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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】

連結経営指標等

　

回次
第58期

第２四半期連結累計期間
第58期

第２四半期連結会計期間
第57期

会計期間
自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日

自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日

自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日

売上高 (千円) 1,483,269 770,947 3,020,390

経常利益 (千円) 204,322 114,534 440,485

四半期(当期)純利益 (千円) 115,533 59,297 238,461

純資産額 (千円) ─ 2,578,301 2,507,970

総資産額 (千円) ─ 4,103,919 4,115,140

１株当たり純資産額 (円) ─ 321.47 312.67

１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) 14.40 7.39 29.74

潜在株式調整後１株当た
り四半期(当期)純利益

(円) ─ ─ ─

自己資本比率 (％) ─ 62.8 60.9

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 83,445 ─ 581,250

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 103,403 ─ △321,150

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △89,995 ─ △177,072

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) ─ 388,421 300,118

従業員数 (人) ─ 139 136

(注) １　当社は四半期連結財務諸表を作成しているため、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しており

ません。

２　売上高には、消費税等は含まれておりません。

３　潜在株式調整後１株当たり四半期（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。
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２ 【事業の内容】

当第２四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている

事業の内容に重要な変更はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。

　

３ 【関係会社の状況】

当第２四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

平成20年９月30日現在

従業員数(人)
139
(41)

(注) 　従業員数は、就業人員であり、臨時雇用者数は（　）内に当第２四半期連結会計期間の平均人員を外数で記載して

おります。

 

　

(2) 提出会社の状況

平成20年９月30日現在

従業員数(人)
111
(41)

(注) 　従業員数は、就業人員であり、臨時雇用者数は（　）内に当第２四半期会計期間の平均人員を外数で記載しており

ます。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当第２四半期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。
　

事業の種類別セグメントの名称 生産高(千円)

真空機器及び関連製品 300,006

(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

当第２四半期連結会計期間における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。
　

事業の種類別セグメントの名称 受注高(千円) 受注残高(千円)

真空機器及び関連製品 706,234 85,411

(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) 販売実績

当第２四半期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。
　

事業の種類別セグメントの名称 販売高(千円)

真空機器及び関連製品 770,947

(注) １　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

　

相手先

当第２四半期連結会計期間

販売高(千円) 割合(％)

株式会社日伝 173,388 22.5

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。

　

EDINET提出書類

株式会社妙徳(E01728)

四半期報告書

 4/27



３ 【財政状態及び経営成績の分析】

　

(1) 経営成績の分析

当第２四半期連結会計期間におけるわが国経済は、サブプライムローン問題に端を発した米国金融危

機が景気に深刻な影響をあたえ、米国、欧州、新興国経済にも減速感が強まり、原油価格は落ち着きを取り

戻したものの、原材料の高騰等企業を取り巻く環境悪化によって、輸出主体の企業業績が低迷し、所得の

伸び悩みによる個人消費の停滞により、景気は後退色を強める状況下にありました。

　当業界におきましては、景気減速感が深まる環境下、堅調さを維持した民間設備投資にも陰りが広がり、

需要は減退し受注・出荷額ともに昨年実績を下回りました。

このような環境下で、当社グループは、販売面ではタイ国に設立した販売現地法人の販路の開拓、既存

海外販売現地法人営業拠点の拡充、サービス体制の充実による海外販売網の強化等、積極的に海外の需要

の掘り起しを図ると共に、液晶パネル等の搬送用エア浮上ユニット(CONFLOAT)の市場ニーズへの対応を

図り拡販を推進し、生産面では秋田事業所における新工場の建設による生産性の向上、工程改善等による

納期短縮・原価低減に取り組みました。

この結果、当第２四半期連結会計期間の業績につきましては、連結売上高は770,947千円となり、連結経

常利益は114,534千円、連結四半期純利益は59,297千円となりました。

所在地別セグメントの業績は、次のとおりであります。

①　日本

大幅な需要増があった前年同期に対し受注が減少したことにより、売上高は、708,156千円となりま

した。営業利益については、販売費及び一般管理費の増加もあって、92,518千円となりました。

②　韓国

売上高は、半導体市場の受注減もあり83,343千円となりました。営業利益については、6,215千円とな

りました。

③　その他

売上高は、中国市場における販売増などにより31,777千円となりました。営業利益については、5,071

千円となりました。

　

