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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

前第１四半期
連結累計(会計)期間

第59期
当第１四半期

連結累計(会計)期間
第58期

会計期間
自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日

自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日

自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日

売上高 (千円) 712,321 508,532 2,364,984

経常利益又は経常損失
(△）

(千円) 89,788 △22,626 152,252

四半期(当期)純利益又は
四半期純損失(△）

(千円) 56,235 △17,627 75,050

純資産額 (千円) 2,516,746 2,461,922 2,487,274

総資産額 (千円) 4,041,974 4,081,952 3,885,105

１株当たり純資産額 (円) 313.80 306.96 310.12

１株当たり四半期
(当期)純利益又は四半期
純損失(△）

(円) 7.01 △2.20 9.36

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 (％) 62.3 60.3 64.0

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 60,919 92,329 296,025

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 157,449 △351,988 35,284

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △105,588 109,838 33,883

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 402,514 509,223 644,624

従業員数 (人) 141 118 118

(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　第58期及び第58期第１四半期連結累計(会計)期間の潜在株式調整後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。

４　第59期第１四半期連結累計(会計)期間の潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、純損失

であり、また、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１四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。

　

３ 【関係会社の状況】

当第１四半期連結会計期間より、CONVUM(THAILAND)Co.,Ltd. は重要性が増したため連結の範囲に含めて

おります。

　

当第１四半期連結会計期間における、重要な関係会社の異動は以下のとおりです。

　

名称 住所
資本金又は
出資金
(百万円)

主要な事業
の内容

議決権の所有
又は被所有
割合(％)

関係内容

(連結子会社) 　 　 　 　 　

CONVUM(THAILAND)
CO., LTD.

タイ国
バンコク市

23
(7百万バーツ)

空気圧機器、空
気圧装置及び
部品等の販売

43.0
(5.0)

 

当社の真空発生器、真空吸着
パッド及び圧力センサを販
売しております。
役員の兼任　　２名

(注) 議決権の所有割合欄の（ ）内は、間接所有で内数であります。

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社における状況

平成21年６月30日現在

従業員数(人)
118
(17)

(注) 　従業員数は、就業人員であり、臨時雇用者数は（　）内に当第１四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21年６月30日現在

従業員数(人)
96
(17)

(注) 　従業員数は、就業人員であり、臨時雇用者数は（　）内に当第１四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１四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) 前年同四半期比(％)

真空機器及び関連製品 268,202 89.7

(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１四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)
前年同四半期比

(％)
受注残高(千円)

前年同四半期比
(％)

真空機器及び関連製品 527,390 69.7 67,943 45.3

(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１四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) 前年同四半期比(％)

真空機器及び関連製品 508,532 71.4

(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

前第１四半期連結会計期間 当第１四半期連結会計期間

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

株式会社日伝 175,925 24.7 251,224 49.4

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

２ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結会計期間において、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動等

又は、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。

　

３ 【経営上の重要な契約等】

当第１四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。
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４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 経営成績の分析

  当第１四半期におけるわが国経済は、昨年来の世界同時不況から脱しえず、一部に底打ち感はあるもの

の全般的には厳しい状況下にあり、雇用の悪化、デフレ懸念など景気の先行きに不安材料を抱えた状況で

推移いたしました。

　当業界におきましても、民間設備投資は足踏み状態が継続しており、大きく減退した需要の回復は見ら

れないまま推移いたしました。

　このような環境下で、当社グループは、販売面では顧客密着営業をより推進し、サービス体制の充実によ

る需要の積極的な掘り起しを図り、特に液晶パネル等の搬送用エアー浮上ユニット(CONFLOAT)の拡販を

行ないました。利益面では、操業時間の短縮、工程改善等による原価低減に引き続き取り組むとともに海

外子会社の販売拠点の整理など固定費の圧縮に努めましたが、回転率の低いたな卸資産の処分損51,735

千円を計上したことにより売上原価率が高まり、損失計上となりました。

　この結果、当第１四半期の業績につきましては、連結売上高は508,532千円(前年同期比71.4%)となり、連

結経常損失は22,626千円(前年同期は89,788千円の利益)、四半期純損失は17,627千円(前年同期は56,235

千円の利益)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

当社製品の主要なユーザーが属する産業機械業界の大幅な需要減退の影響により、売上高は、

503,868千円(前年同期比71.9％）となりました。営業利益については、在庫圧縮、原価低減に取り

組みましたが、売上高減少による売上総利益の減少を補えず、17,149千円の損失（前年同期は

87,727千円の利益）となりました。

②　韓国

売上高は、半導体業界の需要減退の影響により21,735千円（前年同期比36.4％）となりました。

営業利益については、913千円の損失（前年同期は7,236千円の利益）となりました。

③　その他

売上高は、中国市場における大幅な需要減退の影響などにより13,207千円（前年同期比

53.2％）となりました。営業利益については、4,571千円の損失（前年同期は5,357千円の利益）と

なりました。

(2) 財政状態の分析

①　資産

当第１四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244,725千円増加し、

1,961,624千円となりました。これは、主として現金及び預金が218,648千円、受取手形及び売掛金が

89,646千円増加したのに対し、たな卸資産が91,611千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47,878千円減少し、2,120,327千円となりました。これは、主とし

