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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等

　

回次
第58期
第３四半期
連結累計期間

第59期
第３四半期
連結累計期間

第58期
第３四半期
連結会計期間

第59期
第３四半期
連結会計期間

第58期

会計期間

自  平成20年
    ４月１日
至  平成20年
    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) 2,023,9401,577,658540,671 607,2452,364,984

経常利益 (千円) 224,063 169,875 19,740 121,026 152,252

四半期(当期)純利益 (千円) 119,994 88,345 4,461 68,098 75,050

純資産額 (千円) ― ― 2,544,3742,553,8492,487,274

総資産額 (千円) ― ― 3,965,9774,106,8343,885,105

１株当たり純資産額 (円) ― ― 317.24 318.42 310.12

１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) 14.96 11.02 0.56 8.49 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 (％) ― ― 64.2 62.2 64.0

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 91,574 350,092 ― ― 296,025

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 52,143△371,715 ― ― 35,284

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △69,595 △47,862 ― ― 33,883

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) ― ― 363,449 593,902 644,624

従業員数 (人) ― ― 129 117 118

(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　潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在していな

いため記載しておりません。
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２ 【事業の内容】

当第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）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) 連結会社における状況

平成21年12月31日現在

従業員数(人)
 

117(14)

(注) 　従業員数は、就業人員であり、臨時雇用者数は（　）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)
 

95(14)

(注) 　従業員数は、就業人員であり、臨時雇用者数は（　）内に当第３四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３四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 252,369 121.4

(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３四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 577,809 114.6 165,201 338.0

(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３四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 607,245 112.3

(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３四半期連結会計期間 当第３四半期連結会計期間

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

株式会社日伝 149,801 27.7 228,904 37.7

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３四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３四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３四半期連結会計期間におけるわが国経済は、国内景気対策、海外各国の景気刺激策により、輸出

など一部に景況感の改善が見られるものの雇用情勢の悪化やデフレ状況下、景気下振れの不安が払拭さ

れないまま推移し、企業の設備投資も低調でありました。

　このような環境下、当社グループは、販売面では引き続き顧客密着営業を推進し、需要の積極的な掘り起

こしと、拡販を行い、利益面では、生産体制の効率化と原材料の海外調達によるコストダウンなど原価低

減に引き続き取り組みました。

　この結果、当第３四半期連結会計期間の業績につきましては、連結売上高は607,245千円(前年同期比

112.3%)となり、連結経常利益は121,026千円(前年同期比613.1%)、連結四半期純利益は68,098千円(前年

同期比1,526.4%)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

全般的には緩やかながら受注の改善が見られる中、特に液晶パネル搬送用浮上ユニットの拡販

に努めた結果、売上高は、587,640千円(前年同期比121.0％）となりました。営業利益については、

原価低減と経費の圧縮に取り組み111,215千円(前年同期比2,263.6％）となりました。

②　韓国

半導体業界など主要顧客からの受注改善により、現地通貨ベースでは前年同期比増収となりま

したが、本邦通貨換算ベースでは、売上高は49,129千円（前年同期比92.9％）となりました。営業

利益については、3,282千円（前年同期比71.8％）となりました。

③　その他

売上高は、アジア市場における需要減退の影響などにより31,758千円（前年同期比89.4％）と

なりました。営業利益については、新たに連結の範囲に含めた子会社の経費増もあり3,930千円

（前年同期比31.4％）となりました。

(2) 財政状態の分析

①　資産

当第３四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342,627千円増加し、

2,059,527千円となりました。これは、主として現金及び預金が298,648千円、受取手形及び売掛金が

188,889千円増加したのに対し、たな卸資産が131,088千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120,898千円減少し、2,047,307千円となりました。これは、主と

して有形固定資産が68,030千円、投資その他の資産が33,328千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221,729千円増加し、4,106,834千円となりました。
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②　負債

流動負債は、前連結会計年度末に比べ222,829千円増加し、653,826千円となりました。これは主とし

て未払法人税等が115,316千円、１年内返済予定の長期借入金が34,088千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67,675千円減少し、899,158千円となりました。これは主として長

期借入金が72,890千円減少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155,153千円増加し、1,552,985千円となりました。