(2) 財政状態の分析

①　資産

当第２四半期連結会計期間末において、流動資産は前連結会計年度末に比べ30,964千円減少し、

1,837,899千円となりました。これは、主として現金及び預金が106,452千円、たな卸資産が94,176千円

増加したのに対し、受取手形及び売掛金が26,917千円、有価証券が202,386千円減少したことによりま

す。

固定資産は、前連結会計年度末に比べて19,743千円増加し、2,266,019千円となりました。これは、主

として有形固定資産が45,766千円減少したのに対し、投資その他の資産が56,163千円増加したことに

よります。

この結果、資産合計は、前連結会計年度末に比べ11,221千円減少し、4,103,919千円となりました。
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②　負債

流動負債は、44,910千円減少し、780,528千円となりました。これは主として支払手形及び買掛金が

9,474千円増加したのに対し、未払法人税等が57,467千円減少したことによります。

固定負債は36,641千円減少し、745,089千円となりましたが、これは主として長期借入金が46,824千

円減少したことによります。

この結果、負債合計は、81,552千円減少し、1,525,617千円となりました。

③　純資産

純資産は、前連結会計年度末に比べて70,330千円増加し2,578,301千円となりました。主として利益

剰余金が79,438千円増加し、評価・換算差額合計が8,913千円減少したことによります。

その結果、自己資本比率は62.8％となりました。

　

(3) キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、資金という）は、前四半期連結会計

期間末に比べ14,093千円減少し、388,421千円となりました。各キャッシュフローの状況は、以下のとおり

であります。

①　営業活動によるキャッシュ・フロー　　

税金等調整前四半期純利益112,089千円に加え、減価償却費47,853千円等の増加要因に対し、たな卸

資産の増加額31,798千円、仕入債務の減少額31,774千円、売上債権の増加額22,850千円等の減少要因に

より22,526千円の資金収入となりました。

②　投資活動によるキャッシュ・フロー　　

有価証券の償還による収入150,138千円の増加要因に対し、有価証券の取得による支出150,000千円、

有形固定資産の取得による支出24,244千円等の減少要因により54,045千円の資金支出となりました。

③　財務活動によるキャッシュ・フロー 　　　　

長期借入れによる収入100,000千円等の増加要因に対し、長期借入金の返済による支出76,875千円等

の減少要因により15,592千円の資金収入となりました。

　

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結会計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な

変更及び新たに生じた課題はありません。

(5) 研究開発活動

当第２四半期連結会計期間の研究開発費は23,621千円であります。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第２四半期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

当第２四半期連結会計期間において、重要な設備の新設、除却等について、重要な変更はありません。

また、当第２四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありません。
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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】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 33,000,000

計 33,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第２四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成20年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成20年11月13日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

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― ―

　

　

(2) 【新株予約権等の状況】

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。

第２四半期会計期間末現在
(平成20年９月30日)

新株予約権の数(個) 157　(注)1

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) 157,000

新株予約権の行使時の払込金額(円) １株あたり340 (注)1

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

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

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。

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、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。
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第２四半期会計期間末現在 
(平成20年９月30日)

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、
並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。

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。

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。

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。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

―

　
　
(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

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率

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）

 

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) 【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

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20年９月30日 ─ 8,285 ─ 748,125 ─ 944,675
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(5) 【大株主の状況】

