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        氏    名 中  森  俊  雄 

問合せ先責任者 役   職   名 常務取締役 

        氏    名 吉  田  清  輝    ＴＥＬ（０３）３７５９－１４９１     

決算取締役会開催日  平成 18年 11月 ９日 

米国会計基準採用の有無   無 
 
１．１８年９月中間期の連結業績（平成１８年４月１日～平成１８年９月３０日） 

(1) 連結経営成績               （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 売上高 営業利益 経常利益 

 
18年９月中間期 
17年９月中間期 

百万円   ％

1,521 (  26.8)

1,200 (△12.8)

百万円   ％

229 (  49.0)

154 (△41.0)

百万円   ％

226 (  51.2）

149 (△38.8）

18年 ３ 月 期 2,618 330 338 
 

 中間(当期)純利益 
１株当たり中間 
（当期）純利益 

潜在株式調整後１株当 
たり中間(当期)純利益 

 
18年９月中間期 
17年９月中間期 

百万円   ％
108 (  14.6）
94 (△24.9）

円  銭 
13   50 
11   68 

円  銭 
13   45 

―  

18年 ３ 月 期 220 27   28 27   25 

(注)①持分法投資損益 18年9月中間期－百万円  17年9月中間期－百万円  18年3月期－百万円 

②期中平均株式数(連結) 18年9月中間期8,015,611株 17年9月中間期8,085,000株 18年3月期8,066,852株 

③会計処理の方法の変更   無 

④売上高、営業利益、経常利益、中間純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 
 
(2) 連結財政状態 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産
 
18年９月中間期 
17年９月中間期 

百万円 
4,023 
3,628 

百万円
2,306 
2,134 

％ 
57.3 
58.8 

円  銭
287   71 
264  03 

18年 ３ 月 期 3,792 2,280 60.1 284  51 

(注)期末発行済株式数(連結) 18年9月中間期8,015,100株 17年9月中間期8,085,000株 18年3月期8,016,000株 
 
(3) 連結キャッシュ･フローの状況 

 
営業活動による 
キャッシュ・フロー 

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期 末 残 高

 
18年９月中間期 
17年９月中間期 

百万円 
102 
216 

百万円
△376 
△53 

百万円
151 

△166 

百万円
111 
539 

18年 ３ 月 期 357 △390 △276 236 
 
(4) 連結範囲及び持分法の適用に関する事項 

連結子会社数   ２社   持分法適用非連結子会社数   －社   持分法適用関連会社数   －社 
 
(5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

連結 (新規)    －社   (除外)    １社    持分法 (新規)   －社   (除外)   －社 
 
２．１９年３月期の連結業績予想（平成１８年４月１日～平成１９年３月３１日） 

 売上高 経常利益 当期純利益 
 

通  期 
百万円

2,800 
百万円
420 

百万円
240 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）29円94銭(期中予想平均株式数8,015,357株で算出しております。) 

（注）上記の業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき会社が合理的に判断した予想であり、実際の業績

等は業況の変化等により、上記予想値と異なる場合があります。 
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１．企業集団の状況 
 当社の企業集団は、当社、連結子会社（上海妙徳空覇睦貿易有限公司及び妙徳韓国㈱)の計３社で構成されており、

真空機器及び関連製品の製造、国内外での当該製品等の販売を主な事業として取り組んでおります。 

 当グループの事業に係る位置付け及び事業部門との関連は、次のとおりであります。 

 

真空機器及び関連製品の販売 

＜主な関係会社＞上海妙徳空覇睦貿易有限公司・・（主な製品：真空発生器、真空吸着パッド、圧力センサ等） 

妙徳韓国㈱・・・・・・・・・・（主な製品：真空発生器、真空吸着パッド、圧力センサ等） 

 

全ての製品の、開発の取りまとめ及び販売に関しましては、当社が行っております。 

以上を概要図で示すと次の通りです。 

         当 社         販売子会社         
連結子会社 
上海妙徳空

覇睦貿易有

限公司 仕入先 

 

 
妙徳韓国 
株式会社 

 

 

 

 

 

 

外注先 

  

 

 

㈱妙徳 

 
(真空機器 

及び 

関連製品の 

製造･販売) 

 

 

顧
客
（
エ
ン
ド
ユ
ー
ザ
ー
） 

 
(注)  平成18年４月１日付けで当社は、株式会社コンバムコーポレーションを吸収合併いたしました。 

 

関係会社の状況 

関  係  内  容 

役員の兼任等 

 

名       称 

 

住   所 

 

資本金又は 

出 資 金 

(百万円)  

 

事 業 内 容 

議 決 権

の 所 有

割 合

 (％) 
当 社 

役 員 

当 社 

従業員 

営 業 上 

の 取 引 

上海妙徳空覇睦

貿易有限公司 
中 国 上 海 市

    31 

 (28万US$) 

真空機器及び関連製品

の販売 100.0 ２ １ 製品の販売 

妙徳韓国 

株式会社 
韓 国 安 養 市

   ９ 

(１億ウォン)

真空機器及び関連製品

の販売 100.0 ２ － 製品の販売 

 

製品の販売 
製品の 

販売 

製品の 

販売

顧
客
（
代
理
店
） 

部品の 

組 立

製品の 

販売 

製品の販売 

製品の販売 

商品の 

仕 入

材料の 

仕 入

部品の 

仕 入

部品の 

加 工 

製品の 

仕 入 
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２．経営方針 

（１） 会社の経営の基本方針 

当社は、「人を大切にし、創造性豊かなアイデアと顧客ニーズの融合により豊かな価値を作り出し、社会貢

献に努めます」を当社グループの経営理念とし、お客様のニーズに的確にお応えし、真空機器の開発をとおし

産業機械の発展に貢献してまいりました。 

当社は、今後さらなる顧客満足度の向上に努め、企業体質の強化を図るため、以下の７項目を企業理念とし

て掲げ、全社を挙げて取り組んでおります。 

「お客様を大事にする」 

「 適な労働環境の整備を通じて従業員一人一人が安心して働ける職場作り」 

「各人のアイデアと顧客ニーズの融合による開発をモットーとする」 

「他社との提携を推進し、これにより得られた利益は分け合う」 

「ガラス張りの経営」 

「職場内のコミュニケーション（報・連・相）の重視」 

「仲間同士が信頼しあう職場作り」 

以上の企業理念に則った諸活動により、業績の向上を図るとともに、社会環境や安全性に十分配慮し、企業

価値の向上に努めることを経営の指針といたしております。 

 

（２） 会社の利益配分に関する基本方針 

当社は、株主の皆様に対する長期的な利益還元を経営上の重要課題の一つと認識し、将来の事業展開及び経

営基盤の強化のために必要な内部留保資金を確保しつつ、業績に対応した安定配当を行うことを基本方針とし

ております。 

内部留保資金につきましては、経営基盤の強化を図りながら、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、

市場ニ－ズに応える製品開発投資、グロ－バル戦略の展開を図るための投資、更には、生産体制及びコスト競

争力の強化のための設備投資に有効活用することを基本方針としております。 

 

（３） 投資単位の引下げに関する考え方及び基本方針 

当社は、当社株式の流動性の向上及び株主数増加を資本政策上の重要な課題と認識しております。基本方針

としましては、株価動向を注視しつつ、投資家の皆様により投資しやすい環境を整えるため1単元の株式数の見

直し等を含めた株式投資単位の引き下げを積極的に検討し、対処していく所存でおります。   

 