③　純資産

純資産は、前連結会計年度末に比べ66,575千円増加し、2,553,849千円となりました。主として利益剰

余金が70,549千円増加したことによります。

　その結果、自己資本比率は62.2％となりました。

(3) 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（以下、資金という）は、前四半期連結会計

期間末に比べ7,202千円増加し、593,902千円となりました。各キャッシュ・フローの状況は、以下のとお

りであります。

①　営業活動によるキャッシュ・フロー　　

税金等調整前四半期純利益120,673千円に加え、減価償却費36,489千円、仕入債務の増加21,064千円

等の増加要因に対し、売上債権の増加85,594千円、法人税等の支払い13,224千円等の減少要因により

93,172千円の資金収入(前年同期比1,146.2％）となりました。

②　投資活動によるキャッシュ・フロー　　

有形固定資産の取得による支出14,124千円等の減少要因により19,263千円の資金支出(前年同期比

37.6％）となりました。

③　財務活動によるキャッシュ・フロー 　　　　

長期借入金の返済による支出67,186千円等の減少要因により67,612千円の資金支出(前年同期は

20,400千円の資金収入）となりました。

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四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３四半期連結会計期間の研究開発費の総額は19,378千円であります。
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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、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３四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12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３四半期会計期間末現在
(平成21年12月31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(株) 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３四半期会計期間末現在
(平成21年12月31日)

新株予約権の消却事由及び消却の条件 ①　当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会
社となる株式交換契約書、または当社が分割会社と
なる会社分割についての分割計画書・分割契約書に
ついて株主総会の承認（株主総会の承認を要しない
会社分割の場合は取締役会決議）がなされたとき、
並びに株式移転の議案につき株主総会の決議がなさ
れたときは、新株予約権を無償にて消却することが
できる。

　 ②　新株予約権者が、「新株予約権の行使の条件」①及
び②に定める規定に基づく新株予約権の行使の条件
を満たさず、新株予約権を行使できなくなった場合、
当社はその新株予約権を無償で消却することができ
る。

　 ③　その他の消却事由及び消却条件については、新株予
約権発行にかかる株主総会及び取締役会決議に基づ
き、別途当社と新株予約権者との間で締結する「新
株予約権割当契約」に定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項 　新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する
ものとする。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

―

　
　　 (注)1 新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株であります。

　 　
2 本新株予約権発行後、次の各事由が生じたときは、下記の各算式により調整された行使価額に各新株予

約権１個当たりの株式の数を乗じた額とする。なお、調整後の行使価額は、１円未満の端数を切り上げ

る。

　

①　当社が株式分割または株式併合を行う場合

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１ 　

分割・併合の比率 　
②　当社が時価を下回る価額で新株を発行（新株予約権（新株予約権付社債も含む）の行使による場合及び当

社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く）する場合、または、当社が時価を下回る価額で自己

株式を処分する場合（以下の算式において、新規発行には処分も含むものとし、その場合の１株当たり払込金

額は１株当たり処分価額と読み替えるものとする）

 
調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×

既発行株式数＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額

新規発行前の株価

既発行株式数＋新規発行株式数

なお、算式中の既発行株式数には当社が保有する自己株式の数を含まない。

(3) 【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成21年10月１日～
平成21年12月31日

─ 8,285 ─ 748,125 ─ 944,675

　

EDINET提出書類

株式会社妙徳(E01728)

四半期報告書

 9/28



(5) 【大株主の状況】

大量保有報告書の写しの送付がなく、当第３四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把握できず、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９月30日現在で記載しております。

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　　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９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式）
株式会社妙徳

東京都大田区下丸子二丁目
６番18号

264,000 ─ 264,000 3.19

計 ― 264,000 ─ 264,000 3.19

　

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成21年
４月

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

最高(円) 110 107 136 135 145 135 173 138 132

最低(円) 95 94 105 120 128 132 123 123 119

(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。
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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。

　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。

　

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、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 995,829 697,181

