
　
【表紙】 　

【提出書類】 四半期報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の７第１項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成22年11月９日

【四半期会計期間】 第60期第２四半期(自 平成22年７月１日　至 平成22年９月30日)

【会社名】 株式会社妙徳

【英訳名】 Myotoku　Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　　中　森　俊　雄

【本店の所在の場所】 東京都大田区下丸子二丁目６番18号

【電話番号】 03(3759)1491

【事務連絡者氏名】 常務取締役　　吉　田　清　輝

【最寄りの連絡場所】 東京都大田区下丸子二丁目６番18号

【電話番号】 03(3759)1491

【事務連絡者氏名】 常務取締役　　吉　田　清　輝

【縦覧に供する場所】 株式会社大阪証券取引所

　 (大阪市中央区北浜一丁目８番16号)

　 　

　 　

　

EDINET提出書類

株式会社妙徳(E01728)

四半期報告書

 1/28



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59期
第２四半期
連結累計期間

第60期
第２四半期
連結累計期間

第59期
第２四半期
連結会計期間

第60期
第２四半期
連結会計期間

第59期

会計期間

自  平成21年
    ４月１日
至  平成21年
    ９月30日

自  平成22年
    ４月１日
至  平成22年
    ９月30日

自  平成21年
    ７月１日
至  平成21年
    ９月30日

自  平成22年
    ７月１日
至  平成22年
    ９月30日

自  平成21年
    ４月１日
至  平成22年
    ３月31日

売上高 (千円) 970,4131,607,448461,880 823,2672,197,691

経常利益 (千円) 48,849 394,983 71,475 197,769 304,198

四半期(当期)純利益 (千円) 20,246 226,234 37,873 111,245 176,563

純資産額 (千円) ― ― 2,500,3522,831,4772,650,002

総資産額 (千円) ― ― 4,048,8304,108,3884,227,004

１株当たり純資産額 (円) ― ― 311.75 353.08 330.41

１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) 2.52 28.21 4.72 13.87 22.01

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 (％) ― ― 61.8 68.9 62.7

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 256,920 75,965 ― ― 545,213

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △352,452 220,360 ― ― △474,604

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 19,749△419,749 ― ― △141,120

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) ― ― 586,699 482,315 594,668

従業員数 (名) ― ― 118 116 115

(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59期及び第59期第２四半期連結累計期間、第59期第２四半期連結会計期間の潜在株式調整後１株当たり四半

期(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60期第２四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。また、第60期第２四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、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２四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）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２四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

　 平成22年９月30日現在

従業員数(名) 116(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２四半期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22年９月30日現在

従業員数(名) 93(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２四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２四半期連結会計期間における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
　

セグメントの名称 生産高(千円) 前年同四半期比(％)

日本 298,564 153.5

(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) 受注実績

当第２四半期連結会計期間における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
　

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
(％)

日本 578,216 ─ 158,148 ─

韓国 84,564 ─ 13,812 ─

その他 50,119 ─ 7,820 ─

合計 712,899 ─ 179,780 ─

(注) １  セグメント間取引については、相殺消去しております。

２  金額は、販売価格によっております。

３  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　
(3) 販売実績

当第２四半期連結会計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
　

セグメントの名称 販売高(千円) 前年同四半期比(％)

日本 698,222 ─

韓国 79,394 ─

その他 45,650 ─

合計 823,267 ─

(注) １  セグメント間取引については、相殺消去しております。

２  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２四半期連結会計期間 当第２四半期連結会計期間

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

株式会社日伝 139,671 30.2 192,009 24.7

３  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２四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ぼす可能性のある事項の発生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。

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２四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。

　
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２四半期会計期間におけるわが国経済は、中国、アジアその他地域の新興国の経済成長に牽引され

