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親会社等の名称 イワキ株式会社 (コード番号：8095) 親会社等における当社の議決権所有比率34.4％

米国会計基準採用の有無 無

１．平成17年11月中間期の連結業績（平成17年6月1日～平成17年11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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
17年11月中間期 5,575 (58.1) 247 (△2.5) 266 (△0.1)
16年11月中間期 3,525 (2.7) 253 (△2.8) 267 (△5.8)

17年5月期 6,844 452 523

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

百万円 ％ 円 銭 円 銭
17年11月中間期 140 (△3.0) 18 74 　　　　―――
16年11月中間期 144 (△7.7) 19 33 　　　　―――

17年5月期 304 38 00 　　　　―――

（注）①持分法投資損益  17年11月中間期 ― 百万円 16年11月中間期 ― 百万円 17年5月期 ― 百万円
②期中平均株式数(連結)  17年11月中間期 7,476,936株 16年11月中間期 7,477,269株 17年5月期 7,477,186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(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率であります。

(2）連結財政状態 （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。

総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

百万円 百万円 ％ 円 銭
17年11月中間期 13,100 7,426 56.7 993 22
16年11月中間期 9,746 7,189 73.8 961 49

17年5月期 12,377 7,380 59.6 984 33

（注）期末発行済株式数(連結)  17年11月中間期 7,476,853株 16年11月中間期 7,477,153 17年5月期 7,477,053株

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （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。

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

百万円 百万円 百万円 百万円

17年11月中間期 218 △63 286 2,768

16年11月中間期 45 △60 △148 2,419

17年5月期 484 △694 △161 2,242

(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 ３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） ― 社 持分法（新規） ― 社　 （除外） ― 社

２．平成18年5月期の連結業績予想（平成17年6月1日～平成18年5月31日）  

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円
通　期 10,750 670 340

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　45円47銭

※　  上記の業績予想は、本資料発表日現在において入手可能な情報及び想定できる経済情勢、市場動向などを前提とし

て作成しております。

  なお、上記予想に関する事項は添付資料の7ページを参照して下さい。
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１．企業集団の状況
　当社グループは、当社及び子会社６社、関連会社１社、その他の関係会社１社で構成されております。

　表面処理薬品事業としては、自動車、弱電、プリント配線板、電子部品、精密機械等の各業界を主なユーザーとした

プリント配線板処理薬品、電子部品等めっき薬品の製造販売等を営んでおり、更に需要先のめっき浴の管理分析、めっ

き処理工程の技術面のアドバイス等の技術サービスの事業活動を展開しております。

　生産は当社及び東海メルテックス株式会社が行っております。

　販売はイワキ株式会社の販売網を通じて国内及び海外の販売会社またはユーザーへ販売しております。なお、香港に

おいてはメルテックス香港社が、台湾においては台湾メルテックス社が販売会社としてユーザーへの納入を行っており

ます。

　機械装置事業は、主として東京化工機株式会社がプリント配線板業界を主なユーザーとしてアルカリエッチング装置、

デスミア処理装置、基板搬送装置等の機械装置の製造販売等を行っております。

　事業内容と当社及び関係会社との関係は次のとおりであります。

事業区分 製品区分 会社

表面処理薬品事業 プリント配線板処理薬品
 
 電子部品等めっき薬品
 
 受託加工等

当社
メルテックス香港社
 東海メルテックス㈱
 台湾メルテックス社
 イワキ㈱
 アイエム保険サービス㈱

機械装置事業 プリント配線板等の製造装置・
             関連機器及びメンテナンス

当社
 東京化工機㈱
 弘塑電子設備(上海)有限公司
 TCMマレーシアサービスセンター社

　事業の系統図は次のとおりであります。
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※１ 連結子会社 
※２ 非連結子会社で持分法非適用会社 
※３ 関連会社で持分法非適用会社 
※４ その他の関係会社 

表 面 処 理 薬 品 事 業 
プリント配線板処理薬品・電子部品等めっき薬品・受託加工等 

 
機 械 装 置 事 業 

当                社 

得       意       先 

国            内 海          外 

※１ メルテックス香港社 

※２ 台湾メルテックス社 
※４ イ  ワ  キ  ㈱ 

販 売 会 社 

※１ 東 京 化 工 機 ㈱ 

※２ 弘塑電子設備(上海)有限公司 

※２ ＴＣＭマレーシアサービスセンター社 ※３ アイエム保険サービス㈱ ※１ 東海メルテックス㈱ 

製 品 

  (注)前連結会計年度から事業の種類別セグメントを変更しております。
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２．経営方針
(1）経営の基本方針

