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 （注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、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．第51期第２四半期連結累計（会計）期間及び第51期の潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額

については、潜在株式が存在しないため、第52期第２四半期連結累計（会計）期間の潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純損失金額であり、また、潜在株式が存在しないため

記載しておりません。 

３．売上高には、消費税等は含んでおりません。 

  

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】

回次 
第51期

第２四半期連結
累計期間 

第52期
第２四半期連結

累計期間 

第51期
第２四半期連結

会計期間 

第52期 
第２四半期連結 

会計期間 
第51期

会計期間 

自平成20年
４月１日 

至平成20年 
９月30日 

自平成21年
４月１日 

至平成21年 
９月30日 

自平成20年
７月１日 

至平成20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20年
４月１日 

至平成21年 
３月31日 

売上高（千円）  5,551,478  2,131,286  3,525,695  1,700,853  9,493,772

経常利益又は経常損失（△） 

（千円） 
 270,327  △579,758  300,878  △291,295  266,907

四半期純損失（△）又は四半期

（当期）純利益（千円） 
 133,470  △876,032  182,236  △694,809  130,791

純資産額（千円）  －  －  7,713,689  6,677,500  7,604,652

総資産額（千円）  －  －  13,304,861  12,058,100  12,189,482

１株当たり純資産額（円）  －  －  1,244.37  1,084.21  1,234.75

１株当たり四半期純損失金額

（△）又は四半期（当期）純利益

金額（円） 

 21.53  △142.24  29.40  △112.81  21.12

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（％）  －  －  58.0  55.4  62.4

営業活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
 △759,440  △1,406,901  －  －  △1,003,545

投資活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
 △5,925  17,377  －  －  △130,432

財務活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
 △166,265  1,339,213  －  －  △12,511

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円） 
 －  －  1,397,846  1,119,525  1,161,611

従業員数（人）  －  －  249  247  242
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 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）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。 

  

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。 

  

(1）連結会社の状況 

 （注）従業員数は、就業人員（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向

者を含む。）であり、臨時雇用者数（パートタイマー、人材会社からの派遣社員）は、当第２四半期連結会計期

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 

 （注）従業員数は、就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）であり、臨時雇用

者数（パートタイマー、人材会社からの派遣社員）は、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【事業の内容】

３【関係会社の状況】

４【従業員の状況】

  平成21年９月30日現在

従業員数（人） 247 （15）  

  平成21年９月30日現在

従業員数（人） 200 （15）  
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 当社グループは単一の事業でありますので、事業の種類別セグメントに区分できないため品目別に記載しておりま

す。 

（1） 生産実績 

 当第２四半期連結会計期間の生産実績を品目別に示すと、次のとおりであります。 

  （注）１．上記の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。 

（2） 受注状況 

 当第２四半期連結会計期間の受注状況を品目別に示すと、次のとおりであります。 

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

区分 

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） 

（千円） 

前年同期比（％）

水晶デバイス装置  632,228  41.8

光学装置  39,155  6.9

電子部品装置  739,580  75.9

その他装置   65,190  －

部品販売  81,053  26.0

修理・その他  143,533  91.8

合計  1,700,740  48.2

区分 

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） 

受注高（千円） 前年同期比（％） 受注残高（千円） 前年同期比（％）

水晶デバイス装置  908,784  147.9  1,078,188  63.3

光学装置  464,465  515.2  478,220  309.6

電子部品装置  113,367  70.1  4,432,464  240.2

その他装置  97,390  51.5  160,500  65.9

部品販売  81,166  26.0  －  －

修理・その他  143,533  91.8  －  －

合計  1,808,706  118.7  6,149,372  155.9
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（3） 販売実績 

 当第２四半期連結会計期間の販売実績を品目別に示すと、次のとおりであります。 

（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

   ２．前第２四半期連結会計期間及び当第２四半期連結会計期間の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は、次のとおりであります。 