た世界経済の回復を背景に、国内外の各種経済対策の効果もあって、個人消費の改善傾向など緩やかなが

ら景気回復基調にありましたが、引き続くデフレ状況下、厳しい雇用情勢、急激な円高、欧米における景気

の下振れ懸念など引き続き景気の先行きに不安材料を抱えた状況で推移しました。

　このような環境下で、当社グループは、販売面では国内及びアジア地域を中心に拡販を図り、利益面で

は、海外からの材料調達の拡大と工程改善等による原価低減に引き続き取り組みました。

　この結果、当第２四半期連結会計期間の業績につきましては、連結売上高は823,267千円(前年同期比

178.2％)となり、連結経常利益は197,769千円(前年同期比276.7％)、四半期純利益は111,245千円(前年同

期比293.7％)となりました。

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緩やかな需要回復により、売上高は、

777,687千円となりました。営業利益については、原価低減に取り組み184,599千円となりました。

②　韓国

売上高は、第１四半期連結会計期間に大幅に伸長した半導体業界の需要が第２四半期連結会計

期間には停滞し、97,500千円となりました。営業利益については、円高の進行による仕入コスト高

もあり12,510千円となりました。

③　その他

売上高は、第１四半期連結会計期間に大幅に伸長した中国市場における需要が伸び悩み46,970

千円となりました。営業利益については、円高の進行による仕入コスト高もあり5,997千円となり

ました。

(2) 財政状態の分析

①　資産

当第２四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188,413千円減少し、

1,964,325千円となりました。これは主として、受取手形及び売掛金が275,583千円増加したのに対し、

現金及び預金が478,370千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69,796千円増加し、2,144,062千円となりました。

この結果、資産合計は、前連結会計年度末に比べ118,616千円減少し、4,108,388千円となりました。
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②　負債

流動負債は、前連結会計年度末に比べ18,618千円増加し、844,652千円となりました。これは主として

支払手形及び買掛金が19,804千円、賞与引当金が53,521千円増加したのに対し、一年以内返済予定の長

期借入金が64,210千円減少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318,709千円減少し、432,258千円となりました。これは主として

長期借入金が307,752千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300,090千円減少し、1,276,911千円となりました。

③　純資産

純資産は、前連結会計年度末に比べ181,474千円増加し、2,831,477千円となりました。主として利益

剰余金が196,437千円増加したことによります。

この結果、自己資本比率は68.9％となりました。

(3) キャッシュ・フローの状況

当第２四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202,933千円減少し、482,315千円となりました。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197,769千円に加え、減価償却費30,296千円、賞与引当金の増加額64,649

千円等の増加要因に対し、売上債権の増加額107,401千円、未払金の減少59,735千円等の減少要因によ

り98,307千円の資金収入(前年同期は164,591千円の資金収入）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115,755千円等の増加要因に対し、有形固定資産の取得による支出29,554

千円、無形固定資産の取得による支出56,213千円等の減少要因により23,624千円の資金収入(前年同期

は463千円の資金支出）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318,932千円等の減少要因により327,760千円の資金支出(前年同期は

90,088千円の資金支出）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２四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２四半期連結会計期間の研究開発費の総額は15,718千円であります。

　

　

　

　

　
　

EDINET提出書類

株式会社妙徳(E01728)

四半期報告書

 6/28



第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第２四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

当第２四半期連結会計期間において、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２四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、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２四半期会計期間末
現在発行数(株)
(平成22年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成22年11月９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
大阪証券取引所
(ＪＡＳＤＡＱ市場)

単元株式数1,000株

計 8,285,000 8,285,000 ― ―

(注)  大阪証券取引所（ＪＡＳＤＡＱ市場）は、平成22年10月12日付で同取引所ヘラクレス市場及びＮＥＯ市場ととも

に、新たに開設された同取引所ＪＡＳＤＡＱに統合されており、同日以降の上場金融商品取引所は大阪証券取引

所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）であります。

　

(2) 【新株予約権等の状況】

　　　該当事項はありません。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　　　該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

　　　該当事項はありません。

　

(5) 【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22年７月１日～
平成22年９月30日

─ 8,285 ─ 748,125 ─ 944,675
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(6) 【大株主の状況】

