」に含めておりましたが、当中間

連結会計期間に営業外収益の総額の

100分の10を超えたため区分掲記し

ました。なお、前中間連結会計期間

の「社員寮収入」は261千円であり

ます。 

(中間連結キャッシュ・フロー計算

書) 

「未払金の増加額(減少額：△)」

は、前中間連結会計期間まで営業活

動によるキャッシュ・フローの「そ

の他」に含めておりましたが、当中

間連結会計期間より重要性が増した

ため区分掲記しました。なお、前中

間連結会計期間の「未払金の増加額

(減少額：△)」は△7,744千円であ

ります。 



注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

  
前中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末
(平成18年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成18年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

  734,456千円

   

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

  774,593千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

  727,887千円

※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。 

   担保付債務は次のとおりであ

ります。 

建物 278,339千円

機械装置  40,295 〃 

土地 707,164 〃 

計 1,025,800千円

長期借入金 415,482千円

一年以内 
返済予定 
長期借入金 

130,916 〃

計 546,398千円

   

※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。 

   担保付債務は次のとおりであ

ります。 

建物 254,778千円

機械装置 33,279 〃 

土地 707,164 〃 

計 995,222千円

長期借入金 302,809千円

一年以内
返済予定 
長期借入金 

122,916 〃

計 425,725千円

※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。 

   担保付債務は次のとおりであ

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

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 手形割引高及び裏書譲渡高 

受取手形 
裏書譲渡高 

151,972千円

  

 ３ 手形割引高及び裏書譲渡高 

受取手形
裏書譲渡高 

256,083千円

 ３ 手形割引高及び裏書譲渡高 

受取手形
裏書譲渡高 

250,227千円

※４ 

―――――― 

  

※４ 中間連結会計期間末日満期手

形の会計処理については、手形

交換日をもって決済処理してお

ります。 

   なお、当中間連結会計期間の

末日は金融機関の休日であった

ため、次の中間連結会計期間末

日満期手形が中間連結会計期間

末日残高に含まれております。 

受取手形     81,613千円 

支払手形     21,467千円 

  

※４ 

―――――― 

  

※５ 当社は、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行４行と

当座貸越契約を締結しておりま

す。 

   当中間連結会計期間末におけ

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 ― 

差引額 900,000千円

※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。 

   当中間連結会計期間末におけ

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 

950,000千円

借入実行残高 50,000 〃 

差引額 900,000千円

※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

      



(中間連結損益計算書関係) 

  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(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 60,658千円

給与手当 155,286 〃 

賞与引当金 
繰入額 

20,441 〃

役員退職慰労 
引当金繰入額 

2,300 〃

退職給付費用 5,105 〃 

研究開発費 61,544 〃 

※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 57,942千円

給与手当 168,682 〃 

賞与引当金
繰入額 

23,652 〃

退職給付費用 4,646 〃

研究開発費 46,865 〃 

※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 ―――――― ※２ 助成金収入の内訳は次のとお

りであります。 

  ＩＳＯ取得助成金   189千円 

※２ 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

 

※３ ―――――― ※３ ―――――― ※３ 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

   

※４ 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 3,371千円

機械装置及び 
運搬具 

111 〃

その他 2,351 〃 

計 5,834千円

※４ 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 5,790千円

機械装置及び
運搬具 

2,655 〃

その他 238 〃 

計 8,684千円

※４ 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

   



(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１ 発行済株式に関する事項 

  
  

２ 自己株式に関する事項 

  
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加 900株 

  

３ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

  

 (2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間後となるもの 

  

  

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 8,285,000 ― ― 8,285,000 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 269,000 900 ― 269,900 

決議 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり配当額
（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年６月23日 
定時株主総会 

普通株式 56,112 7.0 平成18年３月31日 平成18年６月26日 

決議 株式の種類 配当の原資 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり
配当額(円) 

基準日 効力発生日 

平成18年11月９日 
取締役会 

普通株式 利益剰余金 36,067 4.5 平成18年９月30日 平成18年11月29日

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(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中間期末残

高と中間連結貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係 

現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間連結貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係 

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 

現金及び預金 237,818千円

短期貸付金（現先） 301,601 〃 

現金及び現金同等物 539,420千円   

現金及び預金 111,570千円

現金及び現金同等物 111,570千円
  

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) 

  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 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(借主側) 

１ 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(借主側) 

１ 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(借主側) 

(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

中間期末残高相当額 

(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

中間期末残高相当額 

(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) 

中間期末
残高 
相当額 
(千円) 

機械装置 14,185 6,405 7,780

有形固定資産 
その他 
(工具器具備
品) 

32,063 22,221 9,842

無形固定資産 
(ソフトウエ
ア) 

93,274 71,252 22,022

合計 139,524 99,878 39,645

  

  

  

取得
価額 
相当額 
(千円) 

