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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第2四半期 970 △34.6 31 △83.9 48 △76.1 20 △82.5

21年3月期第2四半期 1,483 ― 198 ― 204 ― 115 ―

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

22年3月期第2四半期 2.52 ―

21年3月期第2四半期 14.40 ―

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

22年3月期第2四半期 4,048 2,500 61.8 311.75
21年3月期 3,885 2,487 64.0 310.12

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  2,500百万円 21年3月期  2,487百万円

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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 2.00 ― 1.00 3.00

22年3月期 ― ―

22年3月期 
（予想）

― 3.00 3.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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 2,051 △13.3 157 △3.2 173 13.8 108 44.3 13.50
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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）  有  

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

(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、４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、４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 

 平成22年３月期の連結業績予想は、本資料発表日現在における入手可能な情報に基づき判断した予想であり、実際の業績は業況の変化等により異な
る場合がありますのでご承知おきください。 

新規 1社 （社名 CONVUM(THAILAND)Co.,Ltd. ） 除外 ―社 （社名 ）

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） 22年3月期第2四半期 8,285,000株 21年3月期  8,285,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  264,677株 21年3月期  264,677株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 8,020,323株 21年3月期第2四半期 8,016,838株

―2―



当第２四半期連結会計期間におけるわが国経済は、一部に景況感の改善が見られるものの雇用情勢の悪
化、デフレ懸念など、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。 
このような環境下で、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、拡販を行いました。利益面では、操業時間の短縮、工程改善等による原価低減に引き続き取
り組み、売上原価の改善を図りました。 
この結果、当第２四半期連結累計期間の業績につきましては、連結売上高は970,413千円(前年同期比

65.4%)となり、連結経常利益は48,849千円(前年同期比23.9%)、連結四半期純利益は20,246千円(前年同期
比17.5%)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 
当社製品の主要なユーザーが属する産業機械業界の大幅な需要減退の影響により、売上高は、962,335

千円(前年同期比68.3％）となりました。営業利益については、原価低減に取り組み38,525千円(前年同期
比21.4％）となりました。 
② 韓国 
売上高は、半導体業界の需要減退の影響により52,397千円（前年同期比36.6％）となりました。営業利

益については、822千円（前年同期比6.1％）となりました。 
③ その他 
売上高は、アジア市場における大幅な需要減退の影響などにより33,423千円（前年同期比59.0％）とな

りました。営業利益については、5,653千円の損失（前年同期は10,428千円の利益）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248,714千円増加し、
1,965,613千円となりました。これは、主として現金及び預金が290,606千円、受取手形及び売掛金が
103,915千円増加したのに対し、たな卸資産が132,682千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84,989千円減少し、2,083,216千円となりました。これは、主

として有形固定資産が51,156千円、投資その他の資産が21,877千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163,724千円増加し、4,048,830千円となりました。
流動負債は、前連結会計年度末に比べ178,590千円増加し、609,587千円となりました。これは主とし

て未払法人税等が75,933千円、１年内返済予定の長期借入金が63,804千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27,944千円減少し、938,889千円となりました。これは主として

長期借入金が35,420千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150,646千円増加し、1,548,477千円となりました。
純資産は、前連結会計年度末に比べ13,078千円増加し、2,500,352千円となりました。主として評

価・換算差額等合計が10,627千円増加したことによります。 
その結果、自己資本比率は61.8％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57,925千円減少し、586,699千円となりました。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52,921千円に加え、減価償却費72,327千円、法人税等の還付による収入
65,704千円、たな卸資産の減少138,364千円等の増加要因に対し、売上債権の増加103,451千円等の減
少要因により256,920千円の資金収入(前年同期比307.8％）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52,556千円等の増加要因に対し、定期預金の預入による支出397,944千

円等の減少要因により352,452千円の資金支出(前年同期は103,403千円の資金収入）となりました。 

・定性的情報・財務諸表等

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

㈱妙徳(6265)平成22年3月期 第2四半期決算短信

―3―



  