　当社グループは、「新技術開発と環境重視」を経営の基本とし、21世紀の業界をリードする研究体制の確立を目指

します。特に、電子機器産業に重要な電子・半導体部品及びプリント配線板の製造に欠くことのできない高機能・高

付加価値製品を開発し、熟練した技術サービスと併せて顧客満足度を高めます。

　また環境を重視し、①作業環境の改善、②環境負荷の低減、③有害物質の削減、④産業廃棄物から資源を再利用す

るプロセスの実用化に取組んでまいります。

(2）利益配分に関する基本方針

　当社は、株主各位に対し安定的な利益還元を継続して行うことを最重要事項とし、将来の事業展開に備えた経営基

盤の強化と内部留保の充実を勘案のうえ決定することを基本方針としております。

　また、内部留保資金につきましては、企業価値の増大を図るため一層の体質強化を目指し、大宮工場再構築、研究

開発投資、新規事業へ参入の為の投資などに充当して今後の事業展開に備える所存であります。

(3）投資単位の引下げに関する考え方

　当社株式における投資単位の引下げにつきましては、株価市場での流動性を高める重要な施策と認識しております

が、現時点での状況として今後の株価の水準や取引高などを勘案しつつ慎重に対処したいと考えております。

(4）中長期的な経営戦略

　当社グループは、中長期的な経営戦略として新技術の開発と既存技術の改善を進めつつ、有望事業分野に経営資源

を積極的に集中して安定的成長と収益の増大を図り、またキャッシュ・フローを重視した経営により財務基盤の強化

を図ってまいります。

　この経営戦略を実現するため、成長性の高い市場ニーズに応えうるよう常に研究開発の質を高め、また新たな業務

提携を含めて幅広い技術分野に目を配り、以下の新製品・新技術開発に注力いたします。

・電子・半導体部品及びプリント配線板用の高品質薬品及び製造設備

・作業及び自然環境改善に役立つ薬品・機器・設備

・資源の再利用を図る薬品及びプロセス

・エネルギー及び資源の節約に役立つ薬品並びにプロセス

(5）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況

①　コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

　当社は、上場企業として常に公正な経営判断と社会的使命を果たし、継続的な企業業績の発展・成長を目指すた

め、経営管理体制を整備することが重要な施策と考えております。

　また、経営の透明性、健全性並びに意思決定の迅速化等を図りディスクロージャーの充実に努めております。

②　コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況

（イ）会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他コーポレート・ガバナンス体制の状況

 1) 会社の機関の内容

ⅰ．当社は、監査役制度を採用しており、経営に関する機関として株主総会、取締役会、監査役会のほか、常務

会を設けております。

当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は、次のとおりであります。

   株　主　総　会    
        

        

 監　査　役　会  取　締　役　会  会計監査人

（あずさ監査法人）      

        

   代表取締役社長    

      監　査　室

（内部監査）      

   常　　務　　会    
        

        

  各　業　務　執　行　部　門   
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ⅱ．取締役会の管理監督機能

