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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47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47期
第３四半期連結
会計期間

第46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21年
４月１日
至平成21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21年
10月１日
至平成21年
12月31日

自平成20年
４月１日
至平成21年
３月31日

売上高（千円） 29,693,58222,954,78810,192,8978,928,90436,478,777

経常利益又は経常損失（△）

（千円）
1,069,59120,820△593,466 611,642△658,532

四半期純利益又は四半期（当期）

純損失（△）（千円）
62,989△205,689△1,024,326484,144△2,074,120

純資産額（千円） － － 36,235,16531,769,43431,820,727

総資産額（千円） － － 58,883,96356,675,45456,138,903

１株当たり純資産額（円） － － 789.78 701.34 698.06

１株当たり四半期純利益金額又は

１株当たり四半期（当期）純損失

金額（△）（円）

1.48 △4.95 △24.23 11.67 △48.92

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 51.3 52.1

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
1,897,2941,485,023 － － 3,967,114

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△3,462,749△1,176,645 － － △4,174,973

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
366,021 969,573 － － 4,515,147

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
－ － 6,957,12113,194,70412,062,570

従業員数（人） － － 5,925 5,651 5,760

　（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、第46期第３四半期連結累計期間及び第47期第３

四半期連結会計期間は、潜在株式が存在しないため、第46期第３四半期連結会計期間、第47期第３四半期連結

累計期間及び第46期は、１株当たり四半期（当期）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。
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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21年12月31日現在

従業員数（人） 5,651(619)

　（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21年12月31日現在

従業員数（人） 792     

　（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21年10月１日
至　平成21年12月31日）

前年同四半期比（％）

水晶製品事業（千円） 9,042,511 △21.2

合計（千円） 9,042,511 △21.2

　（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）

前年同四半期比
（％）

受注残高
（千円）

前年同四半期比
（％）

水晶製品事業 8,475,704 12.5 3,322,753 2.2

その他 － － 1,310 △62.8

合計 8,475,704 12.5 3,324,064 2.1

　（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21年10月１日
至　平成21年12月31日）

前年同四半期比（％）

水晶製品事業（千円） 8,928,094 △12.4

その他（千円） 810 14.8

合計（千円） 8,928,904 △12.4

　（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【事業等のリスク】

　当第３四半期連結会計期間における、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投

資者の判断に重要な影響を及ばす可能性のある事項の発生また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」についての重要な変更はありません。

　なお、重要事象等は存在しておりません。

  

３【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。

 

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】

　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３四半期連結会計期間の経済環境は、米国や欧州では緩やかに回復し、中国経済においては力強い回復が見られ

ました。しかしながら、国内経済はアジアを中心とした海外需要の回復に伴い生産は増加しているものの、本格的な回

復には至りませんでした。

　このような環境の中、前年同四半期と比較すると、カーエレクトロニクス分野は増加したものの、AV機器、PC、ア

ミューズメント分野などで前年を下回り、当第3四半期連結会計期間の売上高は8,928百万円（前年同四半期比12.4％

減）となりました。一方、利益面につきましては、小型・新製品の投入による製品ミックスの改善やコスト改善を継続

して推進した結果、営業利益は536百万円（前年同四半期比27.2％増）、経常利益611百万円（前年同四半期は経常損

失593百万円）、四半期純利益484百万円（前年同四半期は四半期純損失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、携帯電話を中心とする通信機向けの出荷が減少し、売上高は3,167百万円（前年同四半期

比2.4％減）と前年同四半期に比べ78百万円の減収となりましたが、コスト削減等を図り、営業利益は677百万円（前

年同四半期比103.6％増）と増益になりました。

 

② 欧州

　欧州におきましては、カーエレクトロニクス向けの販売が増加し、売上高は361百万円（前年同四半期比27.5％増）

と前年同四半期に比べ77百万円の増収となりましたが、営業損失は7百万円（前年同四半期は営業利益9百万円）と減

益になりました。

 