減価償却
累計額 
相当額 
(千円) 

中間期末
残高 
相当額 
(千円) 

機械装置 14,185 8,555 5,630

有形固定資産 
その他 
(工具器具備
品) 

26,521 20,756 5,764

無形固定資産 
(ソフトウエ
ア) 

91,661 72,117 19,543

合計 132,368 101,429 30,938

  

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) 未経過リース料中間期末残高

相当額 

  

１年内 25,680千円

１年超 16,368 〃 

合計 42,049千円

(2) 未経過リース料中間期末残高

相当額 

  

１年内 17,094千円

１年超 15,264 〃 

合計 32,358千円

(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 14,596千円

減価償却費 
相当額 

13,892 〃 

支払利息相当額 701 〃 

(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 14,705千円

減価償却費
相当額 

14,214 〃

支払利息相当額 372 〃 

(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 33,429千円

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 

(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 

(5) 利息相当額の算定方法 

同左 



(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 時価評価されていない主な有価証券 

  

  

（デリバティブ取引関係） 

前中間連結会計期間(自平成17年４月１日 至平成17年９月30日) 

当社グループはデリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。 

  

当中間連結会計期間(自平成18年４月１日 至平成18年９月30日) 

当社グループはデリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。 

  

前連結会計年度(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利用していないため、該当事項はありません。 

  

  

前中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日現在) 

当中間連結会計期間末
(平成18年９月30日現在) 

前連結会計年度末 
(平成18年３月31日現在) 

取得原価 
中間連結
貸借対照 
表計上額 

差額 取得原価
中間連結
貸借対照 
表計上額 

差額 取得原価
連結貸借 
対照表 
計上額 

差額 

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) 

株式 64,782 124,525 59,743 69,582 152,055 82,473 67,182 194,135 126,952 

計 64,782 124,525 59,743 69,582 152,055 82,473 67,182 194,135 126,952 

内容 

前中間連結会計期間末
(平成17年９月30日現在)

当中間連結会計期間末
(平成18年９月30日現在)

前連結会計年度末 
(平成18年３月31日現在)

中間連結貸借対照表
計上額(千円) 

中間連結貸借対照表
計上額(千円) 

連結貸借対照表 
計上額(千円) 

(1)満期保有目的の債券       

コマーシャルペーパー ― 191,936 ― 

計 ― 191,936 ― 

(2)その他有価証券       

非上場株式 1,350 1,350 1,350 

計 1,350 1,350 1,350 



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自平成17年４月１日 至平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成18年４月1日

至平成18年９月30日）及び前連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日）において、当社グループ

は真空機器及び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関連製品の開発、製造及び

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】 

 前中間連結会計期間（自平成17年４月１日 至平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成18年４月1日

至平成18年９月30日）及び前連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日）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の記載を省略し

ております。 

  

【海外売上高】 

前中間連結会計期間(自平成17年４月１日 至平成17年９月30日) 

  

(注) １ 国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

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。 

  

当中間連結会計期間(自平成18年４月１日 至平成18年９月30日) 

  

(注) １ 国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

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) 127,408 50,581 22,320 200,310 

Ⅱ 連結売上高     (千円) ― ― ― 1,200,102 

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に 
占める割合      (％) 

10.6 4.2 1.9 16.7

  アジア 北米 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高     (千円) 297,501 39,548 24,016 361,066 

Ⅱ 連結売上高     (千円) － － － 1,521,671 

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に 
占める割合      (％) 

19.5 2.6 1.6 23.7 



前連結会計年度(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おります。 

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) 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 



(企業結合等関係) 

  
前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

  

―――――― 

１ 結合当事企業の名称及び事業の

内容、企業結合の法的形式、結合

後企業の名称並びに取引の目的を

含む取引の概要 

(1) 結合当事企業の名称及び事業

の内容 

① 結合企業 

② 被結合企業 

(2) 企業結合の法的形式及び結合

後企業の名称 

当社を存続会社、株式会社コ 

ンバムコーポレーションを消滅

会社とする吸収合併であり、結

合後企業の名称は株式会社妙徳

となっております。なお、合併

による新株式の発行及び資本金

の増加はありません。 

(3) 取引の目的を含む取引の概要 

当社グループの経営資源・ノ

ウハウを共有化するとともに、

運営組織の業務の効率化を図る

ため、当社の完全子会社である

株式会社コンバムコーポレーシ

ョンと合併いたしました。 

２ 実施した会計処理の概要 

上記合併は、共通支配下の取引

に該当するため、内部取引として

すべて消去しています。したがっ

て、当該会計処理が中間連結財務

諸表に与える影響はありません。 

  

