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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３四半期連結
累計期間

第46期
第３四半期連結
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

12月31日

自平成20年
10月１日
至平成20年

12月31日

自平成19年
４月１日
至平成20年
３月31日

売上高（千円） 29,693,582 10,192,897 41,946,520

経常利益又は経常損失（△）

（千円）
1,069,591 △593,466 3,357,438

四半期（当期）純利益又は四半期

純損失（△）（千円）
62,989 △1,024,326 1,748,362

純資産額（千円） － 36,235,165 38,084,735

総資産額（千円） － 58,883,963 60,707,951

１株当たり純資産額（円） － 789.78 809.80

１株当たり四半期（当期）純利益

金額又は四半期純損失金額（△）

（円）

1.48 △24.23 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（％） － 56.5 56.9

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
1,897,294 － 6,027,796

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△3,462,749 － △2,642,361

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
366,021 － △3,843,968

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
－ 6,957,121 8,167,846

従業員数（人） － 5,925 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３四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３四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12月31日現在

従業員数（人） 5,925 (726)

　（注）　従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は（　）内に当第３四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12月31日現在

従業員数（人） 797  

　（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３四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３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

水晶製品事業（千円） 11,480,740

合計（千円） 11,480,740

　（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３四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 7,534,607 3,252,335

その他 － 3,527

合計 7,534,607 3,255,862

　（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３四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３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

水晶製品事業（千円） 10,192,191

その他（千円） 705

合計（千円） 10,192,897

　（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３四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３四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、2008年の年初よ

り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３四半期連結会計

期間の売上高は10,192百万円、営業利益421百万円、経常損失593百万円、四半期純損失1,024百万円となりました。

　

　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、自動車産業の不況の影響を受け、カーエレクトロニクス向けの出荷が減少し、売上高は

3,245百万円、営業利益は332百万円となりました。

 

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機器向けの売上高が減少し、売上高は283百万円、営業利益は9

百万円となりました。

 

③ アジア

　アジアにおきましては、AV機器向けやカーエレクトロニクス向けの売上高は伸び悩みましたが、PC向けや携帯電話

向けの売上高が増加し、売上高は6,396百万円、営業利益は433百万円となりました。　

 

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267百万円、営業損失31百万円となりました。

 

(2）キャッシュ・フローの状況

　当第３四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２四半期連結会計期間末

に比べ495百万円減少し、6,957百万円となりました。

 

　当第３四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３四半期連結会計期間の営業活動の結果得られた資金は725百万円となりました。これは主に税金等調整前四半

期純損失、売上債権の増加などにより資金が減少したものの、減価償却費の計上、仕入債務の増加などがキャッシュ・

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３四半期連結会計期間の投資活動の結果使用した資金は1,396百万円となりました。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３四半期連結会計期間の財務活動の結果得られた資金は262百万円となりました。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３四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３四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、511百万円であります。

　なお、当第３四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３四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３四半期連結会計期間において、前四半期連結会計期間末において計画中であった重要な設備の新設につい

て完了したものは、次のとおりであります。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画

はありません。

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
投資金額

資金調達方法 完了
(千円)

㈱大真空

鳥取事業所　

鳥取県

鳥取市　
水晶製品事業　 生産設備　 600,000 自己資金　

平成20年10月

　

PT.KDS

INDONESIA　

インドネシア

ブカシ　
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

　

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12月

　

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

　

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12月

　

　なお、前連結会計年度末に計画しておりました天津大真空有限公司の生産設備の新設につきましては、当第３四半

期連結会計期間末において完了しておらず、完了は第３四半期連結会計期間以降に延期となっております。
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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３四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成20年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成21年２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 45,246,212 45,246,212
大阪証券取引所

市場第一部

単元株式数

1,000株

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10月１日～

平成20年12月31日　
－ 45,246,212 － 19,344,883 － 5,781,500

（５）【大株主の状況】

当第３四半期会計期間において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同法第156条第１項

の規定に基づき、自己株式を500千株取得したこと等により、平成20年12月31日現在、次のとおり自己株式を所有

しております。　

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（％）

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

　
3,140 6.94
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（６）【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日（平成20年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。

　

①【発行済株式】

　 平成20年12月31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
－ 単元株式数1,000株

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

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」欄の普通株式には、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12月31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

　（注）当第３四半期会計期間末日現在の保有自己株式数は3,140千株です。

　

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 10月 11月 12月

最高（円） 430 560 677 614 508 448 348 245 245

最低（円） 393 405 520 507 430 319 201 210 198

　（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３四半期連結会計期間（平成20年10月１日から平成20年12月31日まで）及び当第３四半期連結累計期間

（平成20年４月１日から平成20年12月31日まで）については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則

等の一部を改正する内閣府令」（平成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３四半期連結会計期間（平成20年10月１日から平

成20年12月31日まで）及び当第３四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年12月31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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 6,157,690 7,799,909