平成20年９月30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 1,237 14.93

伊　勢　すが子 東京都大田区 630 7.60

伊　勢　幸　治 岩手県奥州市水沢区 408 4.92

妙徳従業員持株会 東京都大田区下丸子二丁目６－18 385 4.64

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

西　角　純次郎 東京都江東区 200 2.41

中　森　俊　雄 東京都港区 188 2.26

伊　勢　　忠 東京都大田区 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 1.68

伊　勢　三　郎 東京都大田区 126 1.52

計 ― 3,673 44.33

(注)　上記のほか当社所有の自己株式 264千株（3.19％）があります。

　

(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成20年９月30日現在

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　　264,000

― ─

完全議決権株式(その他) 普通株式　8,016,000 8,016 ─

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 ― 8,016 ―

(注)　「単元未満株式」には、当社保有の自己株式 677株が含まれております。
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② 【自己株式等】

平成20年９月30日現在

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

264,000 ─ 264,000 3.19

計 ― 264,000 ─ 264,000 3.19

　

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成20年
　４月 　５月 　６月 　７月 　８月 　９月

最高(円) 245 257 260 257 240 222

最低(円) 227 236 240 234 220 170

(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】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期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19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)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、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第２四半期連結会計期間(平成20年７月１

日から平成20年９月30日まで)及び当第２四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成20年９月30日ま

で)に係る四半期連結財務諸表について、監査法人トーマツにより四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 440,972 334,519

受取手形及び売掛金 912,639 939,557

有価証券 － 202,386

製品 231,720 172,693

仕掛品 78,343 70,164

原材料 122,868 95,897

繰延税金資産 20,986 29,477

その他 30,693 24,441

貸倒引当金 △323 △273

流動資産合計 1,837,899 1,868,864

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 1,232,931 1,228,679

減価償却累計額 △416,267 △388,479

建物及び構築物（純額） 816,664 840,200

機械装置及び運搬具 531,670 515,715

減価償却累計額 △331,890 △312,078

機械装置及び運搬具（純額） 199,779 203,637

土地 713,742 731,399

その他 331,619 309,998

減価償却累計額 △251,558 △229,222

その他（純額） 80,060 80,776

有形固定資産合計 1,810,247 1,856,013

無形固定資産 94,000 84,655

投資その他の資産

投資有価証券 147,130 125,969

繰延税金資産 47,263 46,868

その他 167,377 132,768

投資その他の資産合計 361,770 305,607

固定資産合計 2,266,019 2,246,276

資産合計 4,103,919 4,115,140
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 141,276 131,801

1年内返済予定の長期借入金 295,174 301,860

未払法人税等 84,314 141,781

賞与引当金 56,404 60,414

その他 203,359 189,581

流動負債合計 780,528 825,439

固定負債

長期借入金 604,476 651,300

退職給付引当金 109,629 99,596

その他 30,984 30,834

固定負債合計 745,089 781,730

負債合計 1,525,617 1,607,170

純資産の部

株主資本

資本金 748,125 748,125

資本剰余金 945,766 945,766

利益剰余金 901,130 821,692

自己株式 △43,957 △43,763

株主資本合計 2,551,063 2,471,820

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 32,787 28,224

為替換算調整勘定 △5,550 7,926

評価・換算差額等合計 27,237 36,150

純資産合計 2,578,301 2,507,970

負債純資産合計 4,103,919 4,115,140
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年９月30日)

売上高 1,483,269

売上原価 681,346

売上総利益 801,923

販売費及び一般管理費 ※１
 603,234

営業利益 198,688

営業外収益

受取利息 512

受取配当金 2,153

受取地代家賃 907

助成金収入 12,328

その他 2,135

営業外収益合計 18,037

営業外費用

支払利息 7,272

売上割引 145

為替差損 4,131

その他 854

営業外費用合計 12,403

経常利益 204,322

特別利益

特別利益合計 －

特別損失

固定資産除却損 106

災害による損失 2,397

特別損失合計 2,504

税金等調整前四半期純利益 201,817

法人税、住民税及び事業税 81,359

法人税等調整額 4,924

法人税等合計 86,284

四半期純利益 115,533

EDINET提出書類

株式会社妙徳(E01728)