て有形固定資産が22,399千円、投資その他の資産が21,044千円減少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196,846千円増加し、4,081,952千円となりました。
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②　負債

流動負債は、前連結会計年度末に比べ101,511千円増加し、532,508千円となりました。これは主とし

て支払手形及び買掛金が44,800千円、未払法人税等が31,669千円増加したことによります。 

　固定負債は前連結会計年度末に比べ120,687千円増加し、1,087,522千円となりました。これは主とし

て長期借入金が117,112千円増加したことによります。 

　この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べ222,198千円増加し、1,620,030千円となりました。

③　純資産

純資産は、前連結会計年度末に比べ25,352千円減少し、2,461,922千円となりました。主として評価・

換算差額等合計が10,070千円増加し、利益剰余金が35,422千円減少したことによります。

　その結果、自己資本比率は60.3％となりました。

(3) キャッシュ・フローの状況

当第１四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、前連結会計年度末

に比べ135,401千円減少し、509,223千円となりました。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　　

減価償却費36,070千円、仕入債務の増加額44,684千円、たな卸資産の減少95,849千円等の増加要因に

対し、売上債権の増加90,084千円等の減少要因により92,329千円の資金収入(前年同期比51.6％増）と

なりました。

②　投資活動によるキャッシュ・フロー　　

定期預金の払戻による収入45,286千円等の増加要因に対し、定期預金の預入による支出395,564千円

等の減少要因により351,988千円の資金支出(前年同期は157,449千円の資金収入）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200,000千円の増加要因に対し、長期借入金の返済による支出83,394千円及び

配当金の支払6,767千円の減少要因により109,838千円の資金収入(前年同期は105,588千円の資金支

出）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１四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１四半期連結会計期間の研究開発費の総額は20,046千円であります。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第１四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１四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１四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１四半期会計期間末
現在発行数(株)
(平成21年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成21年８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

単元株式数1,000株

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１四半期会計期間末現在
(平成21年６月30日)

新株予約権の数(個) 138　(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(数) 138,000

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１四半期会計期間末現在 
(平成21年６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。
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(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21年４月１日～
平成21年６月30日

─ 8,285 ─ 748,125 ─ 944,675

　

　

(5) 【大株主の状況】

当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりません。

　

(6) 【議決権の状況】

当第１四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ず、記載す

ることができませんので、直前の基準日である平成21年３月31日の株主名簿により記載しております。

① 【発行済株式】

平成21年３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　　264,000

― ─

完全議決権株式(その他) 普通株式　8,015,000 8,015 ─

単元未満株式 普通株式　　　6,000 ― ─

発行済株式総数 8,285,000 ― ―

総株主の議決権 ― 8,015 ―

(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。

　

　

② 【自己株式等】

平成21年３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(％)

（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
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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21年
　４月 　５月 　６月

最高(円) 110 107 136

最低(円) 95 94 105

(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、次のとおりでありま

す。

　

　 退任役員

　

役名 職名 氏名 退任年月日

監査役 ─ 佐々木　伸悟 平成21年７月31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。

　前第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年６月30日まで）は、改正前の四半期連結財務

諸表規則に基づき、当第１四半期連結会計期間（平成20年４月１日から平成20年６月30日まで）及び当第

１四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表

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、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第１四半期連結累計期間(平成20年４月１

日から平成20年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、また、当第１四半期連結会計期間（平成20年４

月１日から平成20年６月30日まで）及び当第１四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21年６月

30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任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。

なお、有限責任監査法人トーマツは、監査法人の種類の変更により、平成21年７月１日をもって監査法人

トーマツから名称変更しております。
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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１四半期連結会計期間末
(平成21年６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21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 915,829 697,181