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携帯電話向けの販売は増加しましたが、ＡＶ機器、ＰＣ、ア

ミューズメント分野の販売が伸び悩み、売上高は5,125百万円（前年同四半期比19.9％減）、営業利益は320百万円

（前年同四半期比26.2％減）と前年同四半期に比べ減収減益となりました。　

 

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が低迷し、売上高は274百万円（前年同四半期比

2.7％増）、営業損失20百万円（前年同四半期は営業損失31百万円）となりました。
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(2）キャッシュ・フローの状況

　当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は（以下「資金」という。）は、前第３四半期連結会計期

間末に比べ980百万円減少し、13,194百万円となりました。

 

　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256百万円（前年同四半期は725百万円の獲得）となり

ました。これは主に売上債権の増加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731百万円（前年同四半期は1,396百万円使用）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使用した資金は121百万円（前年同四半期は262百万円獲得）となりま

した。これは主に短期借入金の増加、長期借入れによる収入などにより資金が増加したものの、長期借入金の返済など

によるものであります。

 

 

(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

事業を進めてまいりました。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まいります。

  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者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための　

　取組み

　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、当社株式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日又は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
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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、これらの取組みは、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、平成20年６月27日開催の第45回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、393百万円であります。

　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　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　(2)　キャッシュ・フローの状

況」に記載のとおりであります。
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(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、除却等

について、重要な変更はありません。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。
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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21年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成22年２月10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21年10月１日～

平成21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、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21年11月２日付

の変更報告書の写しの送付があり、平成21年10月30日現在で1,869千株を保有している旨の報告を受けておりま

すが、株主名簿の記載内容が確認できないため、当社として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変更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　1,869,000株
株券等保有割合　　　　　　　　　　　　4.13％
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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21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21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   3,756,000
－ －

完全議決権株式（その他） 普通株式　40,760,000 　 40,760 －

単元未満株式 普通株式     730,212 －
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 － 40,760 －

　 

②【自己株式等】

 平成21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
3,756,000 － 3,756,000 8.30

計 － 3,756,000 － 3,756,000 8.30

　（注）当第３四半期会計期間末日現在の保有自己株式数は3,758千株です。
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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 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

最高（円） 238 250 382 418 423 409 361 320 346

最低（円） 160 223 250 307 320 353 304 203 219

　（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。　

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、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。

　なお、前第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）及び前第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）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第３四半期連結

会計期間（平成21年10月１日から平成21年12月31日まで）及び当第３四半期連結累計期間（平成21年４月１日から

平成21年12月31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。

　また、当第３四半期連結会計期間（平成21年10月１日から平成21年12月31日まで）及び当第３四半期連結累計期間

（平成21年４月１日から平成21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21年３月24日内閣府令第５号）附則第７条第１項第４号ただし書きにより、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）及び前第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

期連結財務諸表並びに当第３四半期連結会計期間（平成21年10月１日から平成21年12月31日まで）及び当第３四半

期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21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21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21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 10,007,088 7,576,312

受取手形及び売掛金 ※3
 9,693,506 8,177,651

有価証券 3,363,693 4,750,073

商品及び製品 2,501,693 3,142,541

仕掛品 2,454,384 2,331,718

原材料及び貯蔵品 1,464,282 1,753,597

繰延税金資産 38,442 29,759

その他 1,023,206 1,186,921

貸倒引当金 △75,159 △53,393

流動資産合計 30,471,139 28,895,182

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※1
 5,472,111

※1
 5,695,524

機械装置及び運搬具（純額） ※1
 11,520,218

※1
 11,279,747

工具、器具及び備品（純額） ※1
 1,215,166

※1
 1,362,711

土地 5,652,056 5,559,423

建設仮勘定 125,194 936,622

有形固定資産合計 23,984,747 24,834,030

無形固定資産

のれん 219,364 297,010

その他 180,153 193,561

無形固定資産合計 399,517 490,572

投資その他の資産

投資有価証券 1,214,748 1,154,675

長期貸付金 641 1,059

繰延税金資産 11,447 10,147

その他 784,445 944,104

貸倒引当金 △191,233 △190,869

投資その他の資産合計 1,820,050 1,919,117

固定資産合計 26,204,315 27,243,720

資産合計 56,675,454 56,138,903
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,053,642 2,337,374