　 　 平成22年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

伊　勢　養　治 東京都大田区 1,237 14.93

伊　勢　すが子 東京都大田区 630 7.60

伊　勢　幸　治 岩手県奥州市 412 4.97

妙徳従業員持株会 東京都大田区下丸子二丁目６－18 396 4.78

近藤工業株式会社 東京都渋谷区渋谷二丁目15－１ 200 2.41

西　角　純次郎 東京都江東区 200 2.41

中　森　俊　雄 東京都港区 196 2.36

伊　勢　　忠 東京都大田区 157 1.90

株式会社日伝 大阪府大阪市中央区上本町西一丁目２－16 140 1.68

伊　勢　三　郎 東京都大田区 126 1.52

計 ― 3,696 44.61

(注)  上記のほか当社所有の自己株式　265千株（3.20％）があります。

　

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

　 　 　 平成22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   265,000

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 8,014,000 8,014 ―

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 ― 8,014 ―

(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。
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② 【自己株式等】

　 　 平成22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

265,000 ─ 265,000 3.20

計 ― 265,000 ─ 265,000 3.20

　

　

　

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22年
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高(円) 228 231 217 208 236 278

最低(円) 200 186 192 185 190 213

(注)  最高・最低株価は、大阪証券取引所（ＪＡＳＤＡＱ市場）におけるものであります。

なお、大阪証券取引所（ＪＡＳＤＡＱ市場）は、同取引所ヘラクレス市場及びＮＥＯ市場とともに、新たに開設さ

れた同取引所ＪＡＳＤＡＱに統合されており、平成22年10月12日付で大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダー

ド）に上場となっております。

　

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。

(1) 退任役員

　

役名 職名 氏名 退任年月日

取締役 ─ 菅　谷　達　人 平成22年10月12日

　

(2) 役職の異動

　

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日

専務取締役
（海外営業担当兼海外部長）

専務取締役
（開発部門担当）

小　尾　明　博 平成22年８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、前第２四半期連結会計期間(平成21年７月１日から平成21年９月30日まで)及び前第２四半期連結

累計期間(平成21年４月１日から平成21年９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２四半期連結会計期間(平成22年７月１日から平成22年９月30日まで)及び当第２四半期連結累計期間

(平成22年４月１日から平成22年９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。

また、平成22年６月23日開催の第59期定時株主総会において、定款の一部変更を決議し、事業年度を毎年

１月１日から12月31日までに変更いたしました。その経過措置として、当連結会計年度は、平成22年４月１

日から平成22年12月31日までの９ヵ月間となっております。

　

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２四半期連結会計期間(平成21年７月１

日から平成21年９月30日まで)及び前第２四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21年９月30日ま

で)に係る四半期連結財務諸表並びに当第２四半期連結会計期間(平成22年７月１日から平成22年９月30日

まで)及び当第２四半期連結累計期間(平成22年４月１日から平成22年９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。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第2四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 579,605 1,057,975

受取手形及び売掛金 1,015,677 740,093

製品 121,728 120,844

仕掛品 61,296 38,729

原材料 94,824 112,794

繰延税金資産 63,055 53,296

その他 28,518 29,169

貸倒引当金 △381 △164

流動資産合計 1,964,325 2,152,738

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 1,259,116 1,256,799

減価償却累計額 △510,579 △487,169

建物及び構築物（純額） 748,537 769,630

機械装置及び運搬具 539,419 526,386

減価償却累計額 △394,624 △379,135

機械装置及び運搬具（純額） 144,794 147,250

土地 726,155 726,155

その他 379,764 339,799

減価償却累計額 △304,249 △293,382

その他（純額） 75,515 46,417

有形固定資産合計 1,695,002 1,689,453

無形固定資産 126,205 63,080

投資その他の資産

投資有価証券 131,238 129,109

繰延税金資産 35,881 39,207

その他 155,735 153,416

投資その他の資産合計 322,855 321,732

固定資産合計 2,144,062 2,074,266

資産合計 4,108,388 4,227,004

EDINET提出書類

株式会社妙徳(E01728)