（４） 目標とする経営指標 

当社は、平成18年４月スタートの中期経営計画において、高効率経営体質の構築をコンセプトに中期経営目

標 (いずれも連結数値) を以下のとおり定めております。 

  ⅰ）海外売上比率   30％以上（平成21年３月期） 

  ⅱ）経常利益率     20％以上（平成21年３月期） 

なお、海外売上比率の向上は、全世界に当社製品ならびにサービスを提供できる環境を構築することを中長

期の経営課題といたしていること及び、現状海外における市場占有率がまだ低く、拡大の余地が十分にあると

の経営判断によっております。 

また、経常利益率の向上は、売上高の拡大より利益を追求する体質の構築を経営の 重要課題といたしてい

ることによります。 

これらを実現するために、以下の経営戦略を推進しております。 

 

（５） 中長期的な経営戦略 

今後あらゆる 終ユーザーの生産工程において、高速化･省力化を追及した自動化が求められ、産業機器メー

カー各社は、新世代の産業機器をさまざまな形で提案してまいります。 

当社は、製品の開発から販売開始までのスピード化を推進し、市場ニーズに対応した新製品をタイムリーに

市場に投入すると共に、営業面では幅広くお客様に真空機器の可能性を提案し続けることにより顧客の増加を

図り、また広くアライアンスを推進し、全世界へ製品・サービスを供給できる体制を構築して売上目標達成を

図ります。生産面ではセル生産方式を導入し、納期短縮と生産効率の向上を図ると共に、コンピュータシステ

ムの全面的見直しによる経営効率向上を追及し、経常利益率目標実現に努める所存であります。 
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（６） 会社の対処すべき課題   

当社の販売経路は、代理店経由が95％を越える状況下にあります。国内及びアジア圏は複数の契約代理店が

販売可能なフリーマーケットとなっておりますが、北米並びに南米及び欧州につきましては、パーカーハネフ

ィン社に独占販売権を付与しております。 

北米並びに南米及び欧州につきましては、市場規模は他の市場と比較し同等あるいはそれ以上の規模と認識

しておりますが、当社製品の販売伸び率は期待値に至っておりません。当市場での販売拡大なくして目標とす

る経営指標の達成は困難と判断いたしております。 

北米並びに南米の独占販売契約は、今年10月、欧州につきましては、来年５月に契約更新期を迎えます。 

今後、目標とする経営指標の達成に向け、パーカーハネフィン社と協議を重ね、契約内容の見直し、販売計画と

そのサポート体制等重要な経営課題として検討を進める所存でおります。 

また、本年10月より空気圧機器の本格的販売を開始いたしました。新規参入市場といたしましては大変厳しい

環境ですが、市場ニーズに適応し顧客の開拓、販売代理店との協力体制の確立、取り扱い品目の拡充及び更なる

品質の向上を図り業績向上への貢献を図ってまいります。 

 

（７） 親会社等に関する事項 

該当する事項はありません。 

 

（８） 内部管理体制の整備・運用状況 

平成18年５月11日に開示いたしましたコーポレート・ガバナンスに関する報告書の｢内部統制システム構築の

基本方針に関するお知らせ｣に記載される事項と内容が重複しますので、記載を省略しております。 

 

（９） その他、会社の経営上の重要な事項 

関連当事者との取引 

当中間連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

役員及び個人株主等 

関係内容  
属性 氏名 住所 

資本金又 
は出資金 
(千円) 

事業の内容
又は職業

議決権等 
の所有 

(被所有)割合
(％) 

役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の内容 
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高
(千円) 

主要株主 伊勢養治 ― ― 
当社 
名誉会長 

(被所有) 
直接15.4 

― ― 給与支払 10,168 ― ― 

１ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

給与については、取締役会決議に基づいて金額を決定しています。 

該当する事項はありません。 
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３．経営成績及び財政状態 

（１）経営成績 

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、好調な企業業績による雇用改善の動きが個人消費を伸長し、さ

らにそれが企業の設備投資を再び押し上げる好循環により民間設備投資と個人消費の内需の両輪が景気の足腰

を強め、景気の持続に期待が持てる状況下にありますが、原油に加え諸資材の高騰並びにインフレと景気減速

懸念が混在する米国経済、地政学的リスク等不安を抱え、適切な経済政策運営が景気の持続性を大きく左右す

る環境下にありました。 

当業界におきましても、好調な民間設備投資に支えられＩＴ(情報技術)関連市場、自動車関連市場等幅広く

堅調に推移し総じて需要を押し上げました。 

この様な環境下で当社は、４月１日付けでグループの経営資源、ノウハウの共有化と共に運営組織の効率化

を図るため生産子会社の㈱コンバムコーポレーションと合併し、組織の見直しによる業務の効率化、資金効率

の向上、適材適所の人員配置、 適地生産等を推進し、岩手事業所新工場見学、新製品展示会を兼ねた事業方

針発表会の開催、千葉営業所の開設等拡販体制の強化と共に、空気圧機器全般を取り扱う準備、浮上ユニット

等新製品の開発に取り組みました。 

この結果、当中間連結会計期間の業績につきましては、連結売上高1,521百万円(前年同期比126.8%)、売上原

価並びに販売費及び一般管理費は、子会社との合併により区分を見直したことにより、前年同期に比べ増減が

ありましたが、売上高増加によるスケールメリットにより連結経常利益は226百万円(前年同期比151.2%)、連結

中間純利益は108百万円(前年同期比114.6%)となりました。 

 

 （２）財政状態 

当中間連結会計期間における連結キャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・

フローは、税金等調整前中間純利益(1億7千6百万円)がありましたが、売掛債権の増加(1億2千5百万円)及び法

人税等の支払(8千9百万円)等により1億2百万円のプラス、投資活動によるキャッシュ・フローは、資金運用に

係わる有価証券の取得 (1億9千1百万円)、有形固定資産の取得(1億7千3百万円)等による支出により3億7千6百

万円のマイナス、財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金(3億円)、短期借入金(1億8千万円)による

資金調達により、長短借入金の返済(2億4千5百万円)、配当金の支払い(5千5百万円)等による支出がありました

が1億5千1百万円のプラスとなりました。 

これらの結果、現金及び現金同等物の当中間期末残高は、前連結会計年度末と比べ1億2千5百万円減少し、1

億1千1百万円となりました。 

 

（３）通期の業績予想 

わが国経済は、好調な企業業績に支えられ民間設備投資の裾野が広がると共に個人消費が足腰を強め、堅実

な景気の持続を期待できる状況下にあり、景気拡大期間が戦後 長を更新する見通しとなっておりますが、不

安定な原油価格に加え諸資材の高騰が与える企業業績への影響並びに米国経済に不安を抱え、景気の持続に腰

折れ懸念を払拭できない環境下にあります。 

当業界におきましては、好調な民間設備投資に支えられ、一部ＩＴ(情報技術)分野の在庫調整懸念が浮上し

ておりますが、全般には底固く堅調な需要を期待できる状況下にあります。 

このような環境下で、当社は、引き続き伸長する自動車関連市場に環境を重視した新製品を投入し拡販を図

ると共に、ＩＴ関連分野には、より大型化する液晶パネル等の搬送用向けに浮上ユニット等新製品の提案、更

に10月より空気圧機器の国内販売を開始し、国内外の需要の更なる掘り起こしを図り、生産面では、４月１日

をもって生産子会社の㈱コンバムコーポレーションと合併し、組織の見直しによる業務の効率化、資金効率の

向上、適材適所の人員配置、 適地生産等を推進すると共に工程改善等により原価低減、納期短縮による顧客

満足度の向上を推進してまいります。 

以上により、通期の業績は、連結売上高28億円（前期比107.0％）、連結経常利益4億2千万円(前期比124.3％）、

連結当期純利益2億4千万円（前期比109.1％）を計画しております。 
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４．中間連結財務諸表等 