（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

   ２．前第２四半期連結会計期間のシャープファイナンス株式会社、三生電子株式会社及びセイコーエプ

      ソン株式会社に対する販売実績は、当該販売実績の総販売実績に対する割合が100分の10に満たな

     いため記載しておりません。 

   ３．当第２四半期連結会計期間のエプソントヨコム株式会社に対する販売実績は、当該販売実績の総販

     売実績に対する割合が100分の10に満たないため記載しておりません。  

  

区分 

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） 

（千円） 

前年同期比（％）

水晶デバイス装置  632,228  41.8

光学装置  39,155  6.9

電子部品装置  739,580  75.9

その他装置  65,190  －

部品販売  81,166  26.0

修理・その他  143,533  91.8

合計  1,700,853  48.2

相手先 

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） 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

シャープファイナンス株式会社  －  －  390,000  22.9

三生電子株式会社  －  －  379,058  22.3

セイコーエプソン株式会社  －  －  272,337  16.0

エプソントヨコム株式会社  537,185  15.2  －  －
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 当第２四半期連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。 

 また、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。   

  

 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の決定又は締結等はありません。 

  

 文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断し

たものであります。 

(1) 業績の状況 

 当第２四半期連結会計期間におけるわが国経済は、昨年の秋以降の世界同時不況の影響により急速に悪化した景

気は 悪期からは脱しつつありますが、企業収益の回復には至っておらず、設備投資は依然として低迷しており、

雇用情勢も悪化するなど、経済環境は先行き不透明な状況で推移しました。 

 当社グループを取り巻く経営環境を見ると、昨年の夏場以降低迷していた水晶デバイスや電子部品の需要は回復

基調にありますが、同業界の設備投資需要は厳しい状況が続いており、当社グループ装置に対する需要も、引き合

いは出始めたものの、低迷しました。 

 こうした環境の中、当社グループは、地道に受注・販売活動を続けてまいりましたが、受注面では非常に厳しい

状況が続きました。一方、次世代エネルギー分野である太陽光発電関連のビジネスは若干の停滞はありましたが、

引き続き好調であり、新たな受注獲得に向け、当社グループ装置に対する引き合いにも積極的に対応してまいりま

した。 

 売上に関しても、前年度後半からの受注低迷の影響を受け、低水準となりました。また、水晶デバイス装置にお

いて、受注済装置の納入日延期の要請を受け、第３四半期以降へ売上がずれ込んだものが数件あり、計画を下回る

要因となりました。 

 損益面では、売上の絶対量が少なく固定費をカバーできませんでした。また、電子装置において、大口案件の納

入日延期があり、生産が第３四半期へずれ込み、操業度が低下したため、利益率が悪化しました。このような厳し

い状況の中で、当社グループは昨年秋より取り組んできた固定費削減策を今期は更に一歩踏み込んで、『緊急固定

費削減策』を打ち出し、人件費の圧縮や一時休業などの生産調整により固定費削減を実施するとともに、補助金を

活用した雇用の確保にも努めました。 

 また、当社は税効果会計に係る会計基準に従って繰延税金資産を計上しておりますが、当第２四半期までの実績

と今後の業績推移を鑑み、繰延税金資産の回収可能性について、慎重に検討した結果、繰延税金資産を取崩し、当

第２四半期連結会計期間で法人税等調整額に401百万円を計上しました。 

 この結果、当第２四半期連結会計期間の業績は、受注高18億８百万円（前年同四半期比18.7％増）、売上高17億

円（同51.8％減）となりました。     

 損益につきましては、経常損失２億91百万円（前年同四半期は経常利益３億円）、四半期純損失６億94百万円

（前年同四半期は四半期純利益１億82百万円）となりました。 

 当第２四半期連結会計期間の品目別の状況は、次のとおりであります。 

（水晶デバイス装置） 

 水晶デバイス業界では、携帯電話の出荷台数が回復に向かっており、昨年の夏場以降厳しい状況が続いていた水

晶デバイスの生産も、回復基調にありますが、設備投資の段階には至っておらず、当社グループ装置に対する引き

合いも出始めてはいるものの、受注には至りませんでした。また、売上が第３四半期以降へずれ込んだものが数件

あり、計画を下回る要因となりました。 

 この結果、受注高は９億８百万円（前年同四半期比47.9％増）、売上高は６億32百万円（同58.2％減）となりま

した。 

２【事業等のリスク】

３【経営上の重要な契約等】

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】
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（光学装置） 