名   称 株式会社妙徳

(当社) 
事 業 の

内   容 
真空機器及び

関連製品の開

発及び製造販

売 

名   称 株式会社コン

バ ム コ ー     

ポレーション

(当社の完全子

会社) 
事 業 の

内   容 
真空機器及び

関連製品の開

発及び製造 

 

―――――― 



(１株当たり情報) 

  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(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 264.03円 １株当たり純資産額 287.71円 １株当たり純資産額 284.51円

１株当たり中間純利益 11.68円 １株当たり中間純利益 13.50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

中間純利益金額については、希薄化

効果を有している潜在株式が存在し

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。 

  

  

前中間連結 

会計期間 

前連結 

会計年度 

１株当たり純資産

額 

189.84円 

１株当たり中間純

利益 

19.70円 

なお、潜在株式

調整後１株当たり

中間純利益につい

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。 

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、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株当たり中間純利益 
13.45円

  

  

  

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

ています。 

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、希薄化効果

を有している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



(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

  

２ １株当たり中間（当期）純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益 

  

  前中間連結会計期間末
(平成17年 ９月30日) 

当中間連結会計期間末
(平成18年 ９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成18年 ３月31日) 

中間連結貸借対照表の純資産
の部の合計額 

(千円) ― 2,306,036 ― 

 普通株式に係る純資産額 (千円) ― 2,306,036 ― 

 普通株式の発行済株式数 (千株) ― 8,285 ― 

 普通株式の自己株式数 (千株) ― 269 ― 

 １株当たり純資産の算定に用
いられた普通株式の数 

(千株) ― 8,015 ― 

  
前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)

中間連結損益計算書上の中間
（当期）純利益 

(千円) 94,459 108,233 220,099 

普通株式に係る中間（当期）
純利益 

(千円) 94,459 108,233 220,099 

普通株式の期中平均株式数 (千株) 8,085 8,015 8,066

潜在株式調整後１株当たり中間（当
期）純利益の算定に用いられた普通
株式増加数の主要な内訳 

      

新株予約権 (千株) ― 30 9 

普通株式増加数 (千株) ― 30 9 

希薄化効果を有しないため、潜在株
式調整後1株当たり中間（当期）純利
益の算定に含めなかった潜在株式の
概要 

新株予約権方式による
ストックオプション 
（新株予約権 196個） 

― ―



(重要な後発事象) 

  

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

連結子会社の合併 

平成17年10月１日を期日として、

国内の製造拠点を再編し、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）を合併いたしました。 

１ 合併の日程 

合併契約書承認取締役会 

平成17年７月５日 

合併契約書調印 

平成17年７月７日 

合併契約書承認臨時株主総会 

株式会社コンバムコーポレー

ション 

平成17年８月９日 

株式会社秋田妙徳 

平成17年８月10日 

合併期日 

平成17年10月１日 

合併登記 

平成17年10月１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し

た。） 

  

連結子会社との合併 

平成17年11月10日開催の取締役会

において、平成18年４月１日（予

定）を期日として、グループの経営

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図

るため、当社と株式会社コンバムコ

ーポレーション（当社の100％所有）

と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12月12日 

合併契約書調印 

平成17年12月12日 

合併契約書承認株主総会 

平成17年12月12日 

合併期日 

平成18年４月１日 

合併登記 

平成18年４月１日 

―――――― 
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 



  

  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

２ 合併方式 

  株式会社妙徳を存続会社とする

吸収合併方式で、株式会社コンバ

ムコーポレーションは解散しま

す。（株式会社コンバムコーポレ

ーションは合併会社の岩手事業所

となります。） 

    



２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

  

    前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(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
(％) 金額(千円) 構成比

(％) 

(資産の部)                

Ⅰ 流動資産                

１ 現金及び預金     155,289   44,583    168,116  

２ 受取手形 ※５   439,037   619,664    464,685  

３ 売掛金     299,133   346,382    381,740  

４  有価証券     ―   191,936    ―  

５ たな卸資産     210,514   456,711    252,230  

６  短期貸付金     558,267   11,049    451,032  

７ その他     45,375   74,365    45,236  

流動資産合計     1,707,618 56.8  1,744,693 44.1   1,763,041 55.9

Ⅱ 固定資産                

１ 有形固定資産 ※１              

(1) 建物 ※２ 221,358    753,152   250,357    

(2) 機械及び装置 ※２ ―    257,093   ―    

(3) 土地 ※２ 276,176    731,399   285,176    

(4) その他   38,151    154,063   42,424    

有形固定資産合計     535,686   1,895,709    577,958  

２ 無形固定資産     82,071   86,489    86,772  

３ 投資その他の資産                

(1) 関係会社株式   471,413    9,851   471,413    

(2) 関係会社 
  長期貸付金   22,323   7,632 10,782   

(3) その他   183,589    210,366   237,887    

投資その他の資産 
合計    677,325 227,850   720,082 

固定資産合計     1,295,083 43.0  2,210,049 55.9   1,384,813 43.9

Ⅲ 繰延資産     5,708 0.2  1,658 0.0   3,316 0.1

資産合計     3,008,410 100.0  3,956,401 100.0   3,151,170 100.0

          



