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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】

回次
第46期

第２四半期連結
累計期間

第46期
第２四半期連結
会計期間

第45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） 19,500,685 9,801,039 41,946,520

経常利益（千円） 1,663,057 533,805 3,357,438

四半期（当期）純利益（千円） 1,087,315 291,846 1,748,362

純資産額（千円） － 37,937,801 38,084,735

総資産額（千円） － 59,249,172 60,707,951

１株当たり純資産額（円） － 818.78 809.80

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
25.48 6.84 40.51

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
－ － －

自己資本比率（％） － 58.9 56.9

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
1,171,989 － 6,027,796

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△2,066,586 － △2,642,361

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
103,080 － △3,843,968

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
－ 7,452,623 8,167,846

従業員数（人） － 6,333 6,674

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、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、消費税等は含んでおりません。

　　　　３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。
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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）が営む事業の内容について、重要な

変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

　

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） 6,333 (1,075)

　（注）　従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は（　）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） 803  

　（注）　従業員数は就業人員であります。
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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は、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称
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）

水晶製品事業（千円） 10,089,921

合計（千円） 10,089,921

　（注）　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は、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）

水晶製品事業 9,774,134 5,072,315

その他 － 4,331

合計 9,774,134 5,076,646

　（注）　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は、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称
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）

水晶製品事業（千円） 9,800,664

その他（千円） 374

合計（千円） 9,801,039

　（注）　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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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の決定または締結等はありません。

　

３【財政状態及び経営成績の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断した

ものであります。

　

(1）業績の状況

　当第２四半期のわが国経済は、サブプライム問題に端を発する金融市場の混乱の一方的な悪化には歯止めがかかっ

たものの、企業収益の鈍化による設備投資の停滞や、原油価格や原材料価格の高騰により個人消費が伸び悩み、景気の

減速感が強まっております。

　このような環境の中、携帯電話をはじめとするモバイル機器の小型化や多機能化、車における電装化の進展などに対

応して、小型・高機能・高精度・高信頼性をキーワードに、業績の向上に努めました。しかしながら、年明け以降の

マーケット調整や対米ドルが前年同期に対して大幅な円高水準になったことなどが影響し、当第２四半期連結会計期

間の売上高は9,801百万円、営業利益626百万円、経常利益533百万円、四半期純利益291百万円となりました。

　

　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

　日本国内におきましては、電装化が進展しているカーエレクトロニクス向けやデジタル一眼レフ用の出荷が増加し

たものの、携帯電話を中心とする通信機分野は減少いたしました。このような状況の中、売上高は3,670百万円、営業利

益は758百万円となりました。

 

② 欧州

　欧州におきましては、カーエレクトロニクス向けやＡＶ機器向けが伸び悩み、売上高は529百万円、営業利益は3百万

円となりました。

 

③ アジア

　アジアにおきましては、カーエレクトロニクス向けやＡＶ機器向けの売上高は増加しましたが、携帯電話向けやＰＣ

向けの売上高は伸び悩みました。その結果、売上高は5,142百万円、営業利益は290百万円となりました。　

 

④ 北米

　北米におきましては、カーエレクトロニクス市場や民生機器市場の低迷、及びそれらのアジアへの生産シフトが進

み、売上高は458百万円、営業損失23百万円となりました。

 

(2）キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期連結会計期間における現金及び現金同等物は（以下「資金」という。）は、第１四半期連結会計期間末

に比べ905百万円減少し、7,452百万円となりました。

 

　当第２四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当第２四半期連結会計期間の営業活動の結果得られた資金は157百万円となりました。これは主に売掛債権の増加、

仕入債務の減少などにより資金が減少したものの、税金等調整前四半期純利益、減価償却費の計上などがキャッシュ

・フローの収入となったことによるものであります。

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当第２四半期連結会計期間の投資活動の結果使用した資金は1,717百万円となりました。これは主に有形固定資産の

取得によるものであります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当第２四半期連結会計期間の財務活動の結果得られた資金は538百万円となりました。これは主に長期借入れによる

収入などによるものであります。 
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(3）事業上及び財務上の対処すべき課題