受取手形及び売掛金 640,078 550,431

製品 144,019 192,001

仕掛品 55,499 69,138

原材料 87,092 117,082

繰延税金資産 32,396 4,109

その他 86,785 87,051

貸倒引当金 △76 △96

流動資産合計 1,961,624 1,716,899

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 1,228,370 1,225,761

減価償却累計額 △452,042 △439,292

建物及び構築物（純額） 776,328 786,469

機械装置及び運搬具 530,910 530,489

減価償却累計額 △360,831 △352,075

機械装置及び運搬具（純額） 170,079 178,413

土地 713,742 713,742

その他 338,245 334,557

減価償却累計額 △281,689 △274,076

その他（純額） 56,555 60,480

有形固定資産合計 1,716,705 1,739,105

無形固定資産 82,290 86,725

投資その他の資産

投資有価証券 132,520 135,908

繰延税金資産 35,814 37,886

その他 152,996 168,579

投資その他の資産合計 321,331 342,375

固定資産合計 2,120,327 2,168,206

資産合計 4,081,952 3,885,105
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６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21年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 104,454 59,653

1年内返済予定の長期借入金 312,304 312,810

未払法人税等 32,418 749

賞与引当金 6,831 －

その他 76,499 57,783

流動負債合計 532,508 430,996

固定負債

長期借入金 943,940 826,828

退職給付引当金 112,090 109,022

その他 31,491 30,984

固定負債合計 1,087,522 966,834

負債合計 1,620,030 1,397,831

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 809,183 844,606

自己株式 △43,957 △43,957

株主資本合計 2,459,117 2,494,540

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 28,909 24,504

為替換算調整勘定 △26,104 △31,771

評価・換算差額等合計 2,804 △7,266

少数株主持分 － －

純資産合計 2,461,922 2,487,274

負債純資産合計 4,081,952 3,885,105
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年６月30日)

売上高 712,321 508,532

売上原価 314,475 ※１
 327,460

売上総利益 397,846 181,072

販売費及び一般管理費 ※２
 303,338

※２
 204,832

営業利益又は営業損失（△） 94,507 △23,760

営業外収益

受取利息 38 688

受取配当金 1,803 1,691

受取地代家賃 429 946

助成金収入 － 936

保険解約返戻金 － 3,200

その他 704 372

営業外収益合計 2,975 7,835

営業外費用

支払利息 3,764 4,240

売上割引 73 －

為替差損 3,616 2,186

その他 241 275

営業外費用合計 7,695 6,701

経常利益又は経常損失（△） 89,788 △22,626

特別利益

投資有価証券売却益 － 4,894

事務所移転費用戻入益 － 801

特別利益合計 － 5,695

特別損失

固定資産除却損 60 13

特別損失合計 60 13

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

89,728 △16,944

法人税、住民税及び事業税 49,178 31,432

法人税等調整額 △15,685 △28,675

法人税等合計 33,493 2,756

少数株主損失（△） － △2,073

四半期純利益又は四半期純損失（△） 56,235 △17,627
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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）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年６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又は税金等調整前四
半期純損失（△）

89,728 △16,944

減価償却費 45,587 36,070

投資有価証券売却損益（△は益） － △4,894

固定資産除却損 60 13

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1 △15

賞与引当金の増減額（△は減少） 30,114 6,831

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,263 3,125

受取利息及び受取配当金 △1,841 △2,379

支払利息 3,764 4,240

売上債権の増減額（△は増加） 43,546 △90,084

仕入債務の増減額（△は減少） 48,827 44,684

たな卸資産の増減額（△は増加） △66,097 95,849

未払金の増減額（△は減少） △3,923 △7,276

その他 3,656 27,092

小計 198,684 96,311

利息及び配当金の受取額 1,841 2,379

利息の支払額 △3,506 △4,106

法人税等の還付額 704 399

法人税等の支払額 △136,805 △2,655

営業活動によるキャッシュ・フロー 60,919 92,329

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 △11,953 △395,564

定期預金の払戻による収入 － 45,286

有価証券の償還による収入 202,598 －

投資有価証券の取得による支出 △1,200 △2,397

投資有価証券の売却による収入 － 7,103

有形固定資産の取得による支出 △16,206 △1,741

無形固定資産の取得による支出 △5,887 △4,674

子会社株式の取得による支出 △9,902 －

投資活動によるキャッシュ・フロー 157,449 △351,988

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 － 200,000

長期借入金の返済による支出 △76,635 △83,394

自己株式の取得による支出 △194 －

配当金の支払額 △28,759 △6,767

財務活動によるキャッシュ・フロー △105,588 109,838

現金及び現金同等物に係る換算差額 △10,383 △2,131

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 102,396 △151,952

現金及び現金同等物の期首残高 300,118 644,624

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 16,550

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 402,514

※
 509,223
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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１四半期連結会計期間

(自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日)

１　連結の範囲に関する事項の変更 (1) 連結の範囲の変更

当第１四半期連結会計期間より、CONVUM(THAILAND) Co., Ltd. は

重要性が増したため連結の範囲に含めております。

　 (2) 変更後の連結子会社の数

３社

　