四半期報告書

15/27



【第２四半期連結会計期間】
（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間
(自 平成20年７月１日
   至 平成20年９月30日)

売上高 770,947

売上原価 366,871

売上総利益 404,076

販売費及び一般管理費 ※１
 299,895

営業利益 104,181

営業外収益

受取利息 473

受取配当金 350

受取地代家賃 478

助成金収入 12,328

その他 1,430

営業外収益合計 15,061

営業外費用

支払利息 3,508

売上割引 72

為替差損 514

その他 613

営業外費用合計 4,708

経常利益 114,534

特別利益

特別利益合計 －

特別損失

固定資産除却損 46

災害による損失 2,397

特別損失合計 2,444

税金等調整前四半期純利益 112,089

法人税、住民税及び事業税 32,181

法人税等調整額 20,610

法人税等合計 52,791

四半期純利益 59,297
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月1日

    至 平成20年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 201,817

減価償却費 93,440

固定資産除却損 106

貸倒引当金の増減額（△は減少） 97

賞与引当金の増減額（△は減少） △4,017

退職給付引当金の増減額（△は減少） 10,368

受取利息及び受取配当金 △2,666

支払利息 7,272

売上債権の増減額（△は増加） 20,696

仕入債務の増減額（△は減少） 17,052

たな卸資産の増減額（△は増加） △97,895

未払金の増減額（△は減少） 5,601

その他 △28,576

小計 223,299

利息及び配当金の受取額 2,666

利息の支払額 △7,269

法人税等の還付額 3,079

法人税等の支払額 △138,330

営業活動によるキャッシュ・フロー 83,445

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △20,673

有価証券の取得による支出 △150,000

有価証券の償還による収入 352,737

投資有価証券の取得による支出 △2,400

有形固定資産の取得による支出 △40,450

無形固定資産の取得による支出 △24,742

子会社株式の取得による支出 △11,067

投資活動によるキャッシュ・フロー 103,403

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入 100,000

長期借入金の返済による支出 △153,510

自己株式の取得による支出 △194

配当金の支払額 △36,291

財務活動によるキャッシュ・フロー △89,995

現金及び現金同等物に係る換算差額 △8,550

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 88,302

現金及び現金同等物の期首残高 300,118

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 388,421
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
  至　平成20年９月30日)

　　会計処理の原則及び手続の変更

(1)　たな卸資産の評価に関する会計基準の適用

「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会

計基準委員会　平成18年７月５日　企業会計基準第

９号）を第１四半期連結会計期間から適用し、評

価基準については、原価法から原価法（収益性の

低下による簿価切下げの方法）に変更しておりま

す。　

なお、これによる損益に与える影響は軽微であ

ります。

(2)　連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理

に関する当面の取扱いの適用

「連結財務諸表作成における在外子会社の会計

処理に関する当面の取扱い」（企業会計基準委員

会　平成18年５月17日　実務対応報告第18号）を第

１四半期連結会計期間から適用し、連結決算上必

要な修正を行っております。

なお、これによる損益に与える影響はありませ

ん。

 

　

【簡便な会計処理】

　
当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
  至　平成20年９月30日)

１　たな卸資産の評価方法

たな卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下

が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積も

り、簿価切下げを行う方法によっております。

２　法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算

定方法

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加

減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法

によっております。

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連

結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発

生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結

会計年度において使用した将来の業績予測やタックス

・プランニングを利用する方法によっております。

 

　

【四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理】

　
当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
  至　平成20年９月30日)

 

該当事項はありません。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　
　
当第２四半期連結会計期間末 

(平成20年９月30日)
前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

　１　手形割引高及び裏書譲渡高

受取手形裏書譲渡高 191,613千円

　１　手形割引高及び裏書譲渡高

受取手形裏書譲渡高 199,322千円

２　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。

　　当第２四半期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

 