四半期報告書

12/28



（単位：千円）

当第2四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 117,698 97,893

1年内返済予定の長期借入金 338,371 402,582

未払法人税等 178,910 173,074

賞与引当金 105,907 52,385

役員賞与引当金 5,044 －

その他 98,720 100,098

流動負債合計 844,652 826,034

固定負債

長期借入金 297,294 605,046

退職給付引当金 110,555 121,461

その他 24,409 24,460

固定負債合計 432,258 750,967

負債合計 1,276,911 1,577,001

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 1,199,812 1,003,374

自己株式 △44,162 △43,957

株主資本合計 2,849,540 2,653,308

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 22,250 23,505

為替換算調整勘定 △40,314 △26,810

評価・換算差額等合計 △18,063 △3,305

純資産合計 2,831,477 2,650,002

負債純資産合計 4,108,388 4,227,004
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
 至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
 至 平成22年９月30日)

売上高 970,413 1,607,448

売上原価 ※１
 548,515

※１
 745,851

売上総利益 421,898 861,596

販売費及び一般管理費 ※２
 389,995

※２
 453,315

営業利益 31,903 408,280

営業外収益

受取利息 1,188 1,566

受取配当金 2,067 1,215

受取地代家賃 2,183 2,188

受取保険金 － 782

助成金収入 16,801 －

保険解約返戻金 3,200 －

その他 3,078 2,079

営業外収益合計 28,520 7,832

営業外費用

支払利息 9,071 6,529

売上割引 － 156

為替差損 1,967 11,808

その他 535 2,634

営業外費用合計 11,573 21,129

経常利益 48,849 394,983

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 1,623 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 2,301

特別損失合計 1,623 2,301

税金等調整前四半期純利益 52,921 392,682

法人税、住民税及び事業税 74,336 174,598

法人税等調整額 △39,588 △8,150

法人税等合計 34,748 166,447

少数株主損益調整前四半期純利益 － 226,234

少数株主損失（△） △2,073 －

四半期純利益 20,246 226,234
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【第２四半期連結会計期間】
（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間
(自 平成21年７月１日
  至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成22年７月１日
  至 平成22年９月30日)

売上高 461,880 823,267

売上原価 ※１
 221,055

※１
 393,426

売上総利益 240,825 429,840

販売費及び一般管理費 ※２
 185,162

※２
 229,079

営業利益 55,663 200,761

営業外収益

受取利息 499 915

受取配当金 376 251

受取地代家賃 1,237 1,100

助成金収入 15,864 －

為替差益 218 －

その他 2,705 867

営業外収益合計 20,903 3,134

営業外費用

支払利息 4,830 2,704

売上割引 － 145

為替差損 － 960

その他 260 2,316

営業外費用合計 5,091 6,127

経常利益 71,475 197,769

特別損失

固定資産除却損 1,610 －

特別損失合計 1,610 －

税金等調整前四半期純利益 69,865 197,769

法人税、住民税及び事業税 42,904 85,271

法人税等調整額 △10,912 1,252

法人税等合計 31,991 86,523

少数株主損益調整前四半期純利益 － 111,245

四半期純利益 37,873 111,245

EDINET提出書類

株式会社妙徳(E01728)

四半期報告書

15/28



(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月1日
 至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月1日
 至 平成22年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 52,921 392,682