   中間連結財務諸表 

（１）中間連結貸借対照表 

 

前中間連結会計期間末 当中間連結会計期間末 
前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

  (平成17年９月30日) (平成18年９月30日) (平成18年３月31日) 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％）

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

1 現金及び預金    237,818 111,570  236,703

2 受取手形及び売掛金 ※4  835,347 960,791  834,196

3 有価証券   － 191,936  －

4 たな卸資産   348,321 474,117  440,233

5 短期貸付金   301,601 －  －

6 その他   74,404 75,154  83,676

貸倒引当金   － △430  △418

流動資産合計   1,797,494 49.5 1,813,141 45.1  1,594,392 42.0

Ⅱ 固定資産    

 1 有形固定資産   ※1   

  (1)建物及び構築物 ※2 313,970 820,197 783,240 

  (2)機械装置及び運搬具 ※2 183,768 264,349 281,393 

  (3)土地 ※2 722,399 731,399 731,399 

  (4)建設仮勘定  275,606 29,203 16,329 

  (5)その他  67,572 85,524 74,462 

有形固定資産合計   1,563,318 1,930,674  1,886,825

 2 無形固定資産   84,152 86,735  88,597

 3 投資その他の資産    

  (1)投資有価証券  125,875 153,405 195,485 

  (2)繰延税金資産  30,199 13,968 423 

  (3)その他  21,725 24,226  23,052 

投資その他の資産 

合計   
177,800 191,600  218,960

固定資産合計   1,825,271 50.3 2,209,010 54.9  2,194,383 57.9

Ⅲ 繰延資産   5,708 0.2 1,658 0.0  3,316 0.1

資産合計   3,628,474 100.0 4,023,810 100.0  3,792,092 100.0
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前中間連結会計期間末 当中間連結会計期間末 
前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

  (平成17年９月30日) (平成18年９月30日) (平成18年３月31日) 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％）

(負債の部)      

Ⅰ 流動負債     

 1 支払手形及び買掛金 ※4  158,502 167,973  201,575 

 2 短期借入金 ※5  － 60,000  40,000 

 3 一年以内返済予定長期借入金 ※2  192,262 242,992  187,222 

 4 未払法人税等   55,668 71,671  94,691 

 5 賞与引当金   33,019 46,039  38,594 

 6 その他   152,328 311,563  173,081 

流動負債合計   591,781 16.3 900,240 22.4  735,165 19.4

Ⅱ 固定負債     

 1 社債   260,000 110,000  232,500 

 2 長期借入金 ※2  527,658 593,209  434,702 

 3 退職給付引当金   61,650 73,090  67,879 

 4 その他   52,684 41,234  41,234 

固定負債合計   901,992 24.9 817,533 20.3  776,315 20.5

負債合計   1,493,773 41.2 1,717,773 42.7  1,511,481 39.9

(資本の部）    

Ⅰ 資本金   748,125 20.6 － － － 748,125 19.7

Ⅱ 資本剰余金   944,675 26.0 － － － 944,675 24.9

Ⅲ 利益剰余金   426,954 11.8 － － － 552,594 14.6

Ⅳ その他有価証券評価差額金   35,248 1.0 － － － 74,902 2.0

Ⅴ 為替換算調整勘定   △302 0.0 － － － 4,671 0.1

Ⅶ 自己株式   △20,000 △0.6 － － － △44,357 △1.2

資本合計   2,134,701 58.8 － － － 2,280,611 60.1

負債資本合計   3,628,474 100.0 － － － 3,792,092 100.0
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前中間連結会計期間末 当中間連結会計期間末 
前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表  

 

  (平成17年９月30日) (平成18年９月30日) (平成18年３月31日) 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％）

 (純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

 1 資本金   748,125  

 2 資本剰余金   944,675  

 3 利益剰余金   604,716  

 4 自己株式   △44,712  

   株主資本合計   2,252,804 56.0  

Ⅱ 評価･換算差額等    

1 その他有価証券評価差額金   48,659  

2  為替換算調整勘定   4,573  

  評価･換算差額等合計   53,232 1.3  

純資産合計   2,306,036 57.3  

負債純資産合計   4,023,810 100.0  
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（２）中間連結損益計算書 

 

 前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 
前連結会計年度の 

要約連結損益計算書 
 

 
（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日） 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

区分 注記 

番号 
金額（千円） 

百分比

（％）
金額（千円） 

百分比

（％）
金額（千円） 

百分比

（％）

           

Ⅰ 売上高   1,200,102 100.0 1,521,671 100.0  2,618,561 100.0

Ⅱ 売上原価   497,050 41.4 752,550 49.5  1,152,194 44.0

売上総利益   703,052 58.6 769,121 50.5  1,466,386 56.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1  548,683 45.7 539,135 35.4  1,135,902 43.4

営業利益   154,369 12.9 229,986 15.1  330,483 12.6

Ⅳ 営業外収益    

 1 受取利息  1,095 80 1,413 

 2 受取配当金  1,161 1,538 1,187 

 3 為替差益  1,897 964 19,792 

 4 助成金収入 ※2 － 189 8,733 

 5 還付加算金  1,410 533 － 

 6 社員寮収入   914  

 7 その他  2,870 8,435 0.7 2,585 6,805 0.4 10,086 41,212 1.6

Ⅴ 営業外費用    

 1 支払利息  7,204 6,026 12,713 

 2 売上割引  105 125 220 

 3 社債発行費償却  1,474 741 2,950 

 4 株式分割費用  1,995 － － 

 5 機械設備等移設費  － 1,630 8,722 

 6 その他  2,403 13,183 1.1 2,052 10,576 0.6 8,103 32,710 1.2

経常利益   149,620 12.5 226,214 14.9  338,985 12.9

Ⅵ 特別利益    

 1 固定資産売却益 ※3 － － 124 

 2 受取保険金  － － 4,030 

 3 製品クレーム補償費戻入益  － － － 3,041 3,041 0.2 2,242 6,397 0.2

Ⅶ 特別損失    

 1 固定資産除却損 ※4 5,834 8,684 8,155 

 2 製品クレーム補償費  － 44,332 － 

 3 その他  － 5,834 0.5 29 53,046 3.5 － 8,155 0.3

   税金等調整前中間（当期）

純利益  
 143,786 12.0 176,209 11.6  337,227 12.9

   法人税、住民税及び事業税 
 

51,805 68,113 117,348 

法人税等調整額  △2,478 49,326 4.1 △138 67,975 4.5 △220 117,127 4.5

中間(当期)純利益   94,459 7.9 108,233 7.1  220,099 8.4
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（３）中間連結剰余金計算書 

  

前中間連結会計期間 

（自平成17年４月１日 

  至平成17年９月30日） 

前連結会計年度 

（自平成17年４月１日 

至平成18年３月31日） 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 金額（千円） 

（資本剰余金の部） 
 

 

Ⅰ 資本剰余金期首残高 
 

 944,675 944,675

Ⅱ 資本剰余金中間期末(期末)残高 
 

 944,675  944,675

 
 

 

（利益剰余金の部） 
 

 

Ⅰ 利益剰余金期首残高 
 

 377,861 377,861

Ⅱ 利益剰余金増加高 
 

 

1 中間(当期)純利益 
 

94,459 94,459 220,099 220,099

Ⅲ 利益剰余金減少高 
 

 

    1 配当金 
 

32,340 32,340

    2 連結子会社増加による 

利益剰余金減少高 

 
13,026 45,366 13,026 45,366

Ⅳ 利益剰余金中間期末(期末)残高 
 

 426,954 552,594
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（４）中間連結株主資本等変動計算書 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日）              （単位：千円） 