  

  

    前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(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
(％) 金額(千円) 構成比

(％) 

(負債の部)                

Ⅰ 流動負債                

１ 支払手形 ※５   96,025   101,891    102,774  

２ 買掛金     121,407   64,455    133,424  

３ 短期借入金 ※６   ―   60,000    40,000  

４ 一年以内返済予定 
  長期借入金 ※２  63,536 242,992   58,496 

５ 一年以内償還予定 
  社債    55,000 150,000   55,000 

６ 賞与引当金     21,600   46,039    24,235  

７ その他     100,905   220,006    140,584  

流動負債合計     458,474 15.2  885,385 22.4   554,514 17.6

Ⅱ 固定負債                

１ 社債     260,000   110,000    232,500  

２ 長期借入金 ※２   246,588   593,209    218,820  

３ 長期未払金     40,234   ―    ―  

４ 未払役員退職慰労金     ―   40,234    40,234  

５ 退職給付引当金     55,091   72,809    60,062  

６ その他     1,000   1,000    10,494  

固定負債合計     602,913 20.1  817,252 20.6   562,110 17.8

負債合計     1,061,387 35.3  1,702,638 43.0   1,116,624 35.4

(資本の部)                

Ⅰ 資本金     748,125 24.9  ― ―   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 31.4  ― ―   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   165,000    ―   165,000    

３ 中間(当期)未処分 
  利益   67,808   ― 140,036   

利益剰余金合計     238,973 7.9  ― ―   311,201 9.9

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金    35,248 1.2 ― ―   74,902 2.4

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

資本合計     1,947,022 64.7  ― ―   2,034,546 64.6

負債資本合計     3,008,410 100.0  ― ―   3,151,170 100.0

           



  

  

    前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(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
(％) 金額(千円) 構成比

(％) 

(純資産の部)                

Ⅰ 株主資本                

１ 資本金     ―   748,125    ―  

２ 資本剰余金                

(1) 資本準備金   ―    944,675   ―    

資本剰余金合計     ―   944,675    ―  

３ 利益剰余金                

(1) 利益準備金   ―    6,165   ―    

(2) その他利益剰余金                

別途積立金   ―    215,000   ―    

繰越利益剰余金   ―    335,851   ―    

利益剰余金合計     ―   557,016    ―  

４ 自己株式     ―   △44,712    ―  

株主資本合計     ― ―  2,205,104 55.8   ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等                

その他有価証券評価差
額金    ― 48,659   ―  

評価・換算差額等 
合計    ― ― 48,659 1.2   ― ―

純資産合計     ― ―  2,253,763 57.0   ― ―

負債純資産合計     ― ―  3,956,401 100.0   ― ―

           



② 【中間損益計算書】 

  

  

    
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(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
(％) 金額(千円) 百分比

(％) 

Ⅰ 売上高     1,210,572 100.0  1,427,218 100.0   2,617,138 100.0

Ⅱ 売上原価     665,480 55.0  765,867 53.7   1,475,962 56.4

売上総利益     545,091 45.0  661,351 46.3   1,141,176 43.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費     484,893 40.0  518,882 36.3   1,005,802 38.4

営業利益     60,198 5.0  142,468 10.0   135,373 5.2

Ⅳ 営業外収益 ※１   37,528 3.1  6,601 0.4   86,147 3.3

Ⅴ 営業外費用 ※２   12,262 1.0  10,611 0.7   23,575 0.9

経常利益     85,464 7.1  138,458 9.7   197,945 7.6

Ⅵ 特別利益 ※３   － －  257,058 18.0   6,272 0.2

Ⅶ 特別損失 ※４   － －  53,016 3.7   801 0.0

税引前中間(当期) 
純利益    85,464 7.1 342,499 24.0   203,416 7.8

法人税、住民税 
及び事業税   29,387   57,469 75,045   

法人税等調整額   △4,740 24,647 2.1 △16,896 40,572 2.8 △4,673 70,371 2.7

中間(当期)純利益     60,817 5.0  301,927 21.2   133,045 5.1

前期繰越利益     6,991   ―    6,991  

中間(当期)未処分 
利益    67,808 ―   140,036 

           



③ 【中間株主資本等変動計算書】 

当中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

(単位：千円) 

 

(単位：千円) 

 

(単位：千円) 

  

  

株主資本 

資本金 
資本剰余金 

資本準備金 資本剰余金合計 

平成18年３月31日残高 748,125 944,675 944,675 

中間会計期間中の変動額 ― ― ― 

中間会計期間中の変動額合計 ― ― ― 

平成18年９月30日残高 748,125 944,675 944,675 

  

