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1. 平成22年12月期第２四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年12月31日）

 (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12月期第２四半期 1,607 65.6 408 ― 394 708.6 226 ―
21年３月期第２四半期 970 △34.6 31 △83.9 48 △76.1 20 △82.5

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12月期第２四半期 28 21 ― ―

21年３月期第２四半期 2 52 ─ ─

 (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

百万円 百万円 ％ 円 銭

22年12月期第２四半期 4,108 2,831 68.9 353 08

22年３月期 4,227 2,650 62.7 330 41

(参考) 自己資本 22年12月期第２四半期 2,831百万円 22年３月期 2,650百万円

2. 配当の状況

年間配当金

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

22年３月期 ─ ─ ─ ─ ― ― 6 00 6 00

22年12月期 7 00

22年12月期(予想) 3 00 10 00



  
  

 

 
(注)１．当四半期における業績予想の修正有無 ： 有 

   ２．当社は、決算期を当期より３月末日から12月末日に変更し、経過期間となる当期は、上記の連結累計期間業 

    績予想は９ヶ月間（平成22年４月１日～平成22年12月31日）の予想数値を記載しております。そのため、対前

        期増減率を記載しておりません。 

  

 
(注) 当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

 
(注) 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の有無となります。 

 
(注) 「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、表示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

  

・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続きの対象外であります。 

  

・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的

であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性が

あります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半

期決算短信（添付資料）３ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

3. 平成22年12月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成22年12月31日）
(％表示は、通期は対前期増減率)

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 2,307 － 562 － 560 － 324 － 40 40

4. その他（詳細は、【添付資料】P.３「２．その他の情報」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
 

 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12月期２Ｑ 8,285,000株 22年３月期 8,285,000株

② 期末自己株式数 22年12月期２Ｑ 265,677株 22年３月期 264,678株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 22年12月期２Ｑ 8,019,459株 22年３月期２Ｑ 8,020,323株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第２四半期連結累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２四半期連結累計期間の業績につきましては、連結売上高は1,607,448千円(前年同期比

165.6％)となり、連結経常利益は394,983千円(前年同期比808.6％)、四半期純利益は226,234千円(前年同

期比1,117.4％)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、1,511,057千

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357,404千円となりました。 

② 韓国 

売上高は、半導体業界の需要の伸長により222,867千円となりました。営業利益については、32,033千

円となりました。 

③ その他 

売上高は、中国市場における需要の伸長により98,736千円となりました。営業利益については、18,423

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。

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、賞与引当金額が53,521千円増加したのに対し、一年以内返済予定

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。

純資産は、前連結会計年度末に比べ184,474千円増加し、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。 

(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112,353千円減少し、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392,682千円に加え、減価償却費59,630千円、賞与引当金の増加額

55,174千円等の増加要因に対し、売上債権の増加額258,011千円、法人税等の支払額168,521千円等の

減少要因により75,965千円の資金収入(前年同期は256,920千円の資金収入）となりました。 

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(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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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379,814千円等の増加要因に対し、定期預金の預入による支出31,221千

円、有形固定資産の取得による支出57,814千円、無形固定資産の取得による支出66,162千円等の減少

要因により220,360千円の資金収入(前年同期は352,452千円の資金支出）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382,620千円及び配当金の支払47,770千円等の減少要因により419,749

千円の資金支出(前年同期は19,749千円の資金収入）となりました。 

  

連結業績予想につきましては、前回予想(平成22年８月９日)から修正しております。詳細につきまして

は、本日開示しております「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。  

  
  

該当事項はありません。 

  

当第２四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、前連結会計年度末の実

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、棚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。 

  

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。 

  

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、損益に与える影響は軽微であります。 

  

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

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

 ①たな卸資産の評価方法

 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

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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3. 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
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（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 548,515 745,851

売上総利益 421,898 861,596

販売費及び一般管理費 389,995 453,315

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 221,055 393,426

売上総利益 240,825 429,840

販売費及び一般管理費 185,162 229,079

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
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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

㈱妙徳(6265)　平成22年12月期第２四半期決算短信

－8－



当該事項はありません。 

  

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。 

  

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) 

  

 
(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) 

  

 
(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

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

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
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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) 

  

 
(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) 

  

 
(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。 

  

【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) 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) 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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(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) 

 
(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) 

 
(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。 

【セグメント情報】

(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 1,336,188 174,564 1,510,752 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 1,511,057 222,867 1,733,924 98,736 1,832,660

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

(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
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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) 

 
  

  

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) 

 
  

  

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。 

  

  

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) 

 該当事項はありません。 

  

(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

(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

(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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