株主資本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日残高 748,125 944,675 552,594 △44,357 2,201,037

中間連結会計期間中の

変動額 
  

 剰余金の配当 － － △56,112 － △56,112

 中間純利益 － － 108,233 － 108,233

自己株式の取得 － － － △355 △355

 株主資本以外の項目

の中間連結会計期間

中の変動額（純額） 

－ － － － －

中間連結会計期間中の

変動額合計 
－ － 52,121 △355 51,766

平成18年９月30日残高 748,125 944,675 604,716 △44,712 2,252,804

 

（単位：千円） 

評価・換算差額等 

 その他有価証券 

評価差額金 

為替換算 

調整勘定 

評価・換算差額等

合計 

純資産合計 

平成18年３月31日

残高 
74,902 4,671 79,574 2,280,611 

中間連結会計期間

中の変動額 
  

 剰余金の配当 － － － △56,112 

 中間純利益 － － － 108,233 

自己株式の取得 － － － △355 

 株主資本以外の

項目の中間連結

会計期間中の変

動額（純額） 

△26,242 △98 △26,341 △26,341 

中間連結会計期間

中の変動額合計 
△26,242 △98 △26,341 25,425 

平成18年９月30日

残高 
48,659 4,573 53,232 2,306,036 
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（５）中間連結キャッシュ・フロー計算書 

 

  

 

前中間連結会計期間 

 

(自 平成17年４月１日 

 至 平成17年９月30日) 

 

当中間連結会計期間 

 

(自 平成18年４月１日 

 至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 

要約連結キャッシュ・ 

フロー計算書 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー     

１ 税金等調整前中間(当期)純利益  143,786 176,209 337,227 

２ 減価償却費  51,681 85,028 132,629 

３ 固定資産除却損  5,834 8,684 8,155 

４ 固定資産売却益  － － △124 

５ 貸倒引当金の増加額(減少:△)  － － 418 

９ 賞与引当金の増加額(減少:△)  △6,400 7,445 △825 

６ 退職給付引当金の増加額(減少:△)  3,667 5,192 9,896 

７ 役員退職慰労引当金の増加額(減少:△)  △49,383 － △49,383 

８ 受取利息及び受取配当金  △2,256 △1,618 △2,600 

９ 支払利息  7,204 6,026 12,713 

10 株式分割費用  1,995 － 1,995 

11 売上債権の減少額 (増加:△)  △28,302 △125,492 △27,151 

12 仕入債務の増加額 (減少:△)  59,627 △34,637 102,700 

13 たな卸資産の減少額 (増加:△)  △26,406 △33,665 △121,673 

14 その他  55,951 101,715 △10,846 

小   計  216,999 194,888 393,131 

18 利息及び配当金の受取額  2,256 1,618 2,600 

19 利息の支払額  △7,138 △5,998 △12,632 

20 法人税等の還付による収入  37,561 1,522 37,561 

21 法人税等の支払額  △33,505 △89,137 △63,141 

営業活動によるキャッシュ・フロー  216,172 102,892 357,519 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー     

１ 有価証券の取得による支出  △100,202 △191,936 △100,202 

２ 有価証券の償還による収入  395,906 － 395,906 

３ 投資有価証券の取得による支出  △2,400 △2,400 △4,800 

４ 有形固定資産の取得による支出  △315,151 △173,251 △633,367 

５ 有形固定資産の売却による収入  － － 300 

６ 無形固定資産の取得による支出  △32,036 △8,940 △46,872 

７ その他  － － △1,107 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △53,883 △376,527 △390,143 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー     

１ 短期借入れによる収入  30,000 180,000 130,000 

２ 短期借入金の返済による支出  △30,000 △160,000 △90,000 

３ 長期借入れによる収入  100,000 300,000 100,000 

４ 長期借入金の返済による支出  △205,046 △85,723 △303,042 

５ 社債の償還による支出  △27,500 △27,500 △55,000 

６ 自己株式の取得による支出  － △355 △24,357 

７ 配当金の支払額  △31,501 △55,210 △31,717 

８ 株式分割による支出  △1,995 － △1,995 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △166,043 151,210 △276,112 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  1,851 △2,708 4,117 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額（減少:△）  △1,904 △125,132 △304,620 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  521,640 236,703 521,640 

Ⅶ 子会社の新規連結による現金及び現金

同等物増加額 

 
19,683 － 19,683 

Ⅷ 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 
 

539,420 111,570 236,703 
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（６）中間連結財務諸表作成の基本となる重要事項 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年 ４月１日 
至 平成17年 ９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年 ４月１日 
至 平成18年 ９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年 ４月１日 
至 平成18年 ３月31日） 

１．連結の範囲に関

する事項 

 

 

 

イ 連結子会社の数 ４社 

連結子会社の名称 

株式会社コンバムコ

ーポレーション 

株式会社秋田妙徳 

上海妙徳空覇睦貿易

有限公司 

妙徳韓国株式会社 

前連結会計年度におい

て非連結子会社であった

上海妙徳空覇睦貿易有限

公司及び妙徳韓国株式会

社は、重要性が増したこと

により当連結会計年度よ

り連結の範囲に含めてお

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 連結子会社の数 ２社 

連結子会社の名称 

上海妙徳空覇睦貿易

有限公司 

妙徳韓国株式会社 

 従来連結子会社であっ

た株式会社コンバムコー

ポレーションは、平成18年

４月１日に当社と合併し

たことにより、連結の範囲

から除いております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 連結子会社の数 ３社 

連結子会社の名称 

 株式会社コンバムコ

ーポレーション 

 上海妙徳空覇睦貿易

有限公司 

 妙徳韓国株式会社 

前連結会計年度におい

て非連結子会社であった

上海妙徳空覇睦貿易有限

公司及び妙徳韓国株式会

社は、重要性が増したこ

とにより当連結会計年度

より連結の範囲に含めて

おります。 

また、従来連結子会社で

あった株式会社秋田妙徳

は、平成17年10月に連結

子会社である株式会社コ

ンバムコーポレーション

と合併したことにより、

連結の範囲から除いてお

ります。 

 

 ２．連結子会社の中

間決算日（決算

日）等に関する

事項 

上海妙徳空覇睦貿易有限公

司及び妙徳韓国株式会社の中

間決算日は、６月30日でありま

す。中間連結財務諸表を作成す

るに当たっては同日現在の中

間財務諸表を使用し、中間連結

決算日との間に生じた重要な

取引については、連結上必要な

調整を行なっています。 

 

同左 

 

上海妙徳空覇睦貿易有限公

司及び妙徳韓国株式会社の決

算日は、12月31日であります。

連結財務諸表を作成するに当

たっては同日現在の財務諸表

を使用し、連結決算日との間に

生じた重要な取引については、

連結上必要な調整を行なって

います。 
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項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年 ４月１日 
至 平成17年 ９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年 ４月１日 
至 平成18年 ９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年 ４月１日 
至 平成18年 ３月31日） 

３．会計処理基準に

関する事項 

(1)重要な資産の評

価基準及び評価

方法 

 

 

 

イ 有価証券 

―――――― 

 

 

その他有価証券 

①時価のあるもの 

中間連結決会計期間

末日の市場価格等に基

づく時価法 

（評価差額は、全部資

本直入法により処理し、

売却原価は移動平均法

により算定) 

 

②時価のないもの 

移動平均法による原

価法によっております。

 

ロ たな卸資産 

月次総平均法による原

価法によっております。 

 

 

イ 有価証券 

満期保有目的の債権 

償却原価法（利息法） 

 