受取手形及び売掛金 ※3
 11,507,934 11,130,889

有価証券 1,197,355 854,301

商品及び製品 3,952,651 3,785,937

仕掛品 2,839,476 2,900,266

原材料及び貯蔵品 1,753,778 1,978,324

繰延税金資産 42,922 70,040

その他 1,271,419 1,500,197

貸倒引当金 △72,881 △70,564

流動資産合計 28,650,347 29,949,301

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※1
 6,236,855

※1
 6,674,698

機械装置及び運搬具（純額） ※1
 13,390,793

※1
 13,750,405

工具、器具及び備品（純額） ※1
 1,494,725

※1
 1,746,294

土地 5,645,975 5,693,216

建設仮勘定 911,198 167,880

有形固定資産合計 27,679,547 28,032,496

無形固定資産

のれん 340,092 228,263

その他 218,390 230,329

無形固定資産合計 558,483 458,592

投資その他の資産

投資有価証券 1,295,142 1,625,095

繰延税金資産 6,387 8,140

その他 885,124 825,449

貸倒引当金 △191,069 △191,125

投資その他の資産合計 1,995,584 2,267,560

固定資産合計 30,233,615 30,758,649

資産合計 58,883,963 60,707,951
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 3,197,371 3,367,494

短期借入金 4,428,029 3,410,074

1年内返済予定の長期借入金 3,590,697 2,004,196

1年内償還予定の社債 950,000 2,100,000

未払金 1,881,770 1,285,412

未払法人税等 146,884 476,150

繰延税金負債 480 528

賞与引当金 154,397 577,322

役員賞与引当金 11,250 15,000

その他 842,292 1,064,970

流動負債合計 15,203,171 14,301,149

固定負債

長期借入金 3,829,399 4,555,783

繰延税金負債 820,920 849,754

退職給付引当金 1,450,256 1,450,143

役員退職慰労引当金 － 221,371

長期未払金 1,189,889 1,056,816

その他 155,160 188,196

固定負債合計 7,445,626 8,322,066

負債合計 22,648,798 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 12,414,314 12,422,728

利益剰余金 2,752,973 3,116,661

自己株式 △1,378,607 △1,239,283

株主資本合計 33,133,564 33,644,991

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 61,787 220,750

為替換算調整勘定 59,428 698,140

評価・換算差額等合計 121,216 918,890

少数株主持分 2,980,384 3,520,853

純資産合計 36,235,165 38,084,735

負債純資産合計 58,883,963 60,707,951
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年12月31日)

売上高 29,693,582

売上原価 22,604,704

売上総利益 7,088,878

販売費及び一般管理費 ※
 5,305,779

営業利益 1,783,098

営業外収益

受取利息 68,658

受取配当金 30,959

その他 115,336

営業外収益合計 214,954

営業外費用

支払利息 286,068

為替差損 466,412

その他 175,982

営業外費用合計 928,462

経常利益 1,069,591

特別利益

固定資産売却益 23,229

投資有価証券売却益 6,000

その他 1,888

特別利益合計 31,117

特別損失

固定資産売却損 174

固定資産除却損 5,368

投資有価証券評価損 236,837

その他 4,041

特別損失合計 246,422

税金等調整前四半期純利益 854,286

法人税、住民税及び事業税 410,772

法人税等調整額 74,795

法人税等合計 485,567

少数株主利益 305,730

四半期純利益 62,989

EDINET提出書類

株式会社大真空(E01952)

四半期報告書

15/28



【第３四半期連結会計期間】
（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間
(自　平成20年10月１日
　至　平成20年12月31日)

売上高 10,192,897

売上原価 8,040,544

売上総利益 2,152,353

販売費及び一般管理費 ※
 1,730,406

営業利益 421,946

営業外収益

受取利息 24,285

受取配当金 11,859

その他 18,378

営業外収益合計 54,522

営業外費用

支払利息 103,328

為替差損 927,655

その他 38,950

営業外費用合計 1,069,935

経常損失（△） △593,466

特別利益

固定資産売却益 1,849

投資有価証券売却益 6,000

その他 36

特別利益合計 7,885

特別損失

固定資産売却損 69

固定資産除却損 1,079

投資有価証券評価損 132,258

その他 58

特別損失合計 133,466

税金等調整前四半期純損失（△） △719,047

法人税、住民税及び事業税 146,715

法人税等調整額 28,908

法人税等合計 175,624

少数株主利益 129,654

四半期純損失（△） △1,024,326

EDINET提出書類

株式会社大真空(E01952)

四半期報告書

16/28



（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年12月31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 854,286