株主資本 

利益剰余金 

自己株式 株主資本合計 
利益準備金 

その他利益剰余金
利益剰余金合計

別途積立金 繰越利益剰余金

平成18年３月31日残高 6,165 165,000 140,036 311,201 △44,357 1,959,644 

中間会計期間中の変動額             

 剰余金の配当 ― ― △56,112 △56,112 ― △56,112 

 中間純利益 ― ― 301,927 301,927 ― 301,927 

 自己株式の取得 ― ― ― ― △355 △355 

 別途積立金の積立 ― 50,000 △50,000 ― ― ― 

中間会計期間中の変動額合計 ― 50,000 195,815 245,815 △355 245,460 

平成18年９月30日残高 6,165 215,000 335,851 557,016 △44,712 2,205,104 

  

評価・換算差額等 

純資産合計 その他 
有価証券 
評価差額金 

評価・換算
差額等合計 

平成18年３月31日残高 74,902 74,902 2,034,546 

中間会計期間中の変動額       

 剰余金の配当 ― ― △56,112 

 中間純利益 ― ― 301,927 

 自己株式の取得 ― ― △355 

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) △26,242 △26,242 △26,242 

中間会計期間中の変動額合計 △26,242 △26,242 219,217 

平成18年９月30日残高 48,659 48,659 2,253,763 



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

  

項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 資産の評価基準及

び評価方法 

(1) 有価証券 

  ――――――― 

  

  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) 有価証券 

  満期保有目的の債券 

  償却原価法（利息法） 

  子会社株式 

同左 

(1) 有価証券 

  ――――――― 

  

  子会社株式 

同左 

    その他有価証券 

  ① 時価のあるもの 

    中間決算日の市場

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。 

  その他有価証券 

  ① 時価のあるもの 

    中間決算日の市場

価格等に基づく時価

法（評価差額は全部

純資産直入法により

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。 

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 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 時価のないもの 

同左 

  (2) 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。 

  

(2) たな卸資産 

同左 

(2) たな卸資産 

同左 

２ 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 

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 

機械及び装置  12年 

工具器具備品 

      ３～10年 

  

(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 

  

  (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 

(2) 無形固定資産 

同左 

３ 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

   

イ 社債発行費 

  ３年にわたり均等償却

しております。 

ロ 新株発行費 

  ３年にわたり均等償却

しております。 

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



  

項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

４ 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 

(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

のうち当中間会計期間に

負担すべき金額を計上し

ております。 

  

(2) 賞与引当金 

  同左 

(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。 

  (3) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備

えるため、当中間会計期

間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 

(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。 

  (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

長期未払金として計上し

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。 

５ 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 同左 



  

  

会計処理の変更 

  

項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

６ その他中間財務諸

表(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。 

なお、仮払消費税等及び

仮受消費税等は相殺のう

え、流動負債のその他に含

めて表示しております。 

消費税等の会計処理 

 同左 

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。 

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(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) 

 当中間会計期間から「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。 

―――――― (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。 

  
―――――― 

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 
当中間会計期間から、「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計

基準」（企業会計基準委員会 平成

17年12月９日企業会計基準第５号）

及び「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準等の適用指針」

（企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準適用指針第８

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。 
なお、従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は、2,253,763千円

であります。 
中間財務諸表等規則の改正によ

り、当中間会計期間における中間財

務諸表は、改正後の中間財務諸表等

規則により作成しております。 
  

  
―――――― 



  

  

表示方法の変更 

  

前中間会計期間 
（自 平成17年 4月 1日 
至 平成17年 9月30日） 

当中間会計期間
（自 平成18年 4月 1日 
至 平成18年 9月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年 4月 1日 
至 平成18年 3月31日） 

  
―――――― 

（企業結合に係る会計基準等） 

当中間会計期間から、「企業結合

に係る会計基準」（企業会計審議会

平成15年10月31日）及び「事業分離

等に関する会計基準」（企業会計基

準委員会 平成17年12月27日 企業

会計基準第７号）並びに「企業結合

会計基準及び事業分離等会計基準に

関する適用指針」（企業会計基準委

員会 平成17年12月27日 企業会計

基準適用指針第10号）を適用してお

ります。 

これによる損益に与える影響は、

100％子会社であった株式会社コン

バムコーポレーションを平成18年４

月１日に吸収合併したことにより、

抱合せ株式消滅差益254,017千円が

特別利益に計上され、税引前中間純

利益及び税引後中間純利益に同額の

影響があります。 

  
―――――― 

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
（自 平成17年 4月 1日 
至 平成18年 3月31日） 

(中間貸借対照表) 