  その他有価証券 

  ①時価のあるもの 

中間連結会計期間末

日の市場価格等に基づ

く時価法 

（評価差額は、全部純

資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均

法により算定) 

 

 ②時価のないもの 

  同左 

 

 

ロ たな卸資産 

  同左 

 

 

 

 

イ 有価証券 

―――――― 

 

 

   その他有価証券 

①時価のあるもの 

連結会計年度末日の市

場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部資本

直入法により処理し、売

却原価は移動平均法によ

り算定) 

 

 

②時価のないもの 

 同左 

 

 

ロ たな卸資産 

  同左 

 

 

(2)重要な減価償却

資産の減価償却

の方法 

 

イ 有形固定資産 

主として国内連結会社

は、定率法（ただし、平成

10年４月１日以降取得の

建物（建物付属設備を除

く）については、定額法）

によっております。 

なお、主な耐用年数は以

下の通りであります。 

建物    17年～50年

機械装置  12年 

工具器具備品 

      ３年～10年

 

イ 有形固定資産 

  同左 

イ 有形固定資産 

  同左 

 

 ロ 無形固定資産 

定額法によっておりま

す。 

  ソフトウェア 

  (自社利用分) 

  社内における 

  利用可能期間  ５年 

 

ロ 無形固定資産 

同左 

ロ 無形固定資産 

 同左 

(3)重要な繰延資産

の処理方法 

 

 

商法施行規則に規定する

長期間で毎期均等償却し

ております。 

イ 社債発行費  ３年 

ロ 新株発行費  ３年 

 

旧商法施行規則に規定す

る 長期間で毎期均等償却

しております。 

イ 社債発行費  ３年 

ロ 新株発行費  ３年 

 

商法施行規則に規定する

長期間で毎期均等償却し

ております。 

イ 社債発行費  ３年 

ロ 新株発行費  ３年 
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項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年 ４月１日 
至 平成17年 ９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年 ４月１日 
至 平成18年 ９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年 ４月１日 
至 平成18年 ３月31日） 

(4)重要な引当金の計

上基準 

イ 貸倒引当金 

主として、売上債権、

貸付金等の貸倒損失に

備えるため、一般債権に

ついては貸倒実績率よ

り、貸倒懸念債権等特定

の債権については、個別

に回収可能性を勘案し、

回収不能見込額を計上

しております。 

 

ロ 賞与引当金 

従業員の賞与の支給に

備えるため、支給見込額

のうち当中間連結会計期

間に負担すべき金額を計

上しております。 

 

ハ 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備

えるため、当中間連結会

計期間末における退職給

付債務の見込額を計上し

ております。 

 

ニ 役員退職慰労引当金 

従来、役員の退任慰労

金の支給に備えるため、

役員退任慰労金規程に基

づく必要額を計上してお

りましたが、株式会社妙

徳は、平成17年６月24日

開催の株主総会におい

て、また、株式会社コン

バムコーポレーション

は、平成17年６月21日開

催の株主総会において、

役員退任慰労金制度の廃

止を決議するとともに、

役員の退任時に、役員退

任慰労金制度廃止日まで

の在任期間に応じた退任

慰労金を支給することを

決議しました。 

これに伴い、当該総会

までの期間に対応する役

員 退 任 慰 労 金 相 当 額

51,684千円を固定負債の

「その他」として計上し

ております。 

イ 貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ 賞与引当金 

同左 

 

 

 

 

 

ハ 退職給付引当金 

同左 

 

 

 

 

 

―――――― 

イ 貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ 賞与引当金 

従業員の賞与の支給に

備えるため、支給見込額

のうち当連結会計年度に

負担すべき金額を計上し

ております。 

 

ハ 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備

えるため、当連結会計年

度末における退職給付債

務の見込額を計上してお

ります。 

 

ニ 役員退職慰労引当金 

従来、役員の退任慰労

金の支給に備えるため、

役員退任慰労金規程に

基づく必要額を計上し

ておりましたが、株式会

社妙徳は、平成17年６月

24日開催の株主総会に

おいて、また、株式会社

コンバムコーポレーシ

ョンは、平成17年６月21

日開催の株主総会にお

いて、役員退任慰労金制

度の廃止を決議すると

ともに、役員の退任時

に、役員退任慰労金制度

廃止日までの在任期間

に応じた退任慰労金を

支給することを決議し

ました。 

これに伴い、当該総会

までの期間に対応する

役員退任慰労金相当額

40,234千円を固定負債

の「その他」として計

上しております。 
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項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年 ４月１日 
至 平成17年 ９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年 ４月１日 
至 平成18年 ９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年 ４月１日 
至 平成18年 ３月31日） 

(5)重要な外貨建ての

資産又は負債の本邦

通貨への換算の基準 

外貨建金銭債権債務は、

中間決算日の直物為替相場

により円貨に換算し、換算

差額は損益として処理して

おります。なお、在外子会

社等の資産及び負債は、中

間決算日の直物為替相場に

より円貨に換算し、収益及

び費用は期中平均相場によ

り円貨に換算し、換算差額

は資本の部における為替換

算調整勘定に含めておりま

す。 

外貨建金銭債権債務は、

中間決算日の直物為替相場

により円貨に換算し、換算

差額は損益として処理して

おります。なお、在外子会

社等の資産及び負債は、中

間決算日の直物為替相場に

より円貨に換算し、収益及

び費用は期中平均相場によ

り円貨に換算し、換算差額

は純資産の部における為替

換算調整勘定及び少数株主

持分に含めております。 

外貨建金銭債権債務は、

決算日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、換算差額

は損益として処理しており

ます。なお、在外子会社等

の資産及び負債は、決算日

の直物為替相場により円貨

に換算し、収益及び費用は

期中平均相場により円貨に

換算し、換算差額は資本の

部における為替換算調整勘

定に含めております。 

(6)重要なリース取引

の処理方法 

 

 リース物件の所有権が借

主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・

リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によって

おります。 

 

 同左  同左 

(7)その他中間連結財

務諸表（連結財務諸

表）作成のための重

要な事項 

消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会

計処理は税抜方式によってお

ります。 

 

消費税等の会計処理 

  同左 

 

消費税等の会計処理 

  同左 

 

４．中間連結キャッシ

ュ・フロー計算書(連

結キャッシュ・フロー

計算書）における資金

の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能

な現金及び容易に換金可能で

あり、かつ、価値の変動につい

て僅少なリスクしか負わない

取得日から３ヶ月以内に償還

期限の到来する短期投資から

なっております。 

 同左 同左 
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会計処理の変更 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年 ４月 1日 

     至 平成17年 ９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年 ４月 1日 
至 平成18年 ９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年 ４月 1日 

  至 平成18年 ３月31日） 

(固定資産の減損に係る会計基準) 

当中間連結会計期間から「固定資

産の減損に係る会計基準」（「固定

資産の減損に係る会計基準の設定に

関する意見書」（企業会計審議会 

平成14年８月９日））及び「固定資

産の減損に係る会計基準の適用指

針」（企業会計基準委員会 平成15

年10月31日 企業会計基準適用指針

第６号）を適用しております。 

これによる損益に与える影響はありま

せん。 

 

 

―――――― 

(固定資産の減損に係る会計基準) 

当連結会計年度から「固定資産の

減損に係る会計基準」（「固定資産

の減損に係る会計基準の設定に関す

る意見書」（企業会計審議会 平成

14年８月９日））及び「固定資産の

減損に係る会計基準の適用指針」

（企業会計基準委員会 平成15年10

月31日 企業会計基準適用指針第６

号）を適用しております。 

これによる損益に与える影響はありま

せん。 

 

 

―――――― 

(貸借対照表の純資産の表示に関す

る会計基準等) 