減価償却費 72,327 59,630

投資有価証券売却損益（△は益） △4,894 －

固定資産除却損 1,623 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 2,301

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4 26

賞与引当金の増減額（△は減少） 16,273 55,174

役員賞与引当金の増減額（△は減少） － 5,044

退職給付引当金の増減額（△は減少） 7,191 △10,189

受取利息及び受取配当金 △3,255 △2,782

支払利息 9,071 6,529

売上債権の増減額（△は増加） △103,451 △258,011

仕入債務の増減額（△は減少） 7,155 1,662

たな卸資産の増減額（△は増加） 138,364 △4,508

未払金の増減額（△は減少） △18,012 △7,936

その他 25,439 8,436

小計 200,758 248,060

利息及び配当金の受取額 3,255 2,782

利息の支払額 △8,959 △6,356

法人税等の還付額 65,704 －

法人税等の支払額 △3,838 △168,521

営業活動によるキャッシュ・フロー 256,920 75,965

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 △397,944 △31,221

定期預金の払戻による収入 52,556 379,814

投資有価証券の取得による支出 △4,551 △4,254

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 △3,528 △57,814

無形固定資産の取得による支出 △6,088 △66,162

投資活動によるキャッシュ・フロー △352,452 220,360

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 10,845

長期借入金の返済による支出 △171,616 △382,620

自己株式の取得による支出 － △204

配当金の支払額 △8,634 △47,770

財務活動によるキャッシュ・フロー 19,749 △419,749

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,306 △7,895

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △74,475 △131,318

現金及び現金同等物の期首残高 644,624 594,668

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 16,550 －

決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 18,964

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 586,699

※
 482,315
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
当第２四半期連結累計期間

(自　平成22年４月１日　至　平成22年９月30日)

１　連結決算期の変更に関する事項 平成22年６月23日開催の第59期定時株主総会において、定款の一部

変更を決議し、事業年度を毎年１月１日から12月31日までに変更いた

しました。その経過措置として、当連結会計年度は、平成22年４月１日

から平成22年12月31日までの９ヵ月間となっております。

　この連結決算期の変更に伴い、連結子会社（上海妙徳空覇睦貿易有限

公司、妙徳韓国株式会社、CONVUM(THAILAND)CO.,LTD.）の決算日との差

異が無くなったため、連結子会社の平成22年１月１日から平成22年３

月31日までの損益は、利益剰余金の増加額として直接調整しておりま

す。

２　会計処理基準に関する事項の変更 「資産除去債務に関する会計基準」等の適用

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」

（企業会計基準第18号　平成20年３月31日）及び「資産除去債務に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号　平成20年

３月31日）を適用しております。

　これによる、当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微で

あります。

　

【表示方法の変更】

当第２四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日　至　平成22年９月30日)

（四半期連結損益計算書関係）

　「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）に基づく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）の適用に伴い、当第２四半期連結累計期間では、「少数

株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。

　
当第２四半期連結会計期間

(自　平成22年７月１日　至　平成22年９月30日)

（四半期連結損益計算書関係）

　「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）に基づく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）の適用に伴い、当第２四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」の科目を表示しております。

　

【簡便な会計処理】

　
当第２四半期連結累計期間

(自　平成22年４月１日　至　平成22年９月30日)

１　たな卸資産の評価方法 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あたり適用した特有の会計処理】

当第２四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年９月30日)

該当事項はありません。

　

【追加情報】

　当社は、役員報酬制度の見直しを行い、役員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込み額の

うち当第２四半期連結累計期間の負担見込額を計上しております。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　
当第２四半期連結会計期間末 

(平成22年９月30日)
前連結会計年度末
(平成22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 32,981千円

　１　手形割引高及び裏書譲渡高

受取手形裏書譲渡高 74,438千円

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２四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２四半期連結累計期間

前第２四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30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53,349千円が含まれております。

※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2,060千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 46,224千円

給与手当 126,430 〃

賞与引当金繰入額 9,572 〃

退職給付費用 4,786 〃

減価償却費 28,404 〃

研究開発費 38,151 〃

※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 45,569千円

給与手当 118,173 〃

賞与引当金繰入額 60,243 〃

退職給付費用 12,235 〃

役員賞与引当金繰入額 5,044 〃

減価償却費 21,860 〃

研究開発費 31,835 〃

 

　

第２四半期連結会計期間

前第２四半期連結会計期間
(自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30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2,013千円が含まれております。

※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6,746千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 20,407千円

給与手当 64,050 〃

賞与引当金繰入額 5,750 〃

退職給付費用 2,340 〃

減価償却費 14,209 〃

研究開発費 18,105 〃

※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 22,070千円

給与手当 53,873 〃

賞与引当金繰入額 37,031 〃

退職給付費用 2,695 〃

役員賞与引当金繰入額 5,044 〃

減価償却費 10,687 〃

研究開発費 15,718 〃
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　

前第２四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日)