２　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 ― 

差引額 900,000千円

 

　

(四半期連結損益計算書関係)

第２四半期連結累計期間

　
当第２四半期連結累計期間 
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年９月30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 63,125千円

給与手当  186,993〃

賞与引当金繰入額  26,757〃

退職給付費用  6,776〃

減価償却費  31,278〃

研究開発費  46,869〃

　

　　　第２四半期連結会計期間

　

当第２四半期連結会計期間 
(自　平成20年７月１日 
 至　平成20年９月30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 32,791千円

給与手当  94,938〃

賞与引当金繰入額  8,740〃

退職給付費用  3,608〃

減価償却費  16,401〃

研究開発費  23,621〃
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
  至　平成20年９月30日)

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

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 440,972千円

預入期間が３か月超の定期預金 △52,550 〃

現金及び現金同等物 388,421千円
 

(株主資本等関係)

当第２四半期連結会計期間末(平成20年９月30日)

及び当第２四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第２四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 8,285,000

　

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類
当第２四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 264,677

　

　
３　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

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 配当の原資

平成20年６月20日
定時株主総会

普通株式 36,094 4.5平成20年３月31日平成20年６月23日 利益剰余金

　
　(2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効

力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの

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 配当の原資

平成20年11月10日
取締役会

普通株式 16,040 2.0平成20年９月30日平成20年11月26日 利益剰余金

　

４　株主資本の著しい変動に関する事項

　　　該当事項はありません。

　

(リース取引関係)

所有権移転外ファイナンス・リース取引について通常の賃貸借取引に係る方法に準じて処理を行っ

ておりますが、当四半期連結会計期間におけるリース取引残高は前連結会計年度末に比べて著しい変

動が認められないため、記載しておりません。
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(有価証券関係)

　

当第２四半期連結会計期間末(平成20年９月30日)

　

時価のあるその他有価証券が、企業集団の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、当該有
価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額に前連結会計年度の末日に比べて著しい変動が見ら
れます。

　

　　その他有価証券で時価のあるもの

区分 種類

当第２四半期連結期間末
(平成20年９月30日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

取得原価
四半期連結
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)
四半期連結貸借対
照表（連結貸借対
照表）計上額が取
得原価を超えるも
の

株式 79,182134,75455,57276,782124,61947,837

その他 ─ ─ ─ 202,373202,386 13

合計 79,182134,75455,572279,155327,00647,851

　

(デリバティブ取引関係)

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

　

(ストック・オプション等関係)

　　　該当事項はありません。
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

当第２四半期連結会計期間(自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日)

及び当第２四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日)

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】

当第２四半期連結会計期間(自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日)

　
日本
(千円)

韓国　
(千円)

その他の地域
(千円)

計
(千円)

消去又は全社
(千円)

連結
(千円)

売上高

　(1) 外部顧客に
　　　対する売上高

661,42982,704 26,813770,947 ― 770,947

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

46,726 638 4,964 52,330(52,330) ―

計 708,15683,343 31,777823,277(52,330)770,947

営業利益 92,518 6,215 5,071 103,805 375 104,181

(注)　国又は地域は、国ごとに区分しております。

　

当第２四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日)

　
日本
(千円)

韓国　
(千円)

その他の地域
(千円)

計
(千円)

消去又は全社
(千円)

連結
(千円)

売上高

　(1) 外部顧客に
　　　対する売上高

1,290,952141,60550,7121,483,269 ─ 1,483,269

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

118,365 1,487 5,899 125,751(125,751) ─

計 1,409,317143,09256,6111,609,021(125,751)1,483,269

営業利益 180,24613,451 10,428204,126(5,438)198,688

(注)　国又は地域は、国ごとに区分しております。
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【海外売上高】

当第２四半期連結会計期間(自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日)

　

アジア 北米 その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高(千円) 203,736 24,069 10,866 238,673

Ⅱ　連結売上高(千円) ― ― ― 770,947

Ⅲ　連結売上高に占める
　　海外売上高の割合(％)