当中間連結会計期間から「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計

基準」（企業会計基準委員会 平成

17年12月９日企業会計基準第５号）

及び「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準等の運用指針」

（企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準摘要指針第８

号）を摘要しております。 

これによる損益に与える影響はあ

りません。 

なお、従来の「資本の部」の合計に

相当する金額は2,306,036千円であ

ります。 

中間連結財務諸表規則の改正によ

り、当中間連結会計期間における中

間連結財務諸表は、改正後の中間連

結財務諸表規則により作成しており

ます。 

 

―――――― 

 

―――――― 

（企業結合に係る会計基準等） 

当中間会計期間から、「企業結合

に係る会計基準」（企業会計審議会

平成15年10月31日）及び「事業分離

等に関する会計基準」（企業会計基

準委員会 平成17年12月27日 企業

会計基準第７号）並びに「企業結合

会計基準及び事業分離会計基準に関

する適用指針」（企業会計基準委員

会 平成17年12月27日 企業会計基

準適用指針第10号）を適用しており

ます。 

これによる損益に与える影響はあ

りません。 

 

 

―――――― 
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表示方法の変更 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年 ４月１日 
至 平成17年 ９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年 ４月１日 
至 平成18年 ９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年 ４月１日 
至 平成18年 ３月31日） 

(中間連結貸借対照表) 

 「建設仮勘定」は、前中間連結会

計期間まで、固定資産の「その他」

に含めて表示しておりましたが、当

中間期連結会計期間において資産の

総額の100分の５を超えたため区分

掲記しました。なお、前中間期連結

会計期間の「建設仮勘定」の金額は

3,296千円であります。 

(中間連結損益計算書) 

「社債発行費償却」は、前中間連

結会計期間まで営業外費用の「その

他」に含めておりましたが、当中間

連結会計期間に営業外費用の総額の

100分の10を超えたため区分掲記し

ました。なお、前中間連結会計期間

の「社債発行費償却」は、1,990千円

であります。 

 

 

―――――― 

 

―――――― 

 

追加情報 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年 4月 1日 
至 平成17年 9月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年 4月 1日 
至 平成18年 9月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年 4月 1日 
至 平成18年 3月31日） 

 
―――――― 

４月１日付けでグループの経営資源、

ノウハウの共有化と共に運営組織の効率

化を図るため生産子会社の㈱コンバムコ

ーポレーションと合併いたしました。組

織の再編成を行ったことに伴い、経営管

理部門、生産技術部門の業務について、

製造原価との対応関係を再検討した結

果、従来、販売費及び一般管理費として

処理していた51,754千円を、当期より製

造原価に算入することとしました。 

なお、従来の方法によった場合と比較

して、経常利益及び税引前中間純利益は

それぞれ9,082千円増加しております。

 

 
―――――― 
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（７）注記事項 

 (中間連結貸借対照表関係) 

前中間連結会計期間末 
（平成17年 ９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年 ９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成18年 ３月31日） 

 

※1 有形固定資産の減価償却累計額 

          734,456千円 

 

※2 担保資産及び担保付債務 

  担保に供している資産は次の

とおりであります。 

 

※1 有形固定資産の減価償却累計額

          774,593千円 

 

※2 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次の

とおりであります。 

 

※1 有形固定資産の減価償却累計額

           727,887千円 

 

※2 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次の

とおりであります。 

建物     278,339千円 

機械装置    40,295 〃 

土地     707,164 〃 

計     1,025,800千円 

 

担保付債務は次のとおりであ

ります。 

長期借入金   415,482千円 

一年間内返済予定長期借入金 

        130,916 〃 

計         546,398千円 

 

建物     254,778千円 

機械装置    33,279 〃 

土地     707,164 〃 

計      995,222千円 

 

担保付債務は次のとおりであ

ります。 

長期借入金   302,854千円

一年間内返済予定長期借入金

        122,916 〃

計         425,770千円

建物       268,059千円

機械装置     36,366 〃

土地      707,164 〃

計      1,011,591千円 

 

担保付債務は次のとおりであ

ります。 

長期借入金   354,024千円

一年間内返済予定長期借入金

        125,876 〃

計       479,900千円

 

3 手形割引高及び裏書譲渡高 

受取手形裏書 

譲渡高 
151,972 千円 

 

3  手形割引高及び裏書譲渡高 

受取手形裏書 

譲渡高 
256,083 千円

 

3 手形割引高及び裏書譲渡高 

受取手形裏書 

譲渡高 
250,227 千円

 
※4 

―――――― 

※4 中間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、当中間会計期間の末日

は金融機関の休日であったた

め、次の中間会計期間末日満期

手形が中間会計期間末日残高に

含まれております。 

受取手形     81,613千円 

支払手形     21,467千円 

 

※4 

―――――― 

 

※5 当社は、運転資金の効率的な調

達を行うため取引銀行４行と当

座貸越契約を締結しております。 

当中間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 
 

※5 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。

当中間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 
950,000 千円

借入実行残高 50,000 〃

差引額 900,000 千円

 

 

※5 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 40,000 〃

差引額 860,000 千円
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(中間連結損益計算書関係) 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年 ４月１日 
至 平成17年 ９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年 ４月１日 
至 平成18年 ９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年 ４月１日 
至 平成18年 ３月31日） 

※１ 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 60,658 千円 

給与手当 155,286 〃 

賞与引当金繰
入額 

20,441 〃 

役員退職慰労
引当金繰入額 

2,300 〃 

退職給付費用 5,105 〃 

研究開発費 61,544 〃 
 

※１ 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 57,942 千円

給与手当 168,682 〃 

賞与引当金繰
入額 

23,652 〃 

退職給付費用 4,646 〃 

研究開発費 46,865 〃 
 

※１ 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 118,258 千円

給与手当 347,558 〃 

賞与引当金繰
入額 

23,928 〃 

役員退職慰労
引当金繰入額 

2,300 〃 

退職給付費用 9,816 〃 

減価償却費 46,829 〃 

研究開発費 124,830 〃 
 

 

※２ ―――――― 

 

 

 

 

※２ 助成金収入の内訳は次のとお

りであります。 

  ＩＳＯ取得助成金   180千円

 

 

 

 

※２ 助成金収入の内訳は次のとお

りであります。 

産業再配置促進
事業環境整備費
補助金 

8,733千円 

 

※３ ―――――― ※３ ―――――― ※３ 固定資産売却益の内容は、次

のとおりであります。 

機械装置      124千円

 計        124千円

 

 

※４ 固定資産除却損の内容は、次

のとおりであります。 

建物及び構築物  3,371千円 

機械装置及び運搬具 111  〃 

その他      2,351 〃 

計       5,834千円 

 

 

※４ 固定資産除却損の内容は、次

のとおりであります。 

建物及び構築物  5,790千円

機械装置及び運搬具2,655 〃

その他       238 〃

計       8,684千円

 

 

※４ 固定資産除却損の内容は、次

のとおりであります。 

建物及び構築物  4,400千円

機械装置及び運搬具 296 〃 

その他      3,458 〃 

 計       8,155千円
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(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１．発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末 

普通株式（株） 8,285,000 ― ― 8,285,000

 

２．自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末 

普通株式（株） 269,000 900 ― 269,900

（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

単元未満株式の買取りによる増加 900株 

 

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 

平成18年６月23日 

定時株主総会 
普通株式 56,112 7.0 平成18年３月31日 平成18年６月26日

 

(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間後となるもの 

決議 株式の種類 配当の原資 
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 

平成18年11月９日 

取締役会 
普通株式 利益剰余金 36,067 4.5 平成18年９月30日 平成18年11月29日

 