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

(平成21年９月30日現在）

現金及び預金 987,788千円

預入期間が３か月超の定期預金 △401,088 〃

現金及び現金同等物 586,699千円
 

※　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22年９月30日現在）

現金及び預金 579,605千円

預入期間が３か月超の定期預金 △97,290 〃

現金及び現金同等物 482,315千円

 

　

(株主資本等関係)

当第２四半期連結会計期間末(平成22年９月30日)及び当第２四半期連結累計期間(自　平成22年４月１日　

至　平成22年９月30日)
　

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第２四半期
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２四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 265,677

　
　

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22年６月23日
定時株主総会

普通株式 48,121 6.0平成22年３月31日 平成22年６月24日 利益剰余金

　

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

期間の末日後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年11月８日
取締役会

普通株式 56,135 7.0平成22年９月30日 平成22年11月25日 利益剰余金

　

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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(セグメント情報等)

【事業の種類別セグメント情報】

前第２四半期連結会計期間(自  平成21年７月１日  至  平成21年９月30日)及び前第２四半期連結累計

期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年９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２四半期連結会計期間(自  平成21年７月１日  至  平成21年９月30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

414,90227,243 19,734461,880 ― 461,880

  (2) セグメント間の内部
      売上高又は振替高

43,565 3,418 480 47,464(47,464) ―

計 458,46730,661 20,215509,345(47,464)461,880

営業利益又は営業損失(△) 55,675 1,735 △1,081 56,329 (665) 55,663

(注)  国又は地域は、国ごとに区分しております。

　

前第２四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年９月30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

892,42546,569 31,418970,413 ― 970,413

  (2) セグメント間の内部
      売上高又は振替高

69,910 5,827 2,004 77,742(77,742) ―

計 962,33552,397 33,4231,048,156(77,742)970,413

営業利益又は営業損失(△) 38,525 822 △5,653 33,694(1,791)31,903

(注)  国又は地域は、国ごとに区分しております。

　

EDINET提出書類

株式会社妙徳(E01728)

四半期報告書

20/28



　

【海外売上高】

前第２四半期連結会計期間(自  平成21年７月１日  至  平成21年９月30日)

　

　 アジア 北米 その他の地域 計

Ⅰ  海外売上高(千円) 86,410 16,769 6,317 109,497

Ⅱ  連結売上高(千円) ― ― ― 461,880

Ⅲ  連結売上高に占める
    海外売上高の割合(％)

18.7 3.6 1.4 23.7

(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。

　

前第２四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年９月30日)

　

　 アジア 北米 その他の地域 計

Ⅰ  海外売上高(千円) 144,827 29,900 13,787 188,515

Ⅱ  連結売上高(千円) ― ― ― 970,413

Ⅲ  連結売上高に占める
    海外売上高の割合(％)

14.9 3.1 1.4 19.4

(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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【セグメント情報】

(追加情報)

第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号  平成

21年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20号

 平成20年３月21日)を適用しております。

　

１  報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であ

り、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっている

ものであります。

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、真空機器及び真空機器関連製品等の製造・販

売を行っており、国内においては当社が、海外においては韓国及びその他の現地法人が、それぞれ担当し、事

業活動を展開しております。

当社では、経営管理区分上、各子会社を地理的近接度等によって区分、集計し業績の評価を行っておりま

す。

したがって、当社グループのセグメントは、主に製造・販売体制及び量的規模を勘案した地域別のセグメ

ントから構成されており、「日本」「韓国」の２つを報告セグメントとしております。

　

２  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

当第２四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年９月30日)

　 　 　 　 (単位：千円)

　

報告セグメント
その他
（注）

合計
日本 韓国 計

売上高 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 1,336,188174,5641,510,752 96,695 1,607,448