受取手形及び売掛金 ※３
 739,321

※３
 550,431

製品 115,959 192,001

仕掛品 40,544 69,138

原材料 90,630 117,082

繰延税金資産 42,962 4,109

その他 34,424 87,051

貸倒引当金 △145 △96

流動資産合計 2,059,527 1,716,899

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 1,225,324 1,225,761

減価償却累計額 △474,586 △439,292

建物及び構築物（純額） 750,737 786,469

機械装置及び運搬具 526,034 530,489

減価償却累計額 △371,955 △352,075

機械装置及び運搬具（純額） 154,079 178,413

土地 713,742 713,742

その他 345,157 334,557

減価償却累計額 △292,641 △274,076

その他（純額） 52,516 60,480

有形固定資産合計 1,671,075 1,739,105

無形固定資産 67,185 86,725

投資その他の資産

投資有価証券 117,323 135,908

繰延税金資産 43,545 37,886

その他 148,178 168,579

投資その他の資産合計 309,046 342,375

固定資産合計 2,047,307 2,168,206

資産合計 4,106,834 3,885,105
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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 ※３
 90,028

※３
 59,653

1年内返済予定の長期借入金 346,898 312,810

未払法人税等 116,065 749

賞与引当金 22,184 －

その他 78,650 57,783

流動負債合計 653,826 430,996

固定負債

長期借入金 753,938 826,828

退職給付引当金 120,691 109,022

その他 24,529 30,984

固定負債合計 899,158 966,834

負債合計 1,552,985 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 915,156 844,606

自己株式 △43,957 △43,957

株主資本合計 2,565,090 2,494,540

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 17,613 24,504

為替換算調整勘定 △28,854 △31,771

評価・換算差額等合計 △11,240 △7,266

少数株主持分 － －

純資産合計 2,553,849 2,487,274

負債純資産合計 4,106,834 3,885,105
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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 2,023,940 1,577,658

売上原価 ※１
 939,407

※１
 833,957

売上総利益 1,084,533 743,701

販売費及び一般管理費 ※２
 863,919

※２
 594,390

営業利益 220,613 149,310

営業外収益

受取利息 1,076 2,083

受取配当金 2,197 2,083

受取地代家賃 1,385 3,742

受取保険金 3,193 －

助成金収入 12,328 22,864

保険解約返戻金 － 3,200

その他 3,531 4,588

営業外収益合計 23,711 38,561

営業外費用

支払利息 11,148 13,723

売上割引 172 13

為替差損 7,901 3,434

その他 1,041 824

営業外費用合計 20,262 17,996

経常利益 224,063 169,875

特別利益

固定資産売却益 － 77

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 － 5,773

特別損失

固定資産売却損 － 348

固定資産除却損 1,711 1,705

減損損失 2,576 －

災害による損失 2,637 －

事務所移転費用 15,075 －

特別損失合計 22,001 2,053

税金等調整前四半期純利益 202,061 173,595

法人税、住民税及び事業税 66,521 127,214

法人税等還付税額 △13,149 △768

法人税等調整額 28,694 △39,122

法人税等合計 82,066 87,323

少数株主損失（△） － △2,073

四半期純利益 119,994 88,345
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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 540,671 607,245

売上原価 ※１
 258,060

※１
 285,441

売上総利益 282,610 321,803

販売費及び一般管理費 ※２
 260,685

※２
 204,395

営業利益 21,924 117,407

営業外収益

受取利息 563 895

受取配当金 43 15

受取地代家賃 478 1,558

助成金収入 3,193 6,062

その他 1,395 1,509

営業外収益合計 5,674 10,041

営業外費用

支払利息 3,875 4,652

売上割引 26 13

為替差損 3,769 1,467

その他 186 288

営業外費用合計 7,858 6,422

経常利益 19,740 121,026

特別利益

固定資産売却益 － 77

特別利益合計 － 77

特別損失

固定資産売却損 － 348

固定資産除却損 1,604 81

減損損失 2,576 －

災害による損失 240 －

事務所移転費用 15,075 －

特別損失合計 19,497 429

税金等調整前四半期純利益 243 120,673

法人税、住民税及び事業税 △14,838 52,878

法人税等還付税額 △13,149 △768

法人税等調整額 23,769 465

法人税等合計 △4,218 52,575

四半期純利益 4,461 68,098
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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 202,061 173,595