 光学業界では、デジタル一眼レフ市場が好調であり、ＤＶＤにおいてはブルーレイ市場が比較的堅調に推移しま

したが、全体的に消費が低迷し、各社とも設備投資を控えました。こうした中、当社グループは前期市場投入した

新型装置の営業展開を積極的に進めてまいりました。受注面においては、大口契約などもありほぼ計画どおりに推

移しましたが、売上においては非常に厳しい状況となりました。 

 この結果、受注高は４億64百万円（前年同四半期比415.2％増）、売上高は39百万円（同93.1％減）となりまし

た。 

（電子部品装置・その他装置） 

 電子部品業界では、昨年の夏場以降厳しい状況が続いておりましたが、当四半期に入り電子部品の生産も徐々に

回復してまいりました。しかし、水晶デバイス業界同様、設備投資需要は厳しく、当社グループ装置に対する需要

も厳しい状況が続きました。一方、太陽光発電関連業界からの当社グループ装置に対する引き合いにも、積極的に

対応し、新たな受注獲得に向け営業活動を行ってまいりました。また、大口案件の納入日延期があり、生産が第３

四半期以降へずれ込んだため、操業度が低下してしまい利益率を悪化させる要因となりました。 

 この結果、受注高は２億10百万円（前年同四半期比39.9％減）、売上高は８億４百万円（同17.5％減）となりま

した。 

（部品販売・修理その他） 

 部品販売・修理につきましては、西日本拠点や上海子会社を中心に、修理・改造などの引き合いに積極的に対応

してまいりましたが、前期好調だった株式会社エフ・イー・シーが製造販売する歯のない歯車「マグトラン」の販

売が苦戦し、計画を下回る要因となりました。    

 この結果、売上高は２億24百万円（前年同四半期比52.0％減）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における現金及び現金同等物は、第１四半期連結会計期間末と比較して６億12百万円

減少し、11億19百万円となりました。 

 当第２四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果使用した資金は８億３百万円（前年同四半期比24.2％減）となりました。これは主に減価償却費

68百万円、たな卸資産の減少４億55百万円等による獲得はあったものの、税金等調整前四半期純損失２億91百万

円、売上債権の増加４億58百万円、仕入債務の減少５億45百万円等の使用があったことによるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動による資金収入は22百万円（前年同四半期比1112.6％増）となりました。これは主に定期預金の預入４

百万円、有形固定資産の取得による支出２百万円等の支出があったものの、定期預金の払戻による収入が30百万円

あったことによるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動による資金収入は１億71百万円（前年同四半期は57百万円の支出）となりました。これは主に配当金の

支払による支出12百万円等があったものの、長期借入れによる２億円の収入があったことによるものです。 

(3) 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、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。 

(4) 研究開発活動 

 当第２四半期連結会計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、109百万円であります。 

 なお、当第２四半期連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。 
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(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、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はあ

りません。 

  

第３【設備の状況】
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①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式  13,800,000

計  13,800,000

種類 
第２四半期会計期間末現
在発行数（株） 
（平成21年９月30日） 

提出日現在発行数（株）
（平成21年11月13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  6,499,000  6,499,000 ジャスダック証券取引所 
単元株式数 

100株  

計  6,499,000  6,499,000 － － 

（２）【新株予約権等の状況】

（３）【ライツプランの内容】

（４）【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(株) 

発行済株式総
数残高（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21年７月１日～ 

平成21年９月30日 
 ―  6,499,000  ―  2,177,105  ―  2,553,975
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 （注）上記のほか、自己株式が340千株あります。 

  