短期借入金 3,858,715 3,446,065

1年内返済予定の長期借入金 3,049,619 4,210,602

未払金 1,094,682 945,871

未払法人税等 78,763 117,269

繰延税金負債 591 206

賞与引当金 139,734 528,465

その他 717,711 643,421

流動負債合計 10,993,461 12,229,276

固定負債

長期借入金 10,470,493 8,483,831

繰延税金負債 598,120 567,204

退職給付引当金 1,472,049 1,415,123

長期未払金 1,262,384 1,454,311

その他 109,511 168,428

固定負債合計 13,912,559 12,088,899

負債合計 24,906,020 24,318,175

純資産の部

株主資本

資本金 19,344,883 19,344,883

資本剰余金 12,413,615 12,413,680

利益剰余金 284,425 615,863

自己株式 △1,507,893 △1,405,360

株主資本合計 30,535,031 30,969,066

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 64,509 △54,003

為替換算調整勘定 △1,502,736 △1,654,842

評価・換算差額等合計 △1,438,226 △1,708,845

少数株主持分 2,672,629 2,560,506

純資産合計 31,769,434 31,820,727

負債純資産合計 56,675,454 56,138,903
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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）

前第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３四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年12月31日)

売上高 29,693,582 22,954,788

売上原価 22,604,704 18,054,655

売上総利益 7,088,878 4,900,133

販売費及び一般管理費 ※
 5,305,779

※
 4,186,575

営業利益 1,783,098 713,557

営業外収益

受取利息 68,658 30,354

受取配当金 30,959 24,836

その他 115,336 126,929

営業外収益合計 214,954 182,120

営業外費用

支払利息 286,068 303,087

為替差損 466,412 401,110

その他 175,982 170,659

営業外費用合計 928,462 874,857

経常利益 1,069,591 20,820

特別利益

固定資産売却益 23,229 5,425

投資有価証券売却益 6,000 102,816

その他 1,888 11,334

特別利益合計 31,117 119,575

特別損失

固定資産売却損 174 114

固定資産除却損 5,368 2,784

投資有価証券評価損 236,837 26,276

持分変動損失 － 10,139

その他 4,041 3,012

特別損失合計 246,422 42,328

税金等調整前四半期純利益 854,286 98,068

法人税、住民税及び事業税 410,772 220,841

法人税等調整額 74,795 △20,409

法人税等合計 485,567 200,432

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △102,364

少数株主利益 305,730 103,325

四半期純利益又は四半期純損失（△） 62,989 △205,689
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【第３四半期連結会計期間】
（単位：千円）

前第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)

当第３四半期連結会計期間
(自　平成21年10月１日
　至　平成21年12月31日)

売上高 10,192,897 8,928,904

売上原価 8,040,544 6,932,456

売上総利益 2,152,353 1,996,448

販売費及び一般管理費 ※
 1,730,406

※
 1,459,742

営業利益 421,946 536,705

営業外収益

受取利息 24,285 13,271

受取配当金 11,859 9,729

為替差益 － 145,808

その他 18,378 28,891

営業外収益合計 54,522 197,701

営業外費用

支払利息 103,328 106,230

為替差損 927,655 －

その他 38,950 16,534

営業外費用合計 1,069,935 122,764

経常利益又は経常損失（△） △593,466 611,642

特別利益

固定資産売却益 1,849 4,473

投資有価証券売却益 6,000 46,050

その他 36 △41

特別利益合計 7,885 50,483

特別損失

固定資産売却損 69 12

固定資産除却損 1,079 104

減損損失 － 2,780

投資有価証券評価損 132,258 7,574

持分変動損失 － 1,675

その他 58 △2

特別損失合計 133,466 12,144

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（△）

△719,047 649,980

法人税、住民税及び事業税 146,715 86,753

法人税等調整額 28,908 13,624

法人税等合計 175,624 100,378

少数株主損益調整前四半期純利益 － 549,602

少数株主利益 129,654 65,458

四半期純利益又は四半期純損失（△） △1,024,326 484,144
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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３四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21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 98,068