　①対処すべき課題

　　当第２四半期会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

　②会社の支配に関する基本方針

　イ 基本方針の内容

　当社は、「世界中すべてのお客様に『信頼』でお応えする。」を経営理念とし、「『信頼』を合言葉に、顧客　　を志

向した創造的かつ効率的な経営を実現して、継続的利益の創出と社会貢献を行なう。」ことを経営ビジョンとし事

業を進めて参りました。今後もさらに優良企業への成長を目指し、株主や投資家、お客様、取引先、従業員をはじめと

する全ての関係者の皆様に満足いただけるよう、持続的な企業価値の向上に努めて参ります。

当社は、当社株式の大規模な買付行為がなされた場合には、公開会社として当社株式の自由な売買を認める以上、当

社グループの企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであれば、これを一概に否定するものではなく、原則

として、株主の皆様の判断に委ねられるべきものであると考えております。

しかし、大量買付行為の中には、その目的等からみて企業価値・株主共同の利益に明白な侵害をもたらすもの、大量

買付行為に応じることを株主の皆様に強要するおそれがあるもの、大量買付行為の内容や大量買付者について十分

な情報を提供しないもの、対象会社の取締役会が大量買付行為を検討した上で代替案を提供するための時間的余裕

を提供しないものや、顧客、取引先、従業員等のステークホルダーの利益を損なうことにより、結果的に企業価値を

損なうといった、不適切なものもあり得ます。

当社は、そのような場合には、それに対して当社株主全体の正当な利益を保護するための相当の対抗措置を発動す

ることも必要と考えております。

　ロ 基本方針実現に資する特別な取り組み

　当社は、当社グループの財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資する特別な取組み

を進め企業価値の最大化を図っています。

具体的には、事業構造改革を進め、水晶応用製品水晶事業への特化、新製品戦略を推進するなど効率的な経営の推進

及び高付加価値の創出に努めるとともに、グローバル体制の確立、やりがいある職場づくりと「人財」の育成に努

め、社会から信頼される企業を目指すべくコンプライアンスの徹底、製品安全性への留意の徹底を図っています。

　また、環境と調和する企業活動を通して、今後も、持続的に発展可能な社会の創造に貢献します。

　ハ 基本方針に照らして不適切なものによって会社が支配されることを防止するための取り組み

　当社は、平成20年6月27日の株主総会において、当社株券等の大量買付行為に関する対応策（以下、「本プラン」と

いう。）を導入することを決議しました。

本プランの内容は、特定の株主グループの議決権割合が20％以上となるような当社株式の買付（以下、このような

買付行為を「大量買付行為」、大量買付行為を行う者を「大量買付者」という。）を行おうとする者に対して、買付

行為の前に（ⅰ）大量買付情報（特定株主グループの詳細、大量買付行為の目的、方法及び内容、大量買付行為にか

かる取得対価の算定根拠、取得資金の裏付け、取得後の当社グループの経営方針、従業員・取引先等の処遇方針な

ど）の提供と（ⅱ）当社取締役会による適切な評価期間(60日または90日)の確保を要請するものです。

　その後、当社取締役会は、提供されたこれらの情報をもとに、大量買付者が大量買付ルールを遵守したか、あるい

は、株主全体の利益の観点から当該提案内容が当社に回復しがたい損害をもたらすことがないか、独立委員会の意

見や外部専門家の助言を最大限尊重し、評価・検討を行い、取締役会としての意見を慎重に取りまとめた上で開示

いたします。また、必要に応じて、株主意思確認総会を開催をいたします。

　大量買付ルールが守られない場合、守られている場合でも当該大量買付行為が当社に回復しがたい損害をもたら

すなど、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうものである場合、当社取締役会の決定又は株主意

思確認総会の決議に基づき、大量買付行為に対抗することがあります。

　具体的な対抗措置については、株主割当てにより、一定の基準日現在の株主に対し、その所有株式１株につき１個

の割合で新株予約権を割当て、新株予約権１個あたりの目的である株式の数は１株といたします。なお、新株予約権

を発行する場合には、大量買付者を含む特定の株主グループに属する者に行使を認めないことを新株予約権の行使

条件とするなど対抗措置としての効果を勘案した行使期間、行使条件及び取得条件を設けることがあります。

　対抗措置の発動によって、結果的に、大量買付者に経済的損害を含む何らかの不利益を発生させる可能性がありま

すが、他方、大量買付者を除く当社株主の皆様が経済面や権利面で損失を被る様な自体は想定しておりません。当社

取締役会が具体的対抗措置をとることを決定した場合には、法令及び証券取引所規則に従って、適時適切な開示を

行います。

　当社取締役会は、引き続き、法令改正の動向などを踏まえ、当社株主全体の利益の観点から、本プランを随時見直し

をいたします。本プランの詳細については、平成20年４月18日付「当社株券等の大量買付行為に関する対応策（買

収防衛策）の導入について」として公表しております。このプレスリリースの全文については、当社ホームページ

（http://www.kds.info）を参照ください。

　ニ 上記の取り組みに対する取締役会の判断及びその理由

　本プランは、株主全体の利益を保護するという観点から、株主の皆様に、大量買付行為を受け入れるかどうかの判