（５）【大株主の状況】

  平成21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（％） 

 株式会社アルバック 神奈川県茅ヶ崎市萩園2500   1,329  20.45

 小俣 邦正 神奈川県相模原市   567  8.73

 有限会社小俣興産 神奈川県相模原市陽光台3-7-11   391  6.02

 昭和真空従業員持株会 神奈川県相模原市田名3062-10   278  4.28

 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内2-7-1   240  3.69

 ノーザン トラスト カンパニー 

エイブイエフシー リ ノーザン

トラスト ガンジー ノン トリ

ーティー クライアンツ 

 （常任代理人 香港上海銀行東

京支店） 

50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 

5NT,UK 

（東京都中央区日本橋3-11-1）  

 150  2.30

 日本生命保険相互会社 
東京都千代田区丸の内1-6-6  

 日本生命証券管理部内 
 144  2.21

 小俣 佳子 神奈川県相模原市  120  1.84

 小俣 輝明 神奈川県相模原市   120  1.84

 小俣 みつこ 神奈川県相模原市   120  1.84

計 －  3,461  53.26
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    ①【発行済株式】 

  

②【自己株式等】 

  

【当該四半期累計期間における月別 高・ 低株価】 

 （注） 高・ 低株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。 

  

 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

  

（６）【議決権の状況】

  平成21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）  普通株式  340,100           －                       － 

完全議決権株式（その他）  普通株式 6,158,100  61,581            － 

単元未満株式  普通株式    800          －            － 

発行済株式総数  6,499,000          －             － 

総株主の議決権            －  61,581            － 

  平成21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(％)

 株式会社昭和真空 
神奈川県相模原市田名 

3062－10  
 340,100  －  340,100  5.23

２【株価の推移】

月別 
平成21年 
４月 

５月 ６月 ７月 ８月 ９月

高（円）  585  628  776  750  693  686

低（円）  520  560  631  650  586  576

３【役員の状況】
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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20年７月１日から平成20年９月30日まで）及び前第２四半期連結累計期

間（平成20年４月１日から平成20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21年７月１日から平成21年９月30日まで）及び当第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。 

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20年７月１日か

ら平成20年９月30日まで）及び前第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20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21年７月１日から平成21年９月30日まで）及び当第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について、新日本

有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。  

第５【経理の状況】
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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 1,198,071 1,216,309

受取手形及び売掛金 1,642,641 1,886,030

有価証券 75,624 72,780

商品及び製品 21,005 14,672

仕掛品 ※3  3,362,923 2,763,349

原材料及び貯蔵品 306,248 370,975

繰延税金資産 79,694 213,575

その他 59,964 30,769

貸倒引当金 △650 △776

流動資産合計 6,745,524 6,567,685

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,225,078 1,262,192

機械装置及び運搬具（純額） 181,335 245,670

土地 3,559,977 3,559,977

その他（純額） 45,981 53,018

有形固定資産合計 ※1  5,012,372 ※1  5,120,858

無形固定資産   

のれん 13,846 17,308

その他 138,165 153,815

無形固定資産合計 152,012 171,123

投資その他の資産   

投資有価証券 122,491 104,774

繰延税金資産 － 152,599

その他 105,440 215,048

貸倒引当金 △79,741 △142,606

投資その他の資産合計 148,191 329,815

固定資産合計 5,312,575 5,621,797

資産合計 12,058,100 12,189,482
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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 1,601,647 2,185,133

短期借入金 － 250,000

1年内返済予定の長期借入金 398,980 28,000

未払法人税等 9,721 36,940

賞与引当金 103,119 117,051

役員賞与引当金 － 1,500

製品保証引当金 34,700 75,800

工事損失引当金 ※3  65,100 1,800

その他 186,825 236,638

流動負債合計 2,400,095 2,932,863

固定負債   

社債 1,000,000 1,000,000

長期借入金 1,337,270 28,750

退職給付引当金 392,824 380,662

繰延税金負債 24,174 －

その他 226,236 242,554

固定負債合計 2,980,505 1,651,966

負債合計 5,380,600 4,584,830

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,177,105 2,177,105

資本剰余金 2,753,975 2,753,975

利益剰余金 2,028,272 2,978,271

自己株式 △278,051 △278,051

株主資本合計 6,681,300 7,631,299

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 8,544 7,823

為替換算調整勘定 △12,345 △34,470

評価・換算差額等合計 △3,800 △26,647

純資産合計 6,677,500 7,604,652

負債純資産合計 12,058,100 12,189,482
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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 5,551,478 2,131,286