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

長期借入による収入200,000千円の増加要因に対し、長期借入金の返済による支出171,616千円及び
配当金の支払8,634千円の減少要因により19,749千円の資金収入(前年同期は89,995千円の資金支出）
となりました。 

  

連結業績予想の修正につきましては、平成21年10月９日に開示しております「業績予想の修正に関する
お知らせ」をご参照ください。 
 今後、業績予想に関して修正の必要が生じた場合には、速やかに開示してまいります。 

  
  

当第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。 

  

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。 

  

 該当事項はありません。 

  

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21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 987,788 697,181

受取手形及び売掛金 654,346 550,431

製品 129,196 192,001

仕掛品 43,873 69,138

原材料 72,471 117,082

繰延税金資産 42,009 4,109

その他 36,033 87,051

貸倒引当金 △104 △96

流動資産合計 1,965,613 1,716,899

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,225,627 1,225,761

減価償却累計額 △462,488 △439,292

建物及び構築物（純額） 763,139 786,469

機械装置及び運搬具 532,238 530,489

減価償却累計額 △369,688 △352,075

機械装置及び運搬具（純額） 162,550 178,413

土地 713,742 713,742

その他 321,239 334,557

減価償却累計額 △272,723 △274,076

その他（純額） 48,515 60,480

有形固定資産合計 1,687,948 1,739,105

無形固定資産 74,769 86,725

投資その他の資産   

投資有価証券 133,046 135,908

繰延税金資産 37,781 37,886

その他 149,670 168,579

投資その他の資産合計 320,498 342,375

固定資産合計 2,083,216 2,168,206

資産合計 4,048,830 3,885,105
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 68,840 59,653

1年内返済予定の長期借入金 376,614 312,810

未払法人税等 76,682 749

賞与引当金 16,273 －

その他 71,176 57,783

流動負債合計 609,587 430,996

固定負債   

長期借入金 791,408 826,828

退職給付引当金 116,298 109,022

その他 31,183 30,984

固定負債合計 938,889 966,834

負債合計 1,548,477 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 847,057 844,606

自己株式 △43,957 △43,957

株主資本合計 2,496,991 2,494,540

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 27,948 24,504

為替換算調整勘定 △24,587 △31,771

評価・換算差額等合計 3,361 △7,266

少数株主持分 － －

純資産合計 2,500,352 2,487,274

負債純資産合計 4,048,830 3,885,105
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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20年４月１日 
  至 平成20年９月30日) 

当第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) 

売上高 1,483,269 970,413

売上原価 681,346 548,515

売上総利益 801,923 421,898

販売費及び一般管理費 603,234 389,995

営業利益 198,688 31,903

営業外収益   

受取利息 512 1,188

受取配当金 2,153 2,067

受取地代家賃 907 2,183

助成金収入 12,328 16,801

保険解約返戻金 － 3,200

その他 2,135 3,078

営業外収益合計 18,037 28,520

営業外費用   

支払利息 7,272 9,071

売上割引 145 －

為替差損 4,131 1,967

その他 854 535

営業外費用合計 12,403 11,573

経常利益 204,322 48,849

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 106 1,623

災害による損失 2,397 －

特別損失合計 2,504 1,623

税金等調整前四半期純利益 201,817 52,921

法人税、住民税及び事業税 81,359 74,336

法人税等調整額 4,924 △39,588

法人税等合計 86,284 34,748

少数株主利益 － △2,073

四半期純利益 115,533 20,246
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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20年７月１日 
  至 平成20年９月30日) 

当第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) 