減価償却費 2,663,349

のれん償却額 74,265

貸倒引当金の増減額（△は減少） 5,832

賞与引当金の増減額（△は減少） △422,619

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △3,750

退職給付引当金の増減額（△は減少） 14,463

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 △99,618

支払利息 286,068

為替差損益（△は益） △222,301

投資有価証券売却損益（△は益） △6,000

投資有価証券評価損益（△は益） 236,837

有形固定資産売却損益（△は益） △23,055

有形固定資産除却損 5,368

売上債権の増減額（△は増加） △1,061,271

たな卸資産の増減額（△は増加） △250,075

仕入債務の増減額（△は減少） 408,862

その他 558,375

小計 2,797,645

利息及び配当金の受取額 99,148

利息の支払額 △304,429

法人税等の支払額 △695,069

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,897,294

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 △50,666

定期預金の払戻による収入 50,483

有価証券の取得による支出 △302,600

有価証券の売却による収入 353,600

有形固定資産の取得による支出 △3,108,478

有形固定資産の売却による収入 329,767

投資有価証券の取得による支出 △104,734

投資有価証券の売却による収入 6,000

子会社株式の取得による支出 △635,327

貸付けによる支出 △510

貸付金の回収による収入 1,146

その他 △1,430

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,462,749
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（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年12月31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） 1,194,516

長期借入れによる収入 2,690,000

長期借入金の返済による支出 △1,508,093

社債の償還による支出 △1,150,000

配当金の支払額 △427,703

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 11,555

自己株式の取得による支出 △159,293

財務活動によるキャッシュ・フロー 366,021

現金及び現金同等物に係る換算差額 △11,291

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,210,724

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 ※
 6,957,121
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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３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31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３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

１　棚卸資産の評価方法 　当第３四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３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

税金費用の計算 　税金費用については、主に当第３四半期連

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３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31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３四半期連結累計期間の売上総利益は

94,521千円、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104,666千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３四半期連結会計期間末
（平成20年12月31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、43,890,399千円で

あります。　

　

※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　　　　　     　  251,306千円　

　

　

　２　受取手形譲渡高　　　　　　　　 　271,422千円　

　

　

※３　四半期連結会計期間末日満期手形

　　　四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理について

は、当第３四半期連結会計期間の末日が金融機関の休

日でしたが、満期日に決済が行われたものとして処理

しております。当第３四半期連結会計期間末日満期手

形の金額は次のとおりであります。

　　受取手形　　　　　　　　　　     　 3,133千円　

　

※３　　　　　　　　――――――

　

　

　

（四半期連結損益計算書関係）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31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。

給与手当及び福利厚生費 1,627,316千円　

賞与引当金繰入額 27,291千円　

退職給付費用 80,335千円　

研究開発費 1,516,285千円　

当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31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。

給与手当及び福利厚生費 487,798千円　

賞与引当金繰入額 27,291千円　

退職給付費用 28,437千円　

研究開発費 511,266千円　
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31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12月31日現在）

（千円）　

現金及び預金勘定 6,157,690

現金及び現金同等物に該当する有価証

券
1,197,355

預入期間が３か月を超える定期預金 △397,923

現金及び現金同等物 6,957,121

（株主資本等関係）

当第３四半期連結会計期間末（平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　

平成20年12月31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　　　　　　　　　 　3,140千株　

　

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

　　　　　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

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３四半期連結会計期間（自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間

（自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31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３四半期連結会計期間（自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31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 3,245,244 283,562 6,396,602 267,487 10,192,897 － 10,192,897

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
3,303,141 790 2,412,977 △1 5,716,907 (5,716,907) －

計 6,548,386 284,352 8,809,580 267,485 15,909,804 (5,716,907) 10,192,897

営業利益又は営業損失（△） 332,538 9,519 433,572 △31,726 743,903 (321,957) 421,946

当第３四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31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 10,321,836 1,302,323 16,849,137 1,220,285 29,693,582 － 29,693,582

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
13,415,961 4,115 8,686,573 359 22,107,009 (22,107,009) －

計 23,737,798 1,306,439 25,535,710 1,220,644 51,800,592 (22,107,009) 29,693,582

営業利益又は営業損失（△） 1,626,717 16,563 1,230,179 △65,930 2,807,529 (1,024,430) 1,783,098

　（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３四半期連結累計期間の「日本」の営業利益が

104,666千円減少しております。
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【海外売上高】

当第３四半期連結会計期間（自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日）

　 欧州 アジア 北米 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 299,464 6,030,748 311,405 6,641,619

Ⅱ　連結売上高（千円）    10,192,897

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上

高の割合（％）
2.9 59.2 3.1 65.2

当第３四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日）

　 欧州 アジア 北米 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 1,349,125 17,436,718 1,271,210 20,057,054

Ⅱ　連結売上高（千円）    29,693,582

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上

高の割合（％）
4.5 58.7 4.3 67.5

　（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３四半期連結会計期間末
（平成20年12月31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 789.78 円 １株当たり純資産額 809.80 円

２．１株当たり四半期純損益金額等

当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額 1.48 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株当たり四半期純損失金額 24.23 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、１株当たり四半期純損失であり、また、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又は四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額   

四半期純利益又は四半期純損失（△）（千円） 62,989 △1,024,326

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又は四半期純損失

（△）（千円）
62,989 △1,024,326

期中平均株式数（千株） 42,538 42,278

（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額の総額・・・・・・・・・・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、支払いを行いました。
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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21年２月12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３四半期連結会計期間（平成20年10月１日から平成20年12

月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年12月31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12月31日現在の財政状態、同日

をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四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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