 前中間会計期間まで流動資産の

「その他」に含めて表示しておりま

した「短期貸付金」は、当中間会計

期間末において資産の総額の100分

の５を超えたため、区分掲記するこ

とに変更しました。 

 なお、前中間会計期間末における

「短期貸付金」の金額は1,944千円で

あります。 

(中間貸借対照表) 

 前中間会計期間まで固定負債の

「長期未払金」として表示しており

ました役員退任慰労金(40,234千円)

は、その内容を明確にするため、固

定負債の「未払役員退職慰労金」と

して表示しております。 

(損益計算書) 

 前事業年度において営業外費用の

「その他」に含めて表示しておりま

した「賃貸ソフトウェア減価償却

費」は、当事業年度において営業外

費用の100分の10を超えたため、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

ソフトウェア減価償却費」は1,996

千円であります。 



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  
前中間会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末
(平成18年９月30日) 

前事業年度末 
(平成18年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

  111,983千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

  770,245千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

  125,967千円

  

※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。 

  

※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。 

  

※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 188,039千円

土地 260,941 〃 

計 448,981千円

建物 254,778千円

機械及び装置 33,279 〃 

土地 707,164 〃 

計 995,222千円

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 246,588千円

一年以内 
返済予定 
長期借入金 

63,536 〃

計 310,124千円

   担保付債務は次のとおりであ

ります。 

長期借入金 302,809千円

一年以内
返済予定 
長期借入金 

122,916 〃

計 425,725千円

   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

  

 ３ 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。 

  

 ３ ―――――― 

  

 ３ 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 

239,000千円

株式会社秋田妙
徳の借入金 

72,446 〃 

計 311,446千円

  

  

   

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

  

 ４ 手形割引高及び裏書譲渡高 

受取手形 
裏書譲渡高 

264,031千円

  

 ４ 手形割引高及び裏書譲渡高 

受取手形
裏書譲渡高 

256,083千円

  

 ４ 手形割引高及び裏書譲渡高 

受取手形
裏書譲渡高 

250,227千円

  

※５ ―――――― 

  

※５ 中間会計期間末日満期手形の

会計処理については、手形交換

日をもって決済処理しておりま

す。 

なお、当中間会計期間の末日

は金融機関の休日であったた

め、次の中間会計期間末日満期

手形が中間会計期間末日残高に

含まれております。 

  

受取手形    81,613千円 

支払手形    21,467千円 

  

  

※５ ―――――― 



  

  

  

  

前中間会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末
(平成18年９月30日) 

前事業年度末 
(平成18年３月31日) 

  

※６ 当社は、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行４行と

当座貸越契約を締結しておりま

す。 

   当中間会計期間末における当

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 －   

差引額 900,000千円

  

※６ 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。 

   当中間会計期間末における当

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 

950,000千円

借入実行残高 50,000 〃 

差引額 900,000千円

  

※６ 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

      



(中間損益計算書関係) 

  

  
  

(中間株主資本等変動計算書関係) 

当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１ 自己株式に関する事項 

  
  （変動事由の概要） 

  増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

   単元未満株式の買取りによる増加  900株 

  

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

  

  

受取ロイヤリテ

ィ 
28,450千円

ソフトウェア等

賃貸料 
3,257 〃 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

  

  

受取配当金 3,006千円

社員寮収入 914 〃 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

受取ロイヤリテ
ィ 

65,394千円

ソフトウェア等
賃貸料 

6,472 〃

受取利息 4,214 〃

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 2,100千円

社債利息 1,025 〃 

社債発行費償却 1,474 〃 

新株発行費償却 916 〃 

賃貸ソフトウェ

ア減価償却費 
 3,257 〃 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 5,105千円

社債利息 868 〃 

社債発行費償却 741 〃 

新株発行費償却 916 〃 

機械設備等 

移設費 
1,630 〃 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 4,140千円

社債利息 1,970 〃 

社債発行費償却 2,950 〃 

新株発行費償却 1,833 〃 

保証料 2,234 〃 

賃貸ソフトウェ

ア減価償却費 
6,472 〃 

    

※３ 特別利益のうち主要なもの ※３ 特別利益のうち主要なもの ※３ 特別利益のうち主要なもの 

―――――――― 抱合せ株式 

消滅差益 
254,017千円

    

―――――――― 

※４ 特別損失のうち主要なもの 

―――――――― 

※４ 特別損失のうち主要なもの 

固定資産除却損 8,684千円

製品クレーム 

補償費 
44,332 〃 

※４ 特別損失のうち主要なもの 

固定資産除却損 801千円

 ５ 減価償却実施額 

有形固定資産 11,386千円

無形固定資産 7,723 〃 

 ５ 減価償却実施額 

有形固定資産 71,639千円

無形固定資産 11,620 〃 

 ５ 減価償却実施額 

有形固定資産 25,668千円

無形固定資産 16,811 〃 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

普通株式（株） 269,000 900 ― 269,900 



(リース取引関係) 

