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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第2四半期 1,483 ― 198 ― 204 ― 115 ―

20年3月期第2四半期 1,509 △0.8 221 △3.6 217 △3.7 121 12.0

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年3月期第2四半期 14.40 ―

20年3月期第2四半期 15.12 15.12

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期第2四半期 4,103 2,578 62.8 321.47
20年3月期 4,115 2,507 60.9 312.67

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  2,578百万円 20年3月期  2,507百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 4.50 ― 4.50 9.00
21年3月期 ― 2.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 2.00 4.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期純

利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 2,608 △13.6 160 △64.9 162 △63.1 84 △64.6 10.51

4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

[(注) 詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。]  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（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に記載されるもの） 

[(注) 詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。]  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．上記の業績予想につきましては、平成20年５月12日に公表した内容から変更しております。詳細につきましては、平成20年10月28日付の「業績予想の修正に関する
お知らせ」をご参照下さい。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第
14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
３．上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の実績等は、業績の変化等によ
り、上記予想数値と異なる場合があります。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期  8,285,000株 20年3月期  8,285,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  264,677株 20年3月期  263,900株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  8,020,569株 20年3月期第2四半期  8,016,838株
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・定性的情報・財務諸表等 

当第２四半期におけるわが国経済は、サブプライムローン問題に端を発した米国金融危機が景気に深刻
な影響をあたえ、米国、欧州、新興国経済にも減速感が強まり、原油価格は落ち着きを取り戻したもの
の、原材料の高騰等企業を取り巻く環境悪化によって、輸出主体の企業業績が低迷し、所得の伸び悩みに
よる個人消費の停滞により、景気は後退色を強める状況下にありました。 
当業界におきましては、景気減速感が深まる環境下、堅調さを維持した民間設備投資にも陰りが広が

り、需要は減退し受注・出荷額ともに昨年実績を下回りました。 
このような環境下で、当社グループは、販売面ではタイ国に設立した販売現地法人の販路の開拓、既存

海外販売現地法人営業拠点の拡充、サービス体制の充実による海外販売網の強化等、積極的に海外の需要
の掘り起しを図ると共に、液晶パネル等の搬送用エア浮上ユニット(CONFLOAT)の市場ニーズへの対応を図
り拡販を推進し、生産面では秋田事業所における新工場の建設による生産性の向上、工程改善等による納
期短縮・原価低減に取り組みました。 
この結果、当第２四半期の業績につきましては、連結売上高は1,483,269千円(前年同期比98.3%)とな

り、連結経常利益は204,322千円(前年同期比93.8%)、連結四半期純利益は115,533千円(前年同期比95.3%)
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 
大幅な需要増があった前年同期に対し受注が減少したことにより、売上高は、1,409,317千円となりま

した。営業利益については、販売費及び一般管理費の増加もあって、180,246千円となりました。 
② 韓国 
売上高は、半導体市場の受注減もあり143,092千円となりました。営業利益については、13,451千円と

なりました。 
③ その他 
売上高は、中国市場における販売増などにより56,611千円となりました。営業利益については、10,428

千円となりました。 

  

(1) 資産、負債及び純資産の状況  

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30,964千円減少し、
1,837,899千円となりました。これは、主として現金及び預金が106,452千円、たな卸資産が94,176千円
増加したのに対し、受取手形及び売掛金が26,917千円、有価証券が202,386千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て19,743千円増加し、2,266,019千円となりました。これは、

主として有形固定資産が45,766千円減少したのに対し、投資その他の資産が56,163千円増加したことに
よります。 
この結果、資産合計は、前連結会計年度末に比べ11,221千円減少し、4,103,919千円となりました。 
流動負債は、44,910千円減少し、780,528千円となりました。これは主として支払手形及び買掛金が

9,474千円増加したのに対し、未払法人税等が57,467千円減少したことによります。 
固定負債は36,641千円減少し、745,089千円となりましたが、これは主として長期借入金が46,824千

円減少したことによります。 
この結果、負債合計は、81,552千円減少し、1,525,617千円となりました。 
純資産は、前連結会計年度末に比べて70,330千円増加し2,578,301千円となりました。主として利益

剰余金が79,438千円増加し、評価・換算差額合計が8,913千円減少したことによります。 
その結果、自己資本比率は62.8％となりました。 

(2) 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、前連結会計年度
末に比べ88,302千円増加し、388,421千円となりました。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201,817千円に加え、減価償却費93,440千円、売上債権の減少額20,696
千円、仕入債務の増加額17,052千円等の増加要因に対し、たな卸資産の増加額97,895千円、法人税等
の支払額138,330千円等の減少要因により83,445千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 
有価証券の償還による収入352,737千円の増加要因に対し、有価証券の取得による支出150,000千

円、有形固定資産の取得による支出40,450千円等の減少要因により103,403千円の資金収入となりま
した。 

1. 連結経営成績に関する定性的情報

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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③ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