減価償却費 142,736 108,817

投資有価証券売却損益（△は益） － △4,894

固定資産除却損 1,711 1,705

固定資産売却損益（△は益） － 270

減損損失 2,576 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △41 41

賞与引当金の増減額（△は減少） △59,365 22,085

退職給付引当金の増減額（△は減少） 11,397 11,520

受取利息及び受取配当金 △3,273 △4,166

支払利息 11,148 13,723

売上債権の増減額（△は増加） 98,412 △189,045

仕入債務の増減額（△は減少） △2,172 28,219

たな卸資産の増減額（△は増加） △80,271 136,376

未払金の増減額（△は減少） 16,412 △19,415

その他 △24,352 30,891

小計 316,978 309,723

利息及び配当金の受取額 3,273 4,166

利息の支払額 △10,527 △12,807

法人税等の還付額 16,228 66,073

法人税等の支払額 △234,379 △17,063

営業活動によるキャッシュ・フロー 91,574 350,092

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 △52,502 △401,468

定期預金の払戻による収入 21,936 52,556

有価証券の取得による支出 △150,000 －

有価証券の償還による収入 352,737 －

投資有価証券の取得による支出 △3,600 △6,345

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 △62,385 △17,652

有形固定資産の売却による収入 － 180

無形固定資産の取得による支出 △28,004 △6,088

長期貸付けによる支出 △15,000 －

子会社株式の取得による支出 △11,037 －

投資活動によるキャッシュ・フロー 52,143 △371,715

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 200,000 200,000

長期借入金の返済による支出 △219,727 △238,802

自己株式の取得による支出 △194 △0

配当金の支払額 △49,674 △9,060

財務活動によるキャッシュ・フロー △69,595 △47,862

現金及び現金同等物に係る換算差額 △10,791 2,212

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 63,330 △67,273

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 ※
 363,449

※
 593,902
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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21年４月１日　至　平成21年12月31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

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、第２四半期連結会計期間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。

　

【四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理】

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)

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　手形割引高及び裏書譲渡高

受取手形裏書譲渡高 86,131千円

　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３四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

※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、手形交換日をもって決済処理しておりま

す。

 なお、当第３四半期連結会計期間末日が金融機関の

休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満

期手形が、四半期連結会計期間末残高に含まれてお

ります。

受取手形 37,564千円

支払手形 9,099千円

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

 
―――――――
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(四半期連結損益計算書関係)

第３四半期連結累計期間

　
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　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53,407千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 95,613千円

給与手当 298,408 〃

退職給付費用 10,648 〃

減価償却費 48,211 〃

研究開発費 66,380 〃

※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 66,394千円

給与手当 193,564 〃

賞与引当金繰入額 14,262 〃

退職給付費用 7,338 〃

減価償却費 42,512 〃

研究開発費 57,530 〃

　

第３四半期連結会計期間

　
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　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58千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 32,488千円

給与手当 111,414 〃

退職給付費用 3,871 〃

減価償却費 16,932 〃

研究開発費 19,510 〃

※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 20,169千円

給与手当 67,134 〃

賞与引当金繰入額 4,689 〃

退職給付費用 2,551 〃

減価償却費 14,107 〃

研究開発費 19,378 〃

　

(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）

現金及び預金 423,138千円

預入期間が３か月超の定期預金 △59,689 〃

現金及び現金同等物 363,449千円

※  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12月31日現在）

現金及び預金 995,829千円

預入期間が３か月超の定期預金 △401,927 〃

現金及び現金同等物 593,902千円
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(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　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第３四半期
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３四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 264,678

　

　
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。
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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)

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当該事項は

ありません。

　

【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)

韓国　
(千円)

その他の地域
(千円)

計
(千円)

消去又は全社
(千円)

連結
(千円)

売上高 　 　 　 　 　 　

  (1) 外部顧客に
      対する売上高

455,46052,074 33,136540,671 ― 540,671

  (2) セグメント間の内部
      売上高又は振替高

30,381 828 2,405 33,616(33,616) ―

計 485,84252,902 35,542574,287(33,616)540,671

営業利益 4,913 4,572 12,515 22,001 (77) 21,924

(注)  国又は地域は、国ごとに区分しております。

　

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)

　

　
日本
(千円)

韓国　
(千円)

その他の地域
(千円)

計
(千円)

消去又は全社
(千円)

連結
(千円)