 

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 
 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年 ４月 1日 
至 平成17年 ９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年 ４月 1日 
至 平成18年 ９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年 ４月 1日 
至 平成18年 ３月31日） 

現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間連結貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係 

 

現金及び預金     237,818千円 

短期貸付金（現先）   301,601 〃  

現金及び現金同等物  539,420千円 

 

現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間連結貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係 

 

現金及び預金     111,570千円 

現金及び現金同等物  111,570千円 

 

現金及び現金同等物の期末残高と

連結貸借対照表に掲記されている科

目の金額との関係 

 

現金及び預金     236,703千円 

現金及び現金同等物  236,703千円
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５．セグメント情報 

 

（１）事業の種類別セグメント情報 

 

前中間連結会計期間（自平成17年４月１日 至平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成18年４月１

日 至平成18年９月30日）及び前連結会計年度（自平成17年４月１日  至平成18年３月31日）において、当社

グループは真空機器及び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関連製品の開発、

製造及び販売を行っており、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。 

 

（２）所在地別セグメント情報 

 

前中間連結会計期間（自平成17年４月１日 至平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成18年４月１

日 至平成18年９月30日）及び前連結会計年度（自平成17年４月１日  至平成18年３月31日）において、全セ

グメントの売上高の合計に占める日本の割合が、いずれも90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記

載を省略しております。 

 

（３）海外売上高 

 

前中間連結会計期間（自 平成17年 ４月１日 至 平成17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） 127,408 50,581 22,320 200,310 

Ⅱ 連結売上高   （千円） － － － 1,200,102 
 

Ⅲ 海外売上高の連結売上高
に占める割合   （％） 10.6 4.2 1.9 16.7 

  （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 

   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。 

 

当中間連結会計期間（自 平成18年 ４月１日 至 平成18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） 297,501 39,548 24,016 361,066 

Ⅱ 連結売上高   （千円） － － － 1,521,671 
 

Ⅲ 海外売上高の連結売上高
に占める割合   （％） 19.5 2.6 1.5 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 

   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。 

 

前連結会計年度（自 平成17年 ４月１日 至 平成18年 ３月31日） 

 ア ジ ア 
  

北 米 
 

その他の地域 
 

計 
 

Ⅰ 海外売上高   （千円） 370,690 109,387 49,684 529,761 

Ⅱ 連結売上高   （千円） － － － 2,618,581 
 

Ⅲ 海外売上高の連結売上高
に占める割合   （％） 14.2 4.2 1.9 20.2 
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  （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。 
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６．リース取引関係 

 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年 ４月１日 
至 平成17年 ９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年 ４月１日 
至 平成18年 ９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年 ４月１日 
至 平成18年 ３月31日） 

１. リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引 

(1)リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額及び中間期

末残高相当額 

 
取 得 
価 額 
相当額 

減 価
償 却
累計額
相当額

中 間 
期 末 
残 高 
相当額 

 （千円） （千円）（千円） 

機械装置 14,185 6,405 7,780 

有形固定資産 
その他 

（工具器具備品） 
32,063 22,221 9,842 

無形固定資産 

（ｿﾌﾄｳｪｱ） 
93,274 71,252 22,022 

合計 139,524 99,878 39,645 

 

１. リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引 

(1)リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額及び中間期

末残高相当額 

 
取 得
価 額
相当額

減 価
償 却
累計額
相当額

中 間
期 末
残 高
相当額

（千円） （千円）（千円）

機械装置 14,185 8,555 5,630

有形固定資産
その他

（工具器具備品）
26,521 20,756 5,764

無形固定資産

（ｿﾌﾄｳｪｱ）
91,661 72,117 19,543

合計 132,368 101,429 30,938

 

１. リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引 

(1)リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額及び期末残

高相当額 

 
取 得 
価 額 
相当額 

減 価 
償 却 
累計額 
相当額 

期 末
残 高
相 当 額

（千円） （千円） （千円）

機械装置 14,185 7,480 6,705

有形固定資産
その他

（工具器具備品）
29,101 22,267 6,833

無形固定資産

（ｿﾌﾄｳｪｱ）
110,824 84,967 25,857

合計 154,112 114,715 39,396

 

(2)未経過リース料中間期末残高相

当額 

(2)未経過リース料中間期末残高相

当額 

(2)未経過リース料期末残高相当額

１年内      25,680千円 

１年超      16,368 〃  

合計       42,049千円 

 

１年内      17,094千円 

１年超      15,264 〃  

合計       32,358千円 

１年内      24,716千円 

１年超      16,612 〃  

合計       41,329千円 

(3)支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

 

(3)支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

(3)支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額 

支払リース料    14,596千円 

減価償却費相当額  13,892 〃  

支払利息相当額    701 〃  

支払リース料    14,705千円

減価償却費相当額  14,214 〃 

支払利息相当額    372 〃 

支払リース料     33,439千円 

減価償却費相当額   31,407 〃 

支払利息相当額    1,245 〃 

(4)減価償却費相当額の算定方法 

  リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によっ

ております。 

 

(4)減価償却費相当額の算定方法 

同左 

 

 

 

 

(4)減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(5) 利息相当額の算定方法 

   リース料総額とリース物件

の取得価額相当額との差額

を利息相当額とし、各期への

配分方法については利息法

によっております。 

 

 

(5)利息相当額の算定方法 

  同左 

 

 

 

 

(5)利息相当額の算定方法 

同左 
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７．有価証券関係 

  

（１）満期保有目的の債券で時価のあるもの    

     該当事項はありません。 

 

（２）その他有価証券で時価のあるもの    
 

前中間連結会計期間末 
（平成17年 ９月30日現在） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年 ９月30日現在） 

前連結会計年度末 
（平成18年 ３月31日現在） 

取得原価
中間連結 
貸借対照表 
計上額 

差額 取得原価
中間連結
貸借対照表
計上額 

差額 取得原価 
連結貸借 
対照表 
計上額 

差額 
 

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

株式 64,782 124,525 59,743 69,582 152,055 82,473 67,182 194,135 126,952

計 64,782 124,525 59,743 69,582 152,055 82,473 67,182 194,135 126,952

注） 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。 

なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て

減損処理を行い、30～50％程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額につ

いて減損処理を行っております。 

 

（３）時価評価されていない主な有価証券                               

 
前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日現在）

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日現在） 

前連結会計年度末 
（平成18年３月31日現在）

 
中間連結貸借 
対照表計上額 
（千円） 

中間連結貸借 
対照表計上額 
（千円） 

連結貸借 
対照表計上額 
（千円） 

その他有価証券  

非上場株式(店頭売買株式を除く) 1,350 1,350 1,350

計 1,350 1,350 1,350

 
 

８．デリバティブ取引関係 

前中間連結会計期間末（自 平成17年 ４月 1日 至 平成17年 ９月30日） 

当社グループはデリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。 

 

当中間連結会計期間末（自 平成18年 ４月 1日 至 平成18年 ９月30日） 

当社グループはデリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。 

 

前連結会計年度末（自 平成17年 ４月 1日 至 平成18年 ３月31日現在） 

当社グループはデリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。 
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９．１株当たり情報 

 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年 ４月１日 
  至 平成17年 ９月30日) 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年 ４月１日 
  至 平成18年 ９月30日) 

前連結会計年度 
（自 平成17年 ４月１日 
  至 平成18年 ３月31日) 

１株当たり純資産額 264.03円 

１株当たり中間純利益 11.68円 

なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益については、希薄化効果を有

している潜在株式が存在しないため記

載しておりません。 

 

１株当たり純資産額 287.71円

１株当たり中間純利益 13.50円

潜在株式調整後 

１株当たり中間純利益 
13.45円

 
 