長期借入れによる収入100,000千円の増加要因に対し、長期借入金の返済による支出153,510千円及
び配当金の支払額36,291千円等の減少要因により89,995千円の資金支出となりました。 

  

当第２四半期連結累計期間の業績は対前年同期比若干の減収減益となりましたが、今後の見通しにつき
ましては、景気後退がさらに深まる国際的な経済環境下、国内外のＩＴ関連分野及び自動車関連市場の設
備投資需要の減退により市場が更に縮小するものと予測されます。また、急激な円高により海外子会社の
損益が悪化する可能性があります。この様な環境下、主要製品である真空機器（コンバム）において大口
顧客の需要減少、同業他社との競合が激化し、販売数量、販売価格両面でより厳しい状況となり、経営環
境は従来にない厳しいものとなることが予想されるため、通期の業績予想については、平成20年5月12日
に平成20年3月期決算短信において公表いたしました業績予想の修正を平成20年10月28日に公表いたしま
した。 

  
  

該当事項はありません。 
  

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。 

  

① 当第１四半期連結会計期間より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び
「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しておりま
す。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  
② 「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第
９号）を当第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の
低下による簿価切下げの方法）に変更しております。 

  なお、これによる損益に与える影響は軽微であります。 

  

③ 「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計基準委員会
平成18年５月17日 実務対応報告第18号）を当第１四半期連結会計期間から適用し、連結決算上必要
な修正を行っております。 

  なお、これによる損益に与える影響はありません。 

  

3. 連結業績予想に関する定性的情報

4. その他
(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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5. 【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20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20年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 440,972 334,519 

受取手形及び売掛金 912,639 939,557 

有価証券 － 202,386 

製品 231,720 172,693 

仕掛品 78,343 70,164 

原材料 122,868 95,897 

繰延税金資産 20,986 29,477 

その他 30,693 24,441 

貸倒引当金 △323 △273 

流動資産合計 1,837,899 1,868,864 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物 1,232,931 1,228,679 

減価償却累計額 △416,267 △388,479 

建物及び構築物（純額） 816,664 840,200 

機械装置及び運搬具 531,670 515,715 

減価償却累計額 △331,890 △312,078 

機械装置及び運搬具（純額） 199,779 203,637 

土地 713,742 731,399 

その他 331,619 309,998 

減価償却累計額 △251,558 △229,222 

その他（純額） 80,060 80,776 

有形固定資産合計 1,810,247 1,856,013 

無形固定資産 94,000 84,655 

投資その他の資産 

投資有価証券 147,130 125,969 

繰延税金資産 47,263 46,868 

その他 167,377 132,768 

投資その他の資産合計 361,770 305,607 

固定資産合計 2,266,019 2,246,276 

資産合計 4,103,919 4,115,140 
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（単位：千円） 

当第２四半期連結会計期間末 
(平成20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20年３月31日) 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 141,276 131,801 

1年内返済予定の長期借入金 295,174 301,860 

未払法人税等 84,314 141,781 

賞与引当金 56,404 60,414 

その他 203,359 189,581 

流動負債合計 780,528 825,439 

固定負債 

長期借入金 604,476 651,300 

退職給付引当金 109,629 99,596 

その他 30,984 30,834 

固定負債合計 745,089 781,730 

負債合計 1,525,617 1,607,170 

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 901,130 821,692 

自己株式 △43,957 △43,763 

株主資本合計 2,551,063 2,471,820 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 32,787 28,224 

為替換算調整勘定 △5,550 7,926 

評価・換算差額等合計 27,237 36,150 

純資産合計 2,578,301 2,507,970 

負債純資産合計 4,103,919 4,115,140 
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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） 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

売上高 1,483,269 

売上原価 681,346 

売上総利益 801,923 

販売費及び一般管理費 603,234 

営業利益 198,688 

営業外収益 

受取利息 512 

受取配当金 2,153 

受取地代家賃 907 

助成金収入 12,328 

その他 2,135 

営業外収益合計 18,037 

営業外費用 

支払利息 7,272 

売上割引 145 

為替差損 4,131 

その他 854 

営業外費用合計 12,403 

経常利益 204,322 

特別利益 

特別利益合計 － 

特別損失 

固定資産除却損 106 

災害による損失 2,397 

特別損失合計 2,504 

税金等調整前四半期純利益 201,817 

法人税、住民税及び事業税 81,359 

法人税等調整額 4,924 

法人税等合計 86,284 

四半期純利益 115,533 
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【第２四半期連結会計期間】 

（単位：千円） 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
至 平成20年９月30日) 