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

174,868 48,303 223,172 2,040 225,212

計 1,511,057222,8671,733,924 98,736 1,832,660

セグメント利益 357,404 32,033 389,438 18,423 407,862

(注)  「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない所在地セグメントであり、「中国」「タイ」であります。

　

当第２四半期連結会計期間(自  平成22年７月１日  至  平成22年９月30日)

　 　 　 　 (単位：千円)

　

報告セグメント
その他
（注）

合計
日本 韓国 計

売上高 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 698,222 79,394 777,616 45,650 823,267

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

79,465 18,105 97,570 1,319 98,890

計 777,687 97,500 875,187 46,970 922,157

セグメント利益 184,599 12,510 197,110 5,997 203,107

(注)  「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない所在地セグメントであり、「中国」「タイ」であります。
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３  報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容(差異調整に関する事項)

当第２四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年９月30日)

　 (単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 389,438

「その他」の区分の利益 18,423

セグメント間取引消去 418

四半期連結損益計算書の営業利益 408,280

　

　

当第２四半期連結会計期間(自  平成22年７月１日  至  平成22年９月30日)

　 (単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 197,110

「その他」の区分の利益 5,997

セグメント間取引消去 △2,345

四半期連結損益計算書の営業利益 200,761

　

　

４  報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　該当事項はありません。

　

(金融商品関係)

金融商品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と比較して著しい

変動がありません。

　

(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。

　

(資産除去債務関係)

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

１  １株当たり純資産額
　

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日)

前連結会計年度末
(平成22年３月31日)

　 　

　 353.08円
　

　 　

　 330.41円
　

(注)  １株当たり純資産額の算定上の基礎

項目
当第２四半期
連結会計期間末
(平成22年９月30日)

前連結会計年度末
(平成22年３月31日)

純資産の部の合計額(千円) 2,831,477 2,650,002

普通株式に係る純資産額(千円) 2,831,477 2,650,002

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) 265 264

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) 8,019 8,020

　
２  １株当たり四半期純利益金額等

第２四半期連結累計期間
　

前第２四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年９月30日)

１株当たり四半期純利益金額 2.52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 28.21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２四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２四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２四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年９月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(千円) 20,246 226,234

普通株式に係る四半期純利益(千円) 20,246 226,234

普通株式の期中平均株式数(千株) 8,020 8,019

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

─

平成17年６月24日定時株
主総会決議によるストッ
ク・オプション
上記の新株予約権は、平成
22年６月30日をもって権
利行使期間満了により失
効しております
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第２四半期連結会計期間

　

前第２四半期連結会計期間
(自  平成21年７月１日
至  平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自  平成22年７月１日
至  平成22年９月30日)

１株当たり四半期純利益金額 4.72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 13.87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２四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２四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、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２四半期連結会計期間
(自  平成21年７月１日
至  平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自  平成22年７月１日
至  平成22年９月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(千円) 37,873 111,245

普通株式に係る四半期純利益(千円) 37,873 111,245

普通株式の期中平均株式数(千株) 8,020 8,019

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

─

平成17年６月24日定時株
主総会決議によるストッ
ク・オプション
上記の新株予約権は、平成
22年６月30日をもって権
利行使期間満了により失
効しております

　

(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60期（平成22年４月１日から平成22年９月30日まで）中間配当については、平成22年11月８日開催の

取締役会において、平成22年９月30日の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うこと

を決議いたしました。

　① 配当金の総額 56,135千円

　② １株当たりの金額 ７円00銭

　③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成22年11月25日
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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11月６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２四半期連結会計期間(平成21

年７月１日から平成21年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21年９月30

日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結

キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者

にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社妙徳及び連結子会社の平成21年９月

30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成

績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が

すべての重要な点において認められなかった。

　
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以  上

　
 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成22年11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22年４月１日から平成22年12月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間(平成22

年７月１日から平成22年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成22年４月１日から平成22年９月30

日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結

キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者

にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社妙徳及び連結子会社の平成22年９月

30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成

績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が

すべての重要な点において認められなかった。

　
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以  上

　
 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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