減価償却費 2,663,349 2,386,759

のれん償却額 74,265 76,266

貸倒引当金の増減額（△は減少） 5,832 21,842

賞与引当金の増減額（△は減少） △422,619 △388,996

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 58,959

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 △55,191

支払利息 286,068 303,087

為替差損益（△は益） △222,301 231,299

投資有価証券売却損益（△は益） △6,000 △102,816

投資有価証券評価損益（△は益） 236,837 26,276

有形固定資産売却損益（△は益） △23,055 △5,310

有形固定資産除却損 5,368 2,784

売上債権の増減額（△は増加） △1,061,271 △1,559,026

たな卸資産の増減額（△は増加） △250,075 778,859

仕入債務の増減額（△は減少） 408,862 △248,998

その他 558,375 377,414

小計 2,797,645 2,001,276

利息及び配当金の受取額 99,148 55,191

利息の支払額 △304,429 △304,485

法人税等の還付額 － 33,604

法人税等の支払額 △695,069 △300,564

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,897,294 1,485,023

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 △20,682

定期預金の払戻による収入 50,483 96,084

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 △1,752,368

有形固定資産の売却による収入 329,767 198,257

投資有価証券の取得による支出 △104,734 △54,284

投資有価証券の売却による収入 6,000 229,504

子会社株式の取得による支出 △635,327 －

貸付けによる支出 △510 △5,824

貸付金の回収による収入 1,146 4,441

その他 △1,430 128,226

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,462,749 △1,176,645
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（単位：千円）

前第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３四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21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） 1,194,516 405,039

長期借入れによる収入 2,690,000 4,390,713

長期借入金の返済による支出 △1,508,093 △3,539,745

社債の償還による支出 △1,150,000 －

配当金の支払額 △427,703 △127,385

少数株主からの払込みによる収入 2,190 23,539

少数株主への配当金の支払額 △287,150 △79,992

自己株式の処分による収入 11,555 226

自己株式の取得による支出 △159,293 △102,823

財務活動によるキャッシュ・フロー 366,021 969,573

現金及び現金同等物に係る換算差額 △11,291 △145,817

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,210,724 1,132,133

現金及び現金同等物の期首残高 8,167,846 12,062,570

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 6,957,121

※
 13,194,704
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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】

　　　該当事項はありません。

　

【表示方法の変更】

当第３四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

（四半期連結損益計算書）

　「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づき財務諸表等規則等の一部を

改正する内閣府令（平成21年３月24日 内閣府令第５号）が平成21年４月１日以後開始する連結会計年度の期首から

適用できることになったことに伴い、当第３四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純損失」の科目で

表示しております。

　また、前第３四半期連結累計期間において、特別損失の「その他」に含めて表示しておりました「持分変動損失」は、

特別損失総額の100分の20を超えたため、当第３四半期連結累計期間では区分掲記することとしました。なお、前第３四

半期連結累計期間の特別損失の「その他」に含まれる「持分変動損失」は259千円であります

　

当第３四半期連結会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

（四半期連結損益計算書）

　「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づき財務諸表等規則等の一部を

改正する内閣府令（平成21年３月24日 内閣府令第５号）が平成21年４月１日以後開始する連結会計年度の期首から

適用できることになったことに伴い、当第３四半期連結会計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で

表示しております。

　

　

【簡便な会計処理】

 
当第３四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21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21年４月１日
至　平成21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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【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21年12月31日）

前連結会計年度末
（平成21年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、43,098,673千円で

あります。　

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、41,249,998千円で

あります。　

２　受取手形譲渡高 181,876千円 ２　受取手形譲渡高 109,588千円

※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。

　３　　　　　　　　――――――

受取手形 211千円 　

（四半期連結損益計算書関係）

前第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３四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21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　

※　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 151,550千円　

給与手当及び福利厚生費 1,309,506千円　

賞与引当金繰入額 24,807千円　

退職給付費用 56,161千円　

研究開発費 1,184,166千円　

減価償却費 52,122千円　

前第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）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21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　