 
 

１株当たり純資産額 284.51円

１株当たり当期純利益 27.28円

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益 
27.25円

 
 
 
 

当社は、平成17年５月17日付で株式１

株につき２株の株式分割を行っておりま

す。 

 なお、当該株式分割が前期首に行われ

たと仮定した場合における１株当たり情

報の各数値はそれぞれ以下のとおりであ

ります。 

前中間連結 

会計期間 
前連結会計年度 

１株当たり純資産額 

189.84円 

１株当たり中間純 

利益 

         19.70円 

なお、潜在株式調

整後１株当たり中

間純利益について

は、潜在株式が存在

しないため記載し

ておりません。 

１株当たり純資産額 

256.48円 

１株当たり当期純

利益 

19.82円 

なお、潜在株式調

整後１株当たり当

期純利益について

は、潜在株式が存在

しないため記載し

ておりません。 
 

 当社は、平成17年５月17日付で株式１

株につき２株の株式分割を行っていま

す。 

なお、当該株式分割が前期首に行われ

たと仮定した場合における１株当たり

情報の各数値はそれぞれ以下のとおり

であります。 

 

前連結会計年度 

１株当たり純資産額 256.48円

１株当たり当期純利益 19.82円

なお、潜在株式調整後１株当たり当期

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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(注) 算定上の基礎 

１. １株当たり純資産額 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年 ４月１日 
至 平成17年 ９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年 ４月１日 
至 平成18年 ９月30日)

前連結会計年度 
(自 平成17年 ４月１日 
至 平成18年 ３月31日)

中間連結貸借対照表の 

純資産の部の合計額      （千円） 
― 2,306,036 ―

 普通株式に係る純資産額    （千円） ― 2,306,036

 普通株式の発行済株式数    （千株） ― 8,285 ―

 普通株式の自己株式数     （千株） ― 269 ―

 １株当たり純資産の算定に用いられた 

普通株式の数         （千株） 
― 8,015 ―

 

 

２.  １株当たり中間（当期）純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年 ４月１日 
至 平成17年 ９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年 ４月１日 
至 平成18年 ９月30日)

前連結会計年度 
(自 平成17年 ４月１日 
至 平成18年 ３月31日)

中間連結損益計算書上の中間（当期）純利

益              （千円） 
94,459 108,233 220,099

普通株式に係る中間(当期)純利益（千円） 94,459 108,233 220,099

普通株式の期中平均株式数   （千株） 8,085 8,015 8,066

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純

利益の算定に用いられた普通株式増加数の

主要な内訳          （千株） 

新株予約権 ― 30 9

普通株式増加数 ― 30 9

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後1株当たり中間（当期）純利益の算定

に含めなかった潜在株式の概要 

新株予約権方式による

ストックオプション 

（新株予約権 196個） 

― ―
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１０．重要な後発事象 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年 ４月１日 
 至 平成17年 ９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年 ４月１日 

  至 平成18年 ９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年 ４月１日 
至 平成18年 ３月31日） 

連結子会社の合併 

 平成17年10月１日を期日として、国内

の製造拠点を再編し、経営資源・ノウ

ハウの共有化を図るとともに、運営組

織の業務の効率化を行うため、連結子

会社である株式会社コンバムコーポレ

ーションと株式会社秋田妙徳（いずれ

も当社の100％所有）を合併いたしまし

た。 

１ 合併の日程 

(1) 合併契約書承認取締役会 

平成17年７月５日 

(2) 合併契約書調印 

平成17年７月７日 

(3) 合併契約書承認臨時株主総会 

株式会社コンバムコーポレーショ

ン 

平成17年８月９日 

株式会社秋田妙徳 

平成17年８月10日 

(4) 合併期日 平成17年10月１日 

(5) 合併登記 平成17年10月１日 

２ 合併方式 

  株式会社コンバムコーポレーション

を存続会社とする吸収合併方式で、

株式会社秋田妙徳は解散します。

（株式会社秋田妙徳は合併会社の秋

田事業所となりました。） 

 

連結子会社との合併 

 平成17年11月10日開催の取締役会にお

いて、平成18年４月１日（予定）を期

日として、グループの経営資源・ノウ

ハウの共有化を図るとともに、運営組

織の業務の効率化を図るため、当社と

株式会社コンバムコーポレーション

（当社の100％所有）と合併することを

決定いたしました。 

１ 合併の日程（予定） 

(1) 合併契約書承認取締役会 

平成17年12月12日 

(2) 合併契約書調印 

平成17年12月12日 

(3) 合併契約書承認株主総会 

平成17年12月12日 

(4) 合併期日 平成18年４月１日 

(5) 合併登記 平成18年４月１日 

２ 合併方式 

株式会社妙徳を存続会社とする吸収

合併方式で、株式会社コンバムコーポ

レーションは解散します。（株式会社

コンバムコーポレーションは合併会

社の岩手事業所となります。） 

 

―――――― 
連結子会社との合併 

 当社は、グループの経営資源・ノウハ

ウの共有化とともに、運営組織の業務

の効率化を図るため、株式会社コンバ

ムコーポレーション（当社の100％所

有）を平成18年４月１日付けにて吸収

合併いたしました。 

１ 合併期日 

  平成18年４月１日 

２ 合併の形式 

  当社を存続会社とし株式会社コンバ

ムコーポレーションを解散会社とす

る吸収合併とし、合併による新株の

発行及び資本金の増加は行ないませ

ん。 

３ 財産の引継 

  合併期日において株式会社コンバム

コーポレーションの資産・負債及び

権利義務の一切を引継ぐ。 

４ 被合併会社の概要 

(1) 事業内容 

真空機器製造販売 

(2) 売上高（平成18年３月期） 

1,208,107千円 

(3) 当期純利益（平成18年３月期） 

62,029千円 

(4) 総資産（平成18年３月末） 

1,678,164千円 

(5) 株主資本（平成18年３月末） 

715,578千円 

(6) 従業員（平成18年３月末） 

46名 
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１１．生産、受注及び販売の状況 

（１）生産実績 

  当中間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。 

前中間連結会計期間 
   （自 平成17年４月１日 
  至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間 
  （自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日) 

比較増減 
事業の種類別セグメントの名称 

金額 
(千円） 

金額 
 (千円） 

金額 
 (千円） 

前年同期比
（％） 

真空機器及び関連製品 432,636 570,509 137,872 131.9 

 （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 

  当中間連結会計期間における受注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。 

前中間連結会計期間 
   （自 平成17年４月１日 
  至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間 
  （自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日) 

比較増減 
事業の種類別セグメントの名称 

受注高 
 (千円） 

受注残高 
 (千円） 

受注高 
 (千円） 

受注残高 
 (千円） 

受注高 
 (千円） 

受注残高 
(千円） 

真空機器及び関連製品 1,302,773 110,354 1,425,772 114,443 122,998 4,088 

   (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 

当中間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。 

前中間連結会計期間 
  （自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
  （自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日) 

比較増減 
事業の種類別セグメントの名称 

金額 
(千円） 

金額 
 (千円） 

金額 
 (千円） 

前年同期比
（％） 

真空機器及び関連製品 1,200,102 1,521,671 321,569 126.8 

 (注) 1．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

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 

   前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 

相手先 
販売高 
（千円） 

割合 
(％) 

販売高 
（千円） 

割合 
(％) 

株 式 会 社 日 伝 267,739 22.3 341,921 22.4 

ダ イ ド ー 株 式 会 社 125,933 10.5 136,794 8.9 

シーケーディ株式会社 108,185 9.0 101,975 6.7 

(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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