売上原価 4,344,038 1,941,059

売上総利益 1,207,439 190,226

販売費及び一般管理費 ※  918,387 ※  739,702

営業利益又は営業損失（△） 289,052 △549,475

営業外収益   

受取利息 2,093 1,362

受取配当金 856 842

受取賃貸料 10,159 10,696

助成金収入 － 9,724

作業屑等売却益 5,081 550

その他 4,001 2,858

営業外収益合計 22,192 26,034

営業外費用   

支払利息 9,173 19,317

売上債権売却損 15,202 3,215

支払手数料 － 24,905

その他 16,541 8,878

営業外費用合計 40,917 56,316

経常利益又は経常損失（△） 270,327 △579,758

特別利益   

貸倒引当金戻入額 5,961 －

特別利益合計 5,961 －

特別損失   

たな卸資産評価損 43,528 －

固定資産除却損 15,993 87

投資有価証券評価損 2,964 －

特別損失合計 62,486 87

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

213,802 △579,845

法人税、住民税及び事業税 39,812 4,358

法人税等調整額 40,520 291,828

法人税等合計 80,332 296,186

四半期純利益又は四半期純損失（△） 133,470 △876,032
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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 3,525,695 1,700,853

売上原価 2,763,113 1,590,645

売上総利益 762,581 110,208

販売費及び一般管理費 ※  452,900 ※  381,054

営業利益又は営業損失（△） 309,681 △270,846

営業外収益   

受取利息 563 170

受取配当金 627 639

受取賃貸料 5,081 5,311

為替差益 － 987

助成金収入 － 9,724

作業屑等売却益 2,292 362

その他 2,750 2,365

営業外収益合計 11,315 19,561

営業外費用   

支払利息 4,457 10,624

売上債権売却損 6,794 2,026

支払手数料 － 24,905

為替差損 4,573 －

その他 4,293 2,454

営業外費用合計 20,118 40,011

経常利益又は経常損失（△） 300,878 △291,295

特別利益   

貸倒引当金戻入額 5,226 －

特別利益合計 5,226 －

特別損失   

固定資産除却損 15,923 21

投資有価証券評価損 2,964 －

特別損失合計 18,887 21

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

287,217 △291,317

法人税、住民税及び事業税 19,291 2,109

法人税等調整額 85,690 401,383

法人税等合計 104,981 403,492

四半期純利益又は四半期純損失（△） 182,236 △694,809
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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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