　

【簡便な会計処理】

　

　
当第１四半期連結会計期間

(自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日)

１　棚卸資産の評価方法 当第１四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。

また、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。
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【四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理】

　

当第１四半期連結会計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日)

該当事項はありません。

　

【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　
当第１四半期連結会計期間末 

(平成21年６月30日)
前連結会計年度末
(平成21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 55,615千円

　１　手形割引高及び裏書譲渡高

受取手形裏書譲渡高 31,138千円

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１四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１四半期連結累計期間

前第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日)

※１　―――――――
 

※１　売上原価には、棚卸資産に係る収益性の低下による簿

価切下額51,335千円が含まれております。

※２　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 30,333千円

給与手当 92,055 〃

賞与引当金繰入額 18,016 〃

退職給付費用 3,168 〃

減価償却費 14,876 〃

研究開発費 23,247 〃

　 　

※２　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 25,816千円

給与手当 62,379 〃

賞与引当金繰入額 3,822 〃

退職給付費用 2,446 〃

減価償却費 14,194 〃

研究開発費 20,046 〃

　 　

 

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
前第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年６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６月30日現在）

現金及び預金 444,009千円

預入期間が３か月超の定期預金 △41,494 〃

現金及び現金同等物 402,514千円
 

※　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21年６月30日現在）

現金及び預金 915,829千円

預入期間が３か月超の定期預金 △406,606 〃

現金及び現金同等物 509,223千円
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(株主資本等関係)

当第１四半期連結会計期間末(平成21年６月30日)及び当第１四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　

至　平成21年６月30日)
　
１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第１四半期
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１四半期
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21年６月19日
定時株主総会

普通株式 8,020 1.0平成21年３月31日平成21年６月22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

　　　該当事項はありません。

　

４　株主資本の著しい変動に関する事項

　　株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。

　

(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。

　

(有価証券関係)

有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日に比べて著しい変動

はありません。

　

(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】

前第１四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６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。

　

当第１四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年６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】

前第１四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

　

　
日本
(千円)

韓国　
(千円)

その他
(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

629,52358,900 23,898712,321 ― 712,321

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

71,638 848 934 73,421(73,421) ―

計 701,16159,749 24,833785,743(73,421)712,321

営業利益 87,727 7,236 5,357 100,320(5,813)94,507

(注)　国又は地域は、国ごとに区分しております。

　

　

当第１四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日)

　

　
日本
(千円)

韓国　
(千円)

その他
(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

477,52219,325 11,684508,532 ― 508,532

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

26,345 2,409 1,523 30,278(30,278) ―

計 503,86821,735 13,207538,811(30,278)508,532

営業利益又は営業損失(△） △17,149 △913 △4,571△22,634(1,126)△23,760

(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】

前第１四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

　

　 アジア 北米 その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高(千円) 139,428 20,193 15,211 174,833

Ⅱ　連結売上高(千円) ― ― ― 712,321

Ⅲ　連結売上高に占める
　　海外売上高の割合(％)

19.6 2.8 2.1 24.5

(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１四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日)

　

　 アジア 北米 その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高(千円) 58,417 13,130 7,469 79,017

Ⅱ　連結売上高(千円) ― ― ― 508,532

Ⅲ　連結売上高に占める
　　海外売上高の割合(％)

11.5 2.6 1.4 15.5

(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、タイ

　　 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。
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(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日)

前連結会計年度末
(平成21年３月31日)

　 　

　 306.96円
　

　 　

　 310.12円
　

　
(注)　１株当たり純資産額の算定上の基礎

項目
当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日)

前連結会計年度末
(平成21年３月31日)

純資産の部の合計額(千円) 2,461,922 2,487,274

普通株式に係る純資産額(千円) 2,461,922 2,487,274

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) 264 264

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 8,020

　
　

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

前第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日)

１株当たり四半期純利益 7.01円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 ─
　

１株当たり四半期純利益 △2.20円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 ―
　

(注) １　前第１四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半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。

２　当第１四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、純損失であり、また、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。

３　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の算定上の基礎

項目
前第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(千円) 56,235 △17,627

普通株式に係る四半期純利益(千円) 56,235 △17,627

普通株式の期中平均株式数(千株) 8,020 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】

該当事項はありません。
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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８月11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１四半期連結累計期間(平成20

年４月１日から平成20年６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６月

30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・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。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成21年８月10日

株式会社妙徳

取締役会　御中

　

有限責任監査法人トーマツ

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　大　　髙　　俊　　幸　　印

　

指定有限責任社員
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21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間(平成21

年４月１日から平成21年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21年６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21年６月

30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・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。
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