  

  
  

(有価証券関係) 

前中間会計期間末(平成17年９月30日現在) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

当中間会計期間末(平成18年９月30日現在) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

前事業年度末(平成18年３月31日現在) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

1.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（借主側） 

1.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（借主側） 

1.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（借主側） 

(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中間

期末残高相当額 

  

(2) 未経過リース料中間期末残高相

当額 

(3) 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

(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。 

  

(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。 

  

取得 
価額 
相当額 
(千円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円) 

中間期末
残高 
相当額 
(千円) 

有形固定資産 
その他 

    

(工具器具備

品) 
19,493 13,705 5,787

無形固定資産      

(ソフトウエ

ア) 
71,562 53,313 18,248

合計 91,055 67,018 24,036

１年内 18,160千円

１年超 7,037 〃 

合計 25,197千円

   

支払リース料 9,740千円

減価償却費相当額 9,105 〃 

支払利息相当額 415 〃 

    

(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中間

期末残高相当額 

  

(2) 未経過リース料中間期末残高相

当額 

(3) 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

(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 

同左 

  

取得
価額 
相当額 
(千円) 

減価償却
累計額 
相当額 
(千円) 

中間期末
残高 
相当額 
(千円) 

機械装置 14,185 8,555 5,630

有形固定資産 
その他 
(工具器具備

品) 

26,521 20,756 5,764

無形固定資産    

(ソフトウエ

ア) 
91,661 72,117 19,543

合計 132,368 101,429 30,938

１年内 17,094千円

１年超 15,264 〃 

合計 32,358千円

   

支払リース料 14,705千円

減価償却費相当額 14,214 〃 

支払利息相当額 372 〃 

    

(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 

  

(2) 未経過リース料期末残高相当額 

  

  

(3) 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

  

(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 

同左 

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) 

有形固定資産
その他      

(工具器具備

品) 
19,493 15,654 3,838

無形固定資産      

(ソフトウエ

ア) 
89,112 64,857 24,254

合計 108,605 80,511 28,093

１年内 19,102千円

１年超 9,848 〃 

合計 28,950千円

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 〃 



(企業結合等関係) 

  

  

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

  

―――――― 

１ 結合当事企業の名称及び事業の

内容、企業結合の法的形式、結合

後企業の名称並びに取引の目的を

含む取引の概要 

(1) 結合当事企業の名称及び事業

の内容 

① 結合企業 

② 被結合企業 

(2) 企業結合の法的形式及び結合

後企業の名称 

当社を存続会社、株式会社コ 

ンバムコーポレーションを消滅

会社とする吸収合併であり、結

合後企業の名称は株式会社妙徳

となっております。なお、合併

による新株式の発行及び資本金

の増加はありません。 

(3) 取引の目的を含む取引の概要 

当社グループの経営資源・ノ

ウハウを共有化するとともに、

運営組織の業務の効率化を図る

ため、当社の完全子会社である

株式会社コンバムコーポレーシ

ョンと合併いたしました。 

２ 実施した会計処理の概要 

当社が株式会社コンバムコーポ

レーションより受け入れた資産及

び負債は、合併期日の前日に付さ

れた適正な帳簿価額により計上い

たしました。また、当社の中間財

務諸表上、当該子会社の帳簿価額

と増加株主資本との差額を特別利

益に計上しました。 

名   称 株式会社妙徳

(当社) 
事 業 の

内   容 
真空機器及び

関連製品の開

発及び製造販

売 

名   称 株式会社コン

バ ム コ ー     

ポレーション

(当社の完全子

会社) 
事 業 の

内   容 
真空機器及び

関連製品の開

発及び製造 

 

―――――― 



 (１株当たり情報) 

  

  

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(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 240.82円 １株当たり純資産額 281.19円 １株当たり純資産額 253.81円

１株当たり中間純利益 7.52円 １株当たり中間純利益 37.67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

中間純利益については、希薄化効果

を有している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。 

  

前中間 
会計期間 

前事業年度 

１株当たり純資
産額 

170.87円 
  
１株当たり中間
純利益  

8.01円 
  
なお、潜在株
式調整後１株当
たり中間純利益
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。 
  

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、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株当たり中間純利益 
37.52円

  

  

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

ています。 

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、希薄化効果

を有している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



(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

  

２ １株当たり中間（当期）純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益 

  

項目 
前中間会計期間末
(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末
(平成18年９月30日) 

前事業年度末 
(平成18年３月31日) 

中間貸借対照表の 

純資産の部の合計額 
(千円) ― 2,253,763 ― 

 普通株式に係る純資産額 (千円) ― 2,253,763   

 普通株式の発行済株式数 (千株) ― 8,285 ― 

 普通株式の自己株式数 (千株) ― 269 ― 

 １株当たり純資産の算定に 

用いられた普通株式の数 
(千株) ― 8,015 ― 

項目 
前中間会計期間

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)