売上高 770,947 

売上原価 366,871 

売上総利益 404,076 

販売費及び一般管理費 299,895 

営業利益 104,181 

営業外収益 

受取利息 473 

受取配当金 350 

受取地代家賃 478 

助成金収入 12,328 

その他 1,430 

営業外収益合計 15,061 

営業外費用 

支払利息 3,508 

売上割引 72 

為替差損 514 

その他 613 

営業外費用合計 4,708 

経常利益 114,534 

特別利益 

特別利益合計 － 

特別損失 

固定資産除却損 46 

災害による損失 2,397 

特別損失合計 2,444 

税金等調整前四半期純利益 112,089 

法人税、住民税及び事業税 32,181 

法人税等調整額 20,610 

法人税等合計 52,791 

四半期純利益 59,297 

㈱妙徳（6265）平成21年３月期 第２四半期決算短信

― 7 ―



(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円） 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月1日 
至 平成20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 201,817 

減価償却費 93,440 

固定資産除却損 106 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 97 

賞与引当金の増減額（△は減少） △4,017 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 10,368 

受取利息及び受取配当金 △2,666 

支払利息 7,272 

売上債権の増減額（△は増加） 20,696 

仕入債務の増減額（△は減少） 17,052 

たな卸資産の増減額（△は増加） △97,895 

未払金の増減額（△は減少） 5,601 

その他 △28,576 

小計 223,299 

利息及び配当金の受取額 2,666 

利息の支払額 △7,269 

法人税等の還付額 3,079 

法人税等の支払額 △138,330 

営業活動によるキャッシュ・フロー 83,445 

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 △20,673 

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 △2,400 

有形固定資産の取得による支出 △40,450 

無形固定資産の取得による支出 △24,742 

子会社株式の取得による支出 △11,067 

投資活動によるキャッシュ・フロー 103,403 

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 100,000 

長期借入金の返済による支出 △153,510 

自己株式の取得による支出 △194 

配当金の支払額 △36,291 

財務活動によるキャッシュ・フロー △89,995 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △8,550 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 88,302 

現金及び現金同等物の期首残高 300,118 

現金及び現金同等物の四半期末残高 388,421 
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結

財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

該当事項はありません。 

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20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。 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

 
（注） 国又は地域は、国ごとに区分しております。  

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

 
（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。 

  

該当事項はありません。 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

【所在地別セグメント情報】

日本 
(千円)

韓国
(千円)

その他
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結
(千円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

1,290,952 141,605 50,712 1,483,269 ― 1,483,269

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

118,365 1,487 5,899 125,751 (125,751) ―

計 1,409,317 143,092 56,611 1,609,021 (125,751) 1,483,269

営業利益(又は営業損失) 180,246 13,451 10,428 204,126 (5,438) 198,688

【海外売上高】

アジア 北米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 343,165 44,263 26,078 413,507

Ⅱ 連結売上高(千円) ─ ─ ─ 1,483,269

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

23.1 3.0 1.8 27.9

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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「参考」 

前四半期にかかる財務諸表 

(1)（要約）前四半期連結損益計算書 

                                  (単位：千円） 

 
  

前第２四半期連結累計期間
(自 平成19年４月１日 
 至 平成19年９月30日)

区分 金  額
百分比 
(％)

Ⅰ 売上高 1,509,024 100.0

Ⅱ 売上原価 689,656 45.7

   売上総利益 819,368 54.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費 597,730 39.6

   営業利益 221,637 14.7

Ⅳ 営業外収益 7,290 0.5

Ⅴ 営業外費用 11,187 0.8

   経常利益 217,741 14.4

Ⅵ 特別利益 1,769 0.1

Ⅶ 特別損失 145 0.0

  税金等調整前四半期純利益 219,365 14.5

   税金費用 98,117 6.5

  四半期純利益 121,248 8.0
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(2)（要約）前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19年４月１日
至 平成19年９月30日)

区分 金  額

Ⅰ 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 219,365

   減価償却費 87,977

   固定資産除却損 145

   賞与引当金の増加額 19,459

   退職給付引当金の増加額 5,681

   受取利息及び受取配当金 △2,421

   支払利息 7,986

   売上債権の増加額 △19,898

   仕入債務の増加額 63,006

   たな卸資産の減少額 56,994

   未払金の減少額 △22,209

   長期未払金の減少額 △10,400

   その他 △35,012

   小計 370,675

   利息及び配当金の受取額 2,421

   利息の支払額 △8,381

   法人税等の還付による収入 4,635

   法人税等の支払額 △62,164

  営業活動によるキャッシュ・フロー 307,186

Ⅱ 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 △19,681

   定期預金の払戻による収入 19,350

   有価証券の償還による収入 100,526

   投資有価証券の取得による支出 △2,400

   有形固定資産の取得による支出 △37,818

   無形固定資産の取得による支出 △11,572

  投資活動によるキャッシュ・フロー 48,403

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

   短期借入金の返済による支出 △40,000

   長期借入れによる収入 300,000

   長期借入金の返済による支出 △159,073

   社債の償還による支出 △122,500

   自己株式の売却による収入 2,040

   配当金の支払額 △35,766

  財務活動によるキャッシュ・フロー △55,299

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 1,696

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 301,987

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 224,349

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 526,337
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