断のために必要な情報や、経営を担っている当社取締役会の評価意見を提供し、株主の皆様が当該大量買付行為の

企業価値及び株主共同利益への影響を慎重に判断することを担保することを目的とするものです。したがって、こ
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れらの取り組みは、いずれも②の基本方針に沿い、当社株主全体の利益に合致するものと考えております。

　また、当該大量買付行為に関する当社取締役会の判断における透明性、客観性、公正性及び合理性を担保するため、

取締役会から独立した組織として、社外監査役及び外部有識者３名から構成される独立委員会を設置することに加

え、本プランについては、本年の定時株主総会で承認いただいており、会社役員の地位の維持を目的とするものでも

ありません。

　

(4）研究開発活動

　当第２四半期連結会計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、501百万円であります。

　なお、当第２四半期連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

　

(5）経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し

　水晶製品事業における価格競争は引き続き厳しいものとなっており、当社グループが属する製品市場における市場

価格についても顧客製品の価格動向によっては競争の激化に直面すると思われます。また、為替につきましても、為替

相場の変動によっては業績に影響を及ぼす可能性があります。

　当社グループは、収益力の強化、経営資源の有効利用、財務戦略による有利子負債の削減を進めるとともに、経営環境

の変化に柔軟に対応出来る経営基盤の確立と業績の向上に努めてまいります。

　また、引き続きキャッシュ・フローを重視した経営を推進し、更なる財務体質の改善、バランスシートの健全化を目

指していきます。

　

(6）資本の財源及び資金の流動性についての分析

　「第２　事業の状況　３　財政状態及び経営成績の分析　(2)　キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。

　

(7）経営者の問題認識と今後の方針について

　当社グループは、グループシナジー効果を最大限発揮できる経営戦略を展開いたします。今後は経営資源を有効利用

し、新製品・新マーケット開拓を積極的に進め、収益の拡大を図るとともに、強固な利益体質を確立するために部材調

達費の削減など徹底したコスト削減施策を展開してまいります。さらに徹底したスピードで顧客の要求に応え、グ

ローバルマーケットの変化に追随できるスピード体制の確立を進めてまいります。
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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、新たに確定した重要な設備の新設計画は次のとおりであります。

会社名
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

投資予定金額
資金調達
方法

着手及び完了
予定年月

完成後の
増加能力

総額
(千円)

既支払額
(千円) 着手 完了

㈱大真空

鳥取事業所

鳥取県

鳥取市

水晶製品事業

　
生産設備 200,000 － 自己資金

平成20年

　10月

平成21年

　３月

生産能力

５％増加

PT.KDS

INDONESIA

インドネ

シア

ブカシ

水晶製品事業

　
生産設備 300,000 －

自己資金

及び

借入金

平成20年

　10月

平成20年

　12月

生産能力

５％増加

加高電子

股?有限

公司

台湾

高雄

水晶製品事業

　
生産設備 500,000 －

自己資金

及び

借入金

平成20年

　10月

平成20年

　12月

生産能力

10％増加

　（注）上記金額には、消費税等は含んでおりません。
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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 130,000,000

計 130,000,000

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14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 45,246,212 45,246,212
大阪証券取引所

市場第一部
－

計 45,246,212 45,246,212 － －

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

（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
（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20年７月１日～

平成20年９月30日　
－ 45,246,212 － 19,344,883 － 5,781,500
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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（％）