売上高 770,947 461,880

売上原価 366,871 221,055

売上総利益 404,076 240,825

販売費及び一般管理費 299,895 185,162

営業利益 104,181 55,663

営業外収益   

受取利息 473 499

受取配当金 350 376

受取地代家賃 478 1,237

助成金収入 12,328 15,864

為替差益 － 218

その他 1,430 2,705

営業外収益合計 15,061 20,903

営業外費用   

支払利息 3,508 4,830

売上割引 72 －

為替差損 514 －

その他 613 260

営業外費用合計 4,708 5,091

経常利益 114,534 71,475

特別利益   

特別利益合計 － －

特別損失   

固定資産除却損 46 1,610

災害による損失 2,397 －

特別損失合計 2,444 1,610

税金等調整前四半期純利益 112,089 69,865

法人税、住民税及び事業税 32,181 42,904

法人税等調整額 20,610 △10,912

法人税等合計 52,791 31,991

四半期純利益 59,297 37,873
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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) 

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 52,921

減価償却費 93,440 72,327

投資有価証券売却損益（△は益） － △4,894

固定資産除却損 106 1,623

貸倒引当金の増減額（△は減少） 97 4

賞与引当金の増減額（△は減少） △4,017 16,273

退職給付引当金の増減額（△は減少） 10,368 7,191

受取利息及び受取配当金 △2,666 △3,255

支払利息 7,272 9,071

売上債権の増減額（△は増加） 20,696 △103,451

仕入債務の増減額（△は減少） 17,052 7,155

たな卸資産の増減額（△は増加） △97,895 138,364

未払金の増減額（△は減少） 5,601 △18,012

その他 △28,576 25,439

小計 223,299 200,758

利息及び配当金の受取額 2,666 3,255

利息の支払額 △7,269 △8,959

法人税等の還付額 3,079 65,704

法人税等の支払額 △138,330 △3,838

営業活動によるキャッシュ・フロー 83,445 256,920

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 △397,944

定期預金の払戻による収入 － 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 △2,400 △4,551

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 △40,450 △3,528

無形固定資産の取得による支出 △24,742 △6,088

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 △352,452

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 100,000 200,000

長期借入金の返済による支出 △153,510 △171,616

自己株式の取得による支出 △194 －

配当金の支払額 △36,291 △8,634

財務活動によるキャッシュ・フロー △89,995 19,749

現金及び現金同等物に係る換算差額 △8,550 1,306

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 88,302 △74,475
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（単位：千円）

前第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) 

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 388,421 586,699
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該当事項はありません。 

  

前第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)及び当第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)並びに前第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)及び当第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。 

  

前第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) 

  

 
(注) 国又は地域は、国ごとに区分しております。 

  

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

  

 
(注) 国又は地域は、国ごとに区分しております。 

  

(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

661,429 82,704 26,813 770,947 ― 770,947

  (2) セグメント間の内部 
      売上高又は振替高

46,726 638 4,964 52,330 (52,330) ―

計 708,156 83,343 31,777 823,277 (52,330) 770,947

営業利益 92,518 6,215 5,071 103,805 375 104,181

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

414,902 27,243 19,734 461,880 ― 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 458,467 30,661 20,215 509,345 (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
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前第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21年４月１日 至 平成21年９月30日) 

  

 
(注) 国又は地域は、国ごとに区分しております。 

  

前第２四半期連結会計期間(自 平成20年７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。 

  

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 180,246 13,451 10,428 204,126 (5,438) 198,688

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

892,425 46,569 31,418 970,413 ― 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 962,335 52,397 33,423 1,048,156 (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

【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) 203,736 24,069 10,866 238,673

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― ― 770,947

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

26.4 3.1 1.4 31.0
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当第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) 

  

 
(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。 

  

当第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) 

  

 
(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。 

  

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

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

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
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   該当事項はありません。 

  

当第２四半期連結会計(累計)期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日) 
  
１ 発行済株式に関する事項 

 
  

  

２ 自己株式に関する事項 

 
  

  
３ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

 
  
 (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。 

  

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

(株主資本等関係)

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

株式の種類
当第２四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 264,677

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
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