※　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 49,998千円　

給与手当及び福利厚生費 475,387千円　

賞与引当金繰入額 24,807千円　

退職給付費用 21,844千円　

研究開発費 393,590千円　

減価償却費 16,200千円　
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第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３四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21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

　

※　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12月31日現在）

（千円）　

現金及び預金勘定 10,007,088

現金及び現金同等物に該当する有価証

券
3,363,693

預入期間が３か月を超える定期預金 △176,078

現金及び現金同等物 13,194,704

　

（株主資本等関係）

当第３四半期連結会計期間末（平成21年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　

平成21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　　　　　　　　　 　3,758千株　

 

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21年６月26日

定時株主総会
普通株式 125,748 3 平成21年３月31日平成21年６月29日利益剰余金

　

　　　　　(2)基準日が当第３四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３四半期連結会計期間末後と

なるもの　

　　　　　　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３四半期連結会計期間

（自　平成21年10月１日　至　平成21年12月31日）並びに前第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）及び当第３四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21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。　
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【所在地別セグメント情報】

前第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 3,245,244283,5626,396,602267,48710,192,897 － 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 6,548,386284,3528,809,580267,48515,909,804(5,716,907)10,192,897

営業利益又は営業損失（△） 332,538 9,519 433,572△31,726743,903(321,957)421,946

当第３四半期連結会計期間（自　平成21年10月１日　至　平成21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 3,167,119361,4345,125,735274,6158,928,904 － 8,928,904

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
3,802,289 238 2,441,832△11 6,244,349(6,244,349)－

計 6,969,409361,6737,567,567274,60415,173,254(6,244,349)8,928,904

営業利益又は営業損失（△） 677,063△7,427 320,097△20,163969,570(432,865)536,705

前第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 10,321,8361,302,32316,849,1371,220,28529,693,582 － 29,693,582

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
13,415,9614,1158,686,573 35922,107,009(22,107,009)－

計 23,737,7981,306,43925,535,7101,220,64451,800,592(22,107,009)29,693,582

営業利益又は営業損失（△） 1,626,71716,5631,230,179△65,9302,807,529(1,024,430)1,783,098

当第３四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21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 9,177,827950,30312,034,987791,67022,954,788 － 22,954,788

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
10,871,777 674 6,831,729 71317,704,894(17,704,894)－

計 20,049,604950,97718,866,716792,38440,659,683(17,704,894)22,954,788

営業利益又は営業損失（△） 2,176,810△39,634△60,620△70,1502,006,405(1,292,847)713,557

　（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

　（前第３四半期連結累計期間）　

　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】

前第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３四半期連結会計期間（自　平成21年10月１日　至　平成21年12月31日）

 欧州 アジア 北米 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 362,276 5,569,434 292,693 6,224,405

Ⅱ　連結売上高（千円）             8,928,904

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上

高の割合（％）
4.0 62.4 3.3 69.7

前第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） 1,349,12517,436,7181,271,21020,057,054

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

当第３四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年12月31日）

 欧州 アジア 北米 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 952,637 15,106,099 822,120 16,880,857

Ⅱ　連結売上高（千円）             22,954,788

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上

高の割合（％）
4.1 65.8 3.6 73.5

　（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21年12月31日）

前連結会計年度末
（平成21年３月31日）

１株当たり純資産額 701.34円 １株当たり純資産額 698.06円

２．１株当たり四半期純損益金額等

前第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３四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21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 4.95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。

 
前第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３四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

四半期純利益又は四半期純損失（△）（千円） 62,989 △205,689

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 △205,689

期中平均株式数（千株） 42,538 41,548

前第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）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

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。

１株当たり四半期純利益金額 11.67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。

 
前第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）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

四半期純利益又は四半期純損失（△）（千円） △1,024,326 484,144

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）
△1,024,326 484,144

期中平均株式数（千株） 42,278 41,488

（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】

　該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

株式会社大真空(E01952)

四半期報告書

27/30



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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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成22年２月９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 植田　益司　　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３四半期連結会計期間（平成21年10月1日から平成21年12

月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成21年４月1日から平成21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21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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