　財団法人長谷川福祉会 兵庫県神戸市中央区元町通６丁目３－20 3,000 6.63

　日本トラスティ・サービス信託銀

行株式会社（信託口）
東京都中央区晴海１丁目８－11 2,683 5.93

　長谷川　宗平 兵庫県加古川市 1,717 3.80

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２丁目７－１　 1,240 2.74

ステート　ストリート　バンク　ア

ンド　トラスト　カンパニー

505019

　（常任代理人　株式会社みずほ

コーポレート銀行）

AIB INTERNATIONAL CENTRE P.O.BOX

518 IFSC DUBLIN, IRELAND 

 

（東京都中央区日本橋兜町６番７号）

1,212 2.68

メロン　バンク　エヌエー　トリー

テイー　クライアント　オムニバ

ス

　（常任代理人　株式会社三菱東京

ＵＦＪ銀行）

ONE MELLON BANK CENTER,

 PITTSBURGH, 

PENNSYLVANIA

　

（東京都千代田区丸の内２丁目７－１）

1,133 2.50

第一生命保険相互会社 東京都千代田区有楽町１丁目13－１ 1,016 2.25

日本生命保険相互会社
東京都千代田区丸の内１丁目６－６

日本生命証券管理部内
1,003 2.22

ドイチェ　バンク　アーゲー　ロン

ドン　ピービー　ノントリティー　

クライアンツ　613

（常任代理人　ドイツ証券株式会

社）

TAUNUSANLAGE 12,

 D-60325 FRANKFURT AM 

MAIN, FEDERAL REPUBLIC OF GER

MANY

 

（東京都千代田区永田町２丁目11－１

山王パークタワー）

812 1.79

日本マスタートラスト信託銀行

株式会社（信託口）
東京都港区浜松町２丁目11－３ 785 1.73

計 － 14,602 32.27

　（注）１.　上記のほか、自己株式が2,592千株あります。

　　　　２.　アクサ・ローゼンバーグ証券投信投資顧問株式会社から平成20年４月17日付の大量保有報告書の写しの送付があ

り、平成20年４月15日現在で2,341千株を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として第２四半期

会計期間末時点における実質所有株式数の確認ができません。

なお、アクサ・ローゼンバーグ証券投信投資顧問株式会社の大量保有報告書の写しの内容は以下のとおり

であります。

大量保有者 アクサ・ローゼンバーグ証券投信投資顧問株式会社

住所 東京都港区白金一丁目17番３号

保有株券等の数 株式　2,341,000株

株券等保有割合 5.17％
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（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    2,592,000
－ －　

完全議決権株式（その他） 普通株式　 41,792,000 41,792 －　

単元未満株式 普通株式      862,212 －
１単元（1,000株）未満

の株式

発行済株式総数 45,246,212 － －

総株主の議決権 － 41,792 －

　（注）１　「完全議決権株式（その他）」の欄の普通株式のうち、証券保管振替機構名義の株式が1,000株（議決権１個）

含まれております。

２　単元未満株式数には当社所有の自己株式612株が含まれております。

　

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(％)

株式会社大真空
兵庫県加古川市平岡町新

在家字鴻野1389番地
2,592,000 － 2,592,000 5.73

計 － 2,592,000 － 2,592,000 5.73

　

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） 430 560 677 614 508 448

最低（円） 393 405 520 507 430 319

　（注）　株価は、大阪証券取引所市場第一部におけるものであります。
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３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。

　

　役職の異動

新役名 新職名 旧役名 旧職名 氏名 異動年月日

専務取締役 生産統括 専務取締役
技術統括兼生産統

括兼中央研究所長
中田　穂積　 平成20年７月１日

常務取締役 監査部長 常務取締役
経営企画室長兼監

査部長
土井　紀夫　 平成20年７月１日

取締役
技術統括兼中央研

究所長兼技術部長
取締役

技術副統括兼技術

部長
森川　淳一　 平成20年７月１日
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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。

  なお、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20年８月７日　内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号のただし書きによ

り、改正後の四半期連結財務諸表規則を早期に適用しております。

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、霞が関監査法人による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 6,709,502 7,799,909