213,802 △579,845

減価償却費 126,357 137,023

貸倒引当金の増減額（△は減少） △6,866 △63,040

退職給付引当金の増減額（△は減少） 35,623 12,162

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △27,300 △1,500

賞与引当金の増減額（△は減少） △37,514 △13,931

製品保証引当金の増減額（△は減少） △3,400 △41,100

工事損失引当金の増減額（△は減少） △38,200 63,300

受取利息及び受取配当金 △2,950 △1,362

支払利息 9,173 19,317

売上債権の増減額（△は増加） 1,123,915 308,140

たな卸資産の増減額（△は増加） △386,012 △538,052

未収消費税等の増減額（△は増加） － △19,275

仕入債務の増減額（△は減少） △1,330,399 △584,422

未払消費税等の増減額（△は減少） 211 △7,191

その他 △126,645 △55,515

小計 △450,202 △1,365,294

利息及び配当金の受取額 2,876 1,348

利息の支払額 △9,098 △20,239

法人税等の支払額 △303,015 △31,367

法人税等の還付額 － 8,651

営業活動によるキャッシュ・フロー △759,440 △1,406,901

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 △12,676 △9,692

定期預金の払戻による収入 － 30,000

有形固定資産の取得による支出 △43,351 △2,659

無形固定資産の取得による支出 △1,500 －

有価証券の償還による収入 50,000 －

その他 1,602 △269

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,925 17,377

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 － △250,000

長期借入れによる収入 － 1,700,000

長期借入金の返済による支出 △73,896 △20,500

自己株式の取得による支出 △41 －

配当金の支払額 △92,328 △73,988

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △16,298

財務活動によるキャッシュ・フロー △166,265 1,339,213

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,386 8,224

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △933,018 △42,086

現金及び現金同等物の期首残高 2,330,865 1,161,611

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  1,397,846 ※  1,119,525
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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21年４月１日 
至 平成21年９月30日） 

会計処理基準に関する事項の変更   完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更 

 請負工事に係る収益の計上基準については、従来、検収基準等を適用

しておりましたが、「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15

号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）に基づいて、第１

四半期連結会計期間から当該基準の対象となる工事について工事進行基

準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を適用することとしておりま

す。 

  なお、これによる損益への影響はありません。 

【簡便な会計処理】

  
  
  

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） 

１．たな卸資産の評価方法  当第２四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を

省略し、前連結会計年度末の実地たな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。 

２．固定資産の減価償却費の算定方法  定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の

額を期間按分して算定する方法によっております。 
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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21年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成21年３月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

2,248,925千円 2,126,464千円

  ２ 受取手形裏書譲渡高     ２ 受取手形裏書譲渡高  

3,302千円 3,863千円

※３ 損失が見込まれる工事契約に係るたな卸資産と工

事損失引当金は、相殺せずに両建てで表示しており

ます。    

   損失の発生が見込まれる工事契約に係るたな卸資

産のうち、工事損失引当金に対応する額は65,100千

円（仕掛品65,100千円）であります。   

────── 

  

  ４ 当社は運転資金の効率的な調達を行うため取引金

融機関と実行可能期間付タームローン契約を締結し

ております。    

   当第２四半期連結会計期間末における実行可能期

間付タームローン契約に係る借入実行残高は次のと

おりであります。   

────── 

  

借入枠 1,500,000千円

借入実行残高 200,000千円

差引借入未実行残高 1,300,000千円

  

（四半期連結損益計算書関係）

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） 

※ 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。 

※ 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。 

給料及び手当  202,120千円

賞与引当金繰入額  52,255千円

役員賞与引当金繰入額  500千円

退職給付費用  16,288千円

研究開発費  203,437千円

給料及び手当  181,866千円

賞与引当金繰入額  35,163千円

退職給付費用  17,363千円

研究開発費  197,582千円

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） 

※ 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。 

※ 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。 

給料及び手当  98,120千円

賞与引当金繰入額  19,058千円

役員賞与引当金繰入額  500千円

退職給付費用  7,492千円

研究開発費  101,346千円

給料及び手当  91,131千円

賞与引当金繰入額  18,578千円

退職給付費用  8,681千円

研究開発費  109,974千円
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当第２四半期連結会計期間末（平成21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） 

１．発行済株式の種類及び総数 

  

２．自己株式の種類及び株式数 

  

３．新株予約権等に関する事項 

 該当事項はありません。 

  

４．配当に関する事項 

 配当金支払額 

  

（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 

※ 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20年９月30日現在） （平成21年９月30日現在）

現金及び預金勘定 千円1,417,595

有価証券勘定 千円83,177

計 千円1,500,772

預入期間が３ヶ月を超える定期

預金、定期積金 
千円△121,163

取得日から償還日までが 

３ヶ月を超える短期投資等 
千円18,237

現金及び現金同等物 千円1,397,846

現金及び預金勘定 千円1,198,071

有価証券勘定 千円75,624

計 千円1,273,696

預入期間が３ヶ月を超える定期

預金、定期積金 
千円△154,170

現金及び現金同等物 千円1,119,525

（株主資本等関係）

普通株式 千株 6,499

普通株式 千株 340

  
  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

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26日 

定時株主総会 
普通株式  73  12  平成21年３月31日  平成21年６月29日 利益剰余金 
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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応用装置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水晶デバイス製造装