26.4 3.1 1.4 31.0

(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。

　

当第２四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日)

　

アジア 北米 その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高(千円) 343,165 44,263 26,078 413,507

Ⅱ　連結売上高(千円) ― ― ― 1,483,269

Ⅲ　連結売上高に占める
　　海外売上高の割合(％)

23.1 3.0 1.8 27.9

(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。

　

(企業結合等関係)

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

　
当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

321.47円 312.67円

(注)　１株当たり純資産額の算定上の基礎

項目
当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

純資産の部の合計額(千円) 2,578,301 2,507,970

普通株式に係る純資産額(千円) 2,578,301 2,507,970

普通株式の発行済株式数(千株) 8,285 8,285

普通株式の自己株式数(千株) 264 263

１株当たり純資産額の算定に用いられ
た普通株式の数(千株)

8,020 8,021

　　
２　１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

第２四半期連結累計期間

　
当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年９月30日)

１株当たり四半期純利益 14.40円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 ─

(注)　１　潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、希薄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。

２　１株当たり四半期純利益の算定上の基礎

　

項目
当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
  至　平成20年９月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(千円) 115,533

普通株式に係る四半期純利益(千円) 115,533

普通株式の期中平均株式数(千株) 8,020

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり四半期純利益の算定に含まれなかった潜在
株式について前連結会計年度末から重要な変動が
ある場合の概要

─
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第２四半期連結会計期間

　
当第２四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日 
 至　平成20年９月30日)

１株当たり四半期純利益 7.39円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 ─

(注)　１　潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、希薄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。

２　１株当たり四半期純利益の算定上の基礎

　

項目
当第２四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日 
  至　平成20年９月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(千円) 59,297

普通株式に係る四半期純利益(千円) 59,297

普通株式の期中平均株式数(千株) 8,020

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり四半期純利益の算定に含まれなかった潜在
株式について前連結会計年度末から重要な変動が
ある場合の概要

─

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　

２【その他】

第58期（自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日）中間配当については、平成20年11月10日開催の

取締役会において、平成20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、次の通り中間配当を行うことを決議いたしました。

①　配当金の総額　　　　　　　　　　　　　　　　16,040千円

②　１株当たりの金額　　　　　　　　　　　　　　　２円00銭

③　支払請求権の効力発生日及び支払開始日　平成20年11月26日
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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。

EDINET提出書類

株式会社妙徳(E01728)

四半期報告書

26/27



独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成20年11月10日

株式会社妙徳

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　　勝　又　三　郎　　印

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　平　野　雄　二　　印

　

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式

会社妙徳の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間(平成20

年７月１日から平成20年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成20年９月30

日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結

キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期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四半期連結財務諸表に対する結論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四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、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実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

　

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期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20年９月

30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成

績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が

すべての重要な点において認められなかった。

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

　
 
(注) １　上記は、四半期レビュー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(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。

　

EDINET提出書類

株式会社妙徳(E01728)

四半期報告書

27/27


	表紙
	本文
	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
	２事業の内容
	３関係会社の状況
	４従業員の状況

	第２事業の状況
	１生産、受注及び販売の状況
	２経営上の重要な契約等
	３財政状態及び経営成績の分析

	第３設備の状況
	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
	(3)ライツプランの内容
	(4)発行済株式総数、資本金等の推移
	(5)大株主の状況
	(6)議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等


	２株価の推移
	当該四半期累計期間における月別最高・最低株価

	３役員の状況

	第５経理の状況
	１四半期連結財務諸表
	(1)四半期連結貸借対照表
	(2)四半期連結損益計算書
	第２四半期連結累計期間
	第２四半期連結会計期間

	(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書
	四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更
	簡便な会計処理
	四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理
	注記事項
	事業の種類別セグメント情報
	所在地別セグメント情報
	海外売上高


	２その他


	第二部提出会社の保証会社等の情報
	監査報告書