受取手形及び売掛金 10,772,180 11,130,889

有価証券 1,466,036 854,301

商品及び製品 3,871,949 3,785,937

仕掛品 2,906,613 2,900,266

原材料及び貯蔵品 1,890,899 1,978,324

繰延税金資産 70,590 70,040

その他 1,340,165 1,500,197

貸倒引当金 △64,382 △70,564

流動資産合計 28,963,555 29,949,301

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※1
 6,387,265

※1
 6,674,698

機械装置及び運搬具（純額） ※1
 13,173,968

※1
 13,750,405

工具、器具及び備品（純額） ※1
 1,695,403

※1
 1,746,294

土地 5,686,506 5,693,216

建設仮勘定 517,769 167,880

有形固定資産合計 27,460,914 28,032,496

無形固定資産

のれん 371,051 228,263

その他 222,662 230,329

無形固定資産合計 593,713 458,592

投資その他の資産

投資有価証券 1,464,189 1,625,095

繰延税金資産 6,976 8,140

その他 950,894 825,449

貸倒引当金 △191,071 △191,125

投資その他の資産合計 2,230,988 2,267,560

固定資産合計 30,285,617 30,758,649

資産合計 59,249,172 60,707,951
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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 1,613,828 3,367,494

短期借入金 3,822,404 3,410,074

1年内返済予定の長期借入金 2,234,837 2,004,196

1年内償還予定の社債 1,950,000 2,100,000

未払金 1,785,600 1,285,412

未払法人税等 265,731 476,150

繰延税金負債 848 528

賞与引当金 593,242 577,322

役員賞与引当金 7,500 15,000

その他 751,114 1,064,970

流動負債合計 13,025,108 14,301,149

固定負債

長期借入金 4,488,665 4,555,783

繰延税金負債 842,752 849,754

退職給付引当金 1,452,180 1,450,143

役員退職慰労引当金 － 221,371

長期未払金 1,305,034 1,056,816

その他 197,629 188,196

固定負債合計 8,286,262 8,322,066

負債合計 21,311,370 22,623,216

純資産の部

株主資本

資本金 19,344,883 19,344,883

資本剰余金 12,422,813 12,422,728

利益剰余金 3,990,568 3,116,661

自己株式 △1,254,021 △1,239,283

株主資本合計 34,504,243 33,644,991

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 194,623 220,750

為替換算調整勘定 224,919 698,140

評価・換算差額等合計 419,543 918,890

少数株主持分 3,014,015 3,520,853

純資産合計 37,937,801 38,084,735

負債純資産合計 59,249,172 60,707,951
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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 19,500,685

売上原価 14,564,160

売上総利益 4,936,525

販売費及び一般管理費 ※
 3,575,372

営業利益 1,361,152

営業外収益

受取利息 44,373

受取配当金 19,100

為替差益 461,243

その他 96,958

営業外収益合計 621,675

営業外費用

支払利息 182,739

その他 137,031

営業外費用合計 319,770

経常利益 1,663,057

特別利益

固定資産売却益 21,379

その他 1,852

特別利益合計 23,232

特別損失

固定資産売却損 104

固定資産除却損 4,288

投資有価証券評価損 104,578

その他 3,983

特別損失合計 112,955

税金等調整前四半期純利益 1,573,334

法人税、住民税及び事業税 264,056

法人税等調整額 45,886

法人税等合計 309,942

少数株主利益 176,075

四半期純利益 1,087,315
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【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 9,801,039

売上原価 7,299,296

売上総利益 2,501,742

販売費及び一般管理費 ※
 1,875,024

営業利益 626,718

営業外収益

受取利息 19,539

受取配当金 3,294

その他 53,601

営業外収益合計 76,434

営業外費用

支払利息 82,901

為替差損 12,764

その他 73,681

営業外費用合計 169,347

経常利益 533,805

特別利益

固定資産売却益 20,030

その他 1,852

特別利益合計 21,883

特別損失

固定資産売却損 104

固定資産除却損 876

投資有価証券評価損 153

その他 3,783

特別損失合計 4,918

税金等調整前四半期純利益 550,770

法人税、住民税及び事業税 169,281

法人税等調整額 11,460

法人税等合計 180,741

少数株主利益 78,182

四半期純利益 291,846
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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 1,573,334