中間損益計算書上の中間(当
期)純利益 

(千円) 60,817 301,927 133,045 

普通株式に係る中間(当期)純
利益 

(千円) 60,817 301,927 133,045 

普通株式の期中平均株式数 (千株) 8,085 8,015 8,066

潜在株式調整後１株当たり中間（当
期）純利益の算定に用いられた普通株
式増加数の主要な内訳 

新株予約権 (千株) ― 30 9

普通株式増加数 (千株) ― 30 9

希薄化効果を有しないため、潜在株式
調整後１株当たり中間（当期）純利益
の算定に含めなかった潜在株式の概要 

新株予約権方式による
ストックオプション 
(新株予約権196個) 

― ―



 (重要な後発事象) 

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

連結子会社の合併 

平成17年10月１日を期日として、

国内の製造拠点を再編し、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）を合併いたしました。 

１ 合併の日程 

合併契約書承認取締役会 

平成17年７月５日 

合併契約書調印 

平成17年７月７日 

合併契約書承認臨時株主総会 

株式会社コンバムコーポレー

ション 

平成17年８月９日 

株式会社秋田妙徳 

平成17年８月10日 

合併期日 

平成17年10月１日 

合併登記 

平成17年10月１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し

た。） 

  

連結子会社との合併 

平成17年11月10日開催の取締役会

において、平成18年４月１日（予

定）を期日として、グループの経営

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図

るため、当社と株式会社コンバムコ

ーポレーション（当社の100％所有）

と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12月12日 

合併契約書調印 

平成17年12月12日 

合併契約書承認株主総会 

平成17年12月12日 

合併期日 

平成18年４月１日 

合併登記 

平成18年４月１日 

  

―――――― 
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 



  

  

(2) 【その他】 

第56期（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）中間配当については、平成18年11月９日開催の取締役会

において、平成18年９月30日の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、次のとおり中

間配当を行うことを決議いたしました。 

① 中間配当金の総額 36,067千円 

② １株当たり中間配当金 4円50銭 

③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成18年11月29日 

  

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

２ 合併方式 

  株式会社妙徳を存続会社とする

吸収合併方式で、株式会社コンバ

ムコーポレーションは解散しま

す。（株式会社コンバムコーポレ

ーションは合併会社の岩手事業所

となります。） 

    



第６ 【提出会社の参考情報】 

  当中間会計期間の開始日から半期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55期(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日)平成18年６月28日に関東財務局長に提出 

(2) 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。 

(3) 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。 

(4) 有価証券報告書の訂正報告書 

平成18年７月13日関東財務局長に提出 

平成18年６月28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。 

  

  

  



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。 



  
独立監査人の中間監査報告書 

  

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中間連結会計期間（平成１７年４月１日から平成１７年９月３

０日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結剰余金計算書及び中間連結キ

ャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間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

立場から中間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、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財務諸表

には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような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。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われ

ている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する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、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠し

て、株式会社妙徳及び連結子会社の平成１７年９月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間（平成１７

年４月１日から平成１７年９月３０日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を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12月15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、中間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、その原本は当社が別途保管しております。 



  
独立監査人の中間監査報告書 

  

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１８年４月１日から平成１９年３月３１日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成１８年４月１日から平成１８年９月３

０日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中

間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間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

は独立の立場から中間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、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財務諸表

には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような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。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われ

ている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する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、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠し

て、株式会社妙徳及び連結子会社の平成１８年９月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間（平成１８

年４月１日から平成１８年９月３０日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を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12月18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、中間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、その原本は当社が別途保管しております。 



  
独立監査人の中間監査報告書 

  

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期事業年度の中間会計期間（平成１７年４月１日から平成１７年９月３

０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作

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中間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、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には

全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような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。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。

当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する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、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、株式会

社妙徳の平成１７年９月３０日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成１７年４月１日から平成１７年９月３

０日まで）の経営成績に関する有用な情報を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17年11月10日開催の取締役会において、平成18年４月１日を合併期日とし

て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することを決定した。 

  

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12月15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、中間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、その原本は当社が別途保管しております。 



  
独立監査人の中間監査報告書 

  

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１８年４月１日から平成１９年３月３１日までの第５６期事業年度の中間会計期間（平成１８年４月１日から平成１８年９月３

０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行

った。この中間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中間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、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には

全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような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。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。

当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する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、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、株式会

社妙徳の平成１８年９月３０日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成１８年４月１日から平成１８年９月３

０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

追記情報 

会計処理の変更に記載のとおり、会社は、当中間会計期間から企業結合に係る会計基準を適用しているため、当該会計基準により

中間財務諸表を作成している。 

  

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12月18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、中間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、その原本は当社が別途保管しております。 
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