置、光学用部品製造装置、電子部品製造装置等の開発、製造、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）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） 

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報

の記載を省略しております。 

  

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、国別に区分しております。 

２．その他に属する主な国 

タイ、フィリピン、インドネシア、マレーシア、香港、シンガポール、韓国等であります。  

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、国別に区分しております。 

２．その他に属する主な国 

フィリピン、マレーシア、韓国、香港、タイ、インドネシア、ニュージーランド等であります。 

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。 

  

（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】

【海外売上高】

  中 国 台 湾 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  664,575  168,319  580,276  1,413,172

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  3,525,695

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 18.8  4.8  16.5  40.1

  中 国 台 湾 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  307,073  247,674  32,196  586,943

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  1,700,853

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 18.1  14.6  1.9  34.5
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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）１．国又は地域は、国別に区分しております。 

２．その他に属する主な国 

タイ、フィリピン、インドネシア、マレーシア、香港、シンガポール、韓国、ニュージーランド等でありま

す。 

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、国別に区分しております。 

２．その他に属する主な国 

韓国、フィリピン、マレーシア、香港、タイ、インドネシア、ニュージーランド等であります。 

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。 

  

  中 国 台 湾 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  1,225,666  306,388  860,895  2,392,950

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  5,551,478

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 22.1  5.5  15.5  43.1

  中 国 台 湾 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  473,153  259,347  72,907  805,409

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  2,131,286

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 22.2  12.2  3.4  37.8
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１．１株当たり純資産額 

２．１株当たり四半期純利益金額等 

 （注） １株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 （注） １株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

（１株当たり情報）

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 
（平成21年３月31日） 

１株当たり純資産額  1,084.21 円 １株当たり純資産額  1,234.75 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） 

１株当たり四半期純利益金額  21.53 円 １株当たり四半期純損失金額  △142.24 円

 なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式

が存在しないため記載しておりません。 

  
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） 

１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期

純損失金額 
           

四半期純利益又は四半期純損失（△）（千円）  133,470  △876,032

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る四半期純利益又は四半期純損失

（△）（千円） 
 133,470  △876,032

期中平均株式数（株）  6,198,875  6,158,852

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） 

１株当たり四半期純利益金額  29.40 円 １株当たり四半期純損失金額  △112.81 円

 なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式

が存在しないため記載しておりません。 

  
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） 

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） 

１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期

純損失金額 
           

四半期純利益又は四半期純損失（△）（千円）  182,236  △694,809

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る四半期純利益又は四半期純損失

（△）（千円） 
 182,236  △694,809

期中平均株式数（株）  6,198,858  6,158,852

（重要な後発事象）

２【その他】
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該当事項はありません。 

  

第二部【提出会社の保証会社等の情報】

2009/11/16 16:01:1109590730_第２四半期報告書_20091116160024



  

  独立監査人の四半期レビュー報告書   

平成20年11月13日

株式会社昭和真空 

取締役会 御中 

新日本有限責任監査法人 

  
指定有限責任社員
業務執行社員   公認会計士 鈴木 義則  印 

  
指定有限責任社員
業務執行社員   公認会計士 大和 哲夫  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昭和真

空の平成20年４月１日から平成21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20年７月１日から平成

20年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20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、株式会社昭和真空及び連結子会社の平成20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。 

  

追記情報 

  「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」に記載されているとおり、会社は第１四半期連

結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」を適用している。 

  

 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。 

2009/11/16 16:01:1109590730_第２四半期報告書_20091116160024



  

  独立監査人の四半期レビュー報告書   

平成21年11月13日

株式会社昭和真空 

取締役会 御中 

新日本有限責任監査法人 

  
指定有限責任社員
業務執行社員   公認会計士 鈴木 義則  印 

  
指定有限責任社員
業務執行社員   公認会計士 大和 哲夫  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昭和真

空の平成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、株式会社昭和真空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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