減価償却費 1,732,004

のれん償却額 43,307

貸倒引当金の増減額（△は減少） △6,666

賞与引当金の増減額（△は減少） 16,708

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △7,500

退職給付引当金の増減額（△は減少） 12,259

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △221,371

受取利息及び受取配当金 △63,473

支払利息 182,739

為替差損益（△は益） △446,096

投資有価証券評価損益（△は益） 104,578

有形固定資産売却損益（△は益） △21,275

有形固定資産除却損 4,288

売上債権の増減額（△は増加） 300,873

たな卸資産の増減額（△は増加） △38,649

仕入債務の増減額（△は減少） △1,756,551

その他 357,818

小計 1,766,330

利息及び配当金の受取額 63,199

利息の支払額 △194,788

法人税等の支払額 △462,751

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,171,989

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 △16,410

定期預金の払戻による収入 50,334

有価証券の取得による支出 △301,710

有価証券の売却による収入 50,850

有形固定資産の取得による支出 △1,561,171

有形固定資産の売却による収入 404,577

投資有価証券の取得による支出 △3,544

子会社株式の取得による支出 △635,327

貸付金の回収による収入 553

その他 △54,738

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,066,586
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（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)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 509,634

長期借入れによる収入 1,186,500

長期借入金の返済による支出 △929,867

社債の償還による支出 △150,000

配当金の支払額 △213,573

少数株主からの払込みによる収入 2,190

少数株主への配当金の支払額 △287,150

自己株式の処分による収入 2,703

自己株式の取得による支出 △17,357

財務活動によるキャッシュ・フロー 103,080

現金及び現金同等物に係る換算差額 76,294

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △715,222

現金及び現金同等物の期首残高 8,167,846

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 7,452,623
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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）

会計処理基準に関する事項の

変更

「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

　第１四半期連結会計期間より、「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」（実務対応報告第18

号）を適用しております。

　これによる売上総利益、営業利益、経常利

益及び税金等調整前四半期純利益に与える

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　棚卸資産の評価方法 　当第２四半期連結会計期間末の棚卸高の

算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結

会計年度末の実地棚卸高を基礎として合理

的な方法により算定する方法によっており

ます。　

２　固定資産の減価償却費の

算定方法

　定率法を採用している資産については、連

結会計年度に係る減価償却費の額を期間按

分して算定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あたり適用した特有の会計処理】

　
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）

税金費用の計算 　税金費用については、主に当第２四半期連

結会計期間を含む連結会計年度の税引前当

期純利益に対する税効果会計適用後の実効

税率を合理的に見積り、税引前四半期純利

益に当該見積実効税率を乗じて計算してお

ります。　
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【追加情報】

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）

（有形固定資産の耐用年数の変更）

　当社及び国内連結子会社は、減価償却資産の耐用年数等に

関する平成20年度法人税法の改正を契機として、資産の利

用状況を見直した結果、第１四半期連結会計期間より、固定

資産の耐用年数を変更いたしました。

　これにより、当第２四半期連結累計期間の売上総利益は

63,724千円、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純

利益は、それぞれ70,449千円減少しております。

　なお、セグメント情報に与える影響額は、当該箇所に記載

しております。　

　

（役員退職慰労引当金の変更）

　当社は平成20年６月27日開催の第45回定時株主総会にお

いて、役員退職慰労金制度の廃止を決議いたしました。役員

退職慰労金制度の廃止決議までに計上された金額は、当該

役員の退職時に支払うこととされており、残高226,127千円

を固定負債「長期未払金」に振替えております。
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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　有形固定資産の減価償却累計額は、42,651,186千円で

あります。　

　

　２　受取手形譲渡高　　　　　     　  237,281千円　

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、42,508,259千円で

あります。　

　

　２　受取手形譲渡高　　　　　　　　 　271,422千円　

（四半期連結損益計算書関係）

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）

※　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 114,181千円　

給与手当及び福利厚生費 920,117千円　

賞与引当金繰入額　 219,400千円　

退職給付費用 51,898千円　

研究開発費 1,005,018千円　

減価償却費 39,177千円　

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）

※　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 63,879千円　

給与手当及び福利厚生費 467,896千円　

賞与引当金繰入額　 143,812千円　

退職給付費用 25,984千円　

研究開発費 501,705千円　

減価償却費 19,792千円　

（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

　（平成20年９月30日現在）

（千円）　

現金及び預金勘定 6,709,502

現金及び現金同等物に該当する有価証

券
1,155,150

預入期間が３か月を超える定期預金 △412,030

現金及び現金同等物 7,452,623
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（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．発行済株式の種類及び総数