売上高 　 　 　 　 　 　

  (1) 外部顧客に
      対する売上高

537,18543,334 26,725607,245 ― 607,245

  (2) セグメント間の内部
      売上高又は振替高

50,455 5,795 5,033 61,284(61,284) ―

計 587,64049,129 31,758668,529(61,284)607,245

営業利益 111,215 3,282 3,930 118,428(1,020)117,407

(注)  国又は地域は、国ごとに区分しております。

　

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)

　

　
日本
(千円)

韓国　
(千円)

その他の地域
(千円)

計
(千円)

消去又は全社
(千円)

連結
(千円)

売上高 　 　 　 　 　 　

  (1) 外部顧客に
      対する売上高

1,746,412193,67983,8482,023,940 ─ 2,023,940

  (2) セグメント間の内部
      売上高又は振替高

148,746 2,316 8,305 159,368(159,368) ─

計 1,895,159195,99592,1532,183,309(159,368)2,023,940

営業利益 185,15918,024 22,944226,128(5,515)220,613

(注)  国又は地域は、国ごとに区分しております。
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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)

韓国　
(千円)

その他の地域
(千円)

計
(千円)

消去又は全社
(千円)

連結
(千円)

売上高 　 　 　 　 　 　

  (1) 外部顧客に
      対する売上高

1,429,61089,903 58,1441,577,658 ― 1,577,658

  (2) セグメント間の内部
      売上高又は振替高

120,36511,623 7,037 139,026(139,026) ―

計 1,549,976101,52765,1811,716,685(139,026)1,577,658

営業利益又は営業損失(△) 149,740 4,105 △1,722 152,123(2,812)149,310

(注)  国又は地域は、国ごとに区分しております。

　

【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)

　

　 アジア 北米 その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高(千円) 128,286 18,802 8,886 155,975

Ⅱ　連結売上高(千円) ― ― ― 540,671

Ⅲ　連結売上高に占める
　　海外売上高の割合(％)

23.7 3.5 1.6 28.8

(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)

　

　 アジア 北米 その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高(千円) 126,670 20,281 8,152 155,104

Ⅱ　連結売上高(千円) ― ― ― 607,245

Ⅲ　連結売上高に占める
　　海外売上高の割合(％)

20.9 3.3 1.3 25.5

(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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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)

　

　 アジア 北米 その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高(千円) 471,451 63,066 34,964 569,482

Ⅱ　連結売上高(千円) ― ― ― 2,023,940

Ⅲ　連結売上高に占める
　　海外売上高の割合(％)

23.3 3.1 1.7 28.1

(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)

　

　 アジア 北米 その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高(千円) 271,498 50,181 21,940 343,620

Ⅱ　連結売上高(千円) ― ― ― 1,577,658

Ⅲ　連結売上高に占める
　　海外売上高の割合(％)

17.2 3.2 1.4 21.8

(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。

　

(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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(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)

　 　

　 318.42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)

純資産の部の合計額(千円) 2,553,849 2,487,274

普通株式に係る純資産額(千円) 2,553,849 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金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額

第３四半期連結累計期間

　
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 14.96円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 ─
　

１株当たり四半期純利益金額 11.02円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 ─
　

(注) １　前第３四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３四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。

３　１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎

項目
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)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(千円) 119,994 88,345

普通株式に係る四半期純利益(千円) 119,994 88,345

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金額の算定に含まれなかった
潜在株式について前連結会計年度末から重要な変
動がある場合の概要

─ ─
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第３四半期連結会計期間

　
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株当たり四半期純利益金額 0.56円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 ─
　

１株当たり四半期純利益金額 8.49円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 ─
　

(注) １　前第３四半期連結会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３四半期連結会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。

３　１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎

項目
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)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(千円) 4,461 68,098

普通株式に係る四半期純利益(千円) 4,461 68,098

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金額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。

　

(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。

　

２ 【その他】

第59期（平成21年４月１日から平成22年３月31日まで）中間配当については、平成21年10月８日開催の

取締役会において、これを行わない旨を決議いたしました。
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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10日

株式会社妙徳

取締役会  御中

　

監査法人トーマツ

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    勝　　又　　三　　郎   印

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    平　　野　　雄　　二　 印

　

　

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

会社妙徳の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第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、株式会社妙徳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22年２月８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、株式会社妙徳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いません。
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