　普通株式　　　　　　　　　　45,246千株　

　

２．自己株式の種類及び株式数

　普通株式　　　　　　　　　 　2,592千株　

　

３．新株予約権等に関する事項

　該当事項はありません。　

　

４．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27日

定時株主総会
普通株式 213,409 5 平成20年３月31日 平成20年６月30日 利益剰余金

　　　　　(2)基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間末後と

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７日

取締役会
普通株式 213,268 5 平成20年９月30日 平成20年12月９日 利益剰余金
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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）　

　　水晶製品事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計額に占

める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。　

　

【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）

欧州
（千円）

アジア
（千円）

北米
（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 3,670,047 529,778 5,142,871 458,342 9,801,039 － 9,801,039

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
5,689,773 3,325 3,236,477 361 8,929,936 (8,929,936) －

計 9,359,821 533,103 8,379,348 458,703 18,730,975 (8,929,936) 9,801,039

営業利益又は営業損失（△） 758,741 3,391 290,030 △23,679 1,028,484 (401,766) 626,718

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）

欧州
（千円）

アジア
（千円）

北米
（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 7,076,591 1,018,761 10,452,534 952,798 19,500,685 － 19,500,685

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
10,112,820 3,325 6,273,595 361 16,390,102 (16,390,102) －

計 17,189,411 1,022,086 16,726,130 953,159 35,890,787 (16,390,102) 19,500,685

営業利益又は営業損失（△） 1,294,179 7,043 796,606 △34,203 2,063,625 (702,473) 1,361,152

　（注）１　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２　本邦以外の区分に属する主な国又は地域

(1）欧州………ドイツ

(2）アジア……香港、シンガポール、中国、インドネシア、台湾、タイ

(3）北米………米国

３　追加情報

　当社及び国内連結子会社は、減価償却資産の耐用年数等に関する平成20年度法人税法の改正を契機として、資

産の利用状況を見直した結果、第１四半期連結会計期間より、固定資産の耐用年数を変更いたしました。

　この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の「日本」の営業利益が

70,449千円減少しております。
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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）

　 欧州 アジア 北米 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 569,426 5,809,800 462,589 6,841,815

Ⅱ　連結売上高（千円）    9,801,039

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上

高の割合（％）
5.8 59.3 4.7 69.8

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）

　 欧州 アジア 北米 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 1,049,661 11,405,969 959,804 13,415,435

Ⅱ　連結売上高（千円）    19,500,685

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上

高の割合（％）
5.4 58.5 4.9 68.8

　（注）１　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２　各区分に属する主な国又は地域

(1）欧州………ドイツ

(2）アジア……香港、シンガポール、中国、台湾

(3）北米………米国

３　海外売上高は、当社グループ（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。

（有価証券関係）

　有価証券の四半期連結貸借対照表計上額及びその他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動があ

りません。

　

（デリバティブ取引関係）

　デリバティブ取引の四半期連結会計期間末の契約額等は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動がありま

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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（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）

１株当たり純資産額 818.78 円 １株当たり純資産額 809.80 円

２．１株当たり四半期純利益金額等

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金額 25.48 円

　

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につき

ましては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

１株当たり四半期純利益金額 6.84 円

　

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につき

ましては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　（注）　１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
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）

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金額   

四半期純利益（千円） 1,087,315 291,846

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益（千円） 1,087,315 291,846

期中平均株式数（千株） 42,667 42,657

（重要な後発事象）

　　　　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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２【その他】

　平成20年11月７日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

　　　（イ）中間配当による配当金の総額・・・・・・・・・・213,268千円

　　　（ロ）１株当たりの金額・・・・・・・・・・・・・・・５円00銭

　　　（ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日・・・・・・平成20年12月９日

　　（注）平成20年９月30日現在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、支払いを行います。
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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。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成20年11月13日

株式会社大真空

取 締 役 会　御 中

霞 が 関 監 査 法 人

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 森田　義　　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 笹川　敏幸　　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大真空の平

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、株式会社大真空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おりません。
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