当社は、定例取締役会のほか必要に応じて臨時取締役会を開催し、取締役間の緊密な情報伝達、意思疎通を

重視することにより取締役相互の業務執行状況を管理監督しており、また対応すべき経営課題や重要事項の

決定について充分に議論、検討を行ったうえで的確な経営判断を行っております。更に、取締役会の傘下に

常務会を設置し社長を補佐するとともに、経営の基本方針に基づく重要事項を協議し、併せて業務執行の監

督機能強化及び全般的統制を図っております。

また、当社の取締役会は、社内取締役7名と社外取締役2名で構成し現在9名の体制のもとで、法令、定款で規

定された重要事項等の審議・決定を行っておりますが、経営環境の変化に迅速に対応した機動的な経営体制

を実現する目的並びに経営責任の明確化を図るため、取締役の任期を1年としております。

社外取締役は、多角的な立場から適切な助言を行うとともに、会社の重要な意思決定過程に参画することに

より、社内取締役の業務執行状況を管理監督しております。

また、法令遵守等コンプライアンス体制を充実させるため、法律事務所（安永雅俊弁護士）と顧問契約を締

結し、専門的な立場に基づくアドバイスを適宜受けております。

ⅲ．監査役の監督機能

監査役会は、監査役4名で構成しており、内3名が「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」第

18条 第1項に定める社外監査役であります。

常勤監査役は、取締役会をはじめ社内の重要会議へ出席するなど、取締役の職務執行に対する監査を実施し

ております。

社外監査役は、その独立性を踏まえ、中立の立場から代表取締役及び取締役会に対し忌憚のない意見を述べ

ております。監査役と当社との間に利害関係はありません。

また、監査役会は透明性及び健全性を重視するとともに、ステークホルダーの利益を損なわないように経営

のチェックシステムの確保に努めております。

会計監査につきましては、会計監査人であるあずさ監査法人より定期的に報告を受けております。なお、当

社は公正かつ独立した立場で監査が実施される環境を整備しております。

 2) 内部統制システム、監査役監査及び会計監査の状況

ⅰ．当社は、社内組織機能の強化、充実を図る活動の一環として、全社員を対象に社員教育や法令及び関係規則

遵守の重要性を周知徹底しております。また、内部監査室は担当者及び指名された補助者が年間計画に基づ

き、全部門を対象に業務執行及び関係法規、社内規則・規程類等の遵守状況について内部監査を実施してお

ります。

ⅱ．監査役監査につきましては、年間監査計画に基づき実施しております。また当期間中に監査役会は5回開催さ

れ、各部署への往査、代表取締役社長との意見交換会などを実施し監査の充実を図っております。

ⅲ．会計監査人につきましては、あずさ監査法人と監査契約を締結しており、年間監査計画に基づき、当社及び

連結子会社等の監査を行っております。

業務を執行した公認会計士の氏名 監査業務補助者の構成 所属する監査法人名

指定社員　業務執行社員 　望 月 正 芳

指定社員　業務執行社員 　笛 木 忠 男
公認会計士等　6 名 あずさ監査法人

 3) リスク管理体制の整備の状況

当社は、企業経営に重大な影響を及ぼすリスクに的確に対処すると同時に、企業倫理や法令遵守の観点から

社内規程の整備や諸施策を実施しております。その一環としてモノづくりに直接係る生産活動の責任として

下記事項に務めております。

ⅰ．製品の安全確保に係る顧客に対する製造物責任

ⅱ．生産・販売活動に伴う取引先に対する責任

ⅲ．事業活動に伴う労働安全衛生の確保に係る責任

ⅳ．地域社会を含めた環境に対する環境保全責任

また、地域社会との融合を推進し、社内外のリスクの発見、リスクの評価分析、リスクの回避を図るなど常

にリスク低減に係る管理対応の組織化を図っております。

更に、万一危機が発生した場合には迅速かつ的確に対処することにより損害を最小限に食い止め、平常の業

務体制へ早期に復帰できるリスクマネジメントシステムの構築に取り組んでおります。
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 4) ディスクロージャーの充実

当社は、透明性の高い経営の確保、充実を図る目的から、会社情報の適時開示を積極的に実施するとともに、

業務執行に係る法令等遵守、リスク管理、及び財務情報を適時・適正に開示するなどの管理体制を整備・運

用してゆく方針であります。

また、当社ホームページによる情報発信や株主・投資家向けに対するＩＲ活動の充実を図るなど、時代に適

合した経営管理組織の質的改善を迅速かつ効率的に推進してまいります。

 

（ロ) 会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要

・社外取締役である岩城取締役は、イワキ株式会社の代表取締役社長であります。

同社は当社の株式（持株比率）を34.2％保有しており、当社の国内及び海外の総販売代理店であります。

・社外取締役であるコーベット取締役は、現在エンソン社（米国）の親会社であるクックソンエレクトロニクス

社（米国）の社長であります。

当社はエンソン社と相互に技術導入契約を締結しております。

・社外監査役3名は、当社との取引関係及びその他の利害関係はありません。

（ハ）コーポレート・ガバナンスの充実に向けた最近１年間における実施状況

当社は、取締役会を本年度中間期までに5回開催し、取締役会の報告事項、決議事項等についての審議、決定を

行いました。また常務会をこれまで10回開催しており、経営の基本方針に基づく重要事項の協議等を行いまし

た。また緊急を要する場合は臨時取締役会等を適時開催するなど、業務執行に係る監督機能強化の充実に努め

ております。

(6) 親会社等に関する事項

①　親会社等の商号等 （平成17年11月30日現在） 

親会社等 属性
親会社等の議決権

所有割合　 （%）

親会社等が発行する株券が上場さ

れている証券取引所

イワキ株式会社

上場会社が他の会社の

関連会社である場合に

おける当該他の会社

34.4 株式会社東京証券取引所市場第一部

②　親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等の関係

当社はイワキ株式会社と総販売代理店契約を締結しており、同社は当社の重要な販売先となっております。

なお、取引条件につきましては市場動向等を勘案しながら決定しております。

当社は上場会社として事業活動や経営基本方針における独自の意思決定を基本としており、経営の独立性を確保

し、今後とも当社グループ全体としての成長を目指しております。
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３．経営成績及び財政状態
(1）当期の概況

　当中間連結会計期間におけるわが国経済は、原油価格等の高騰による懸念材料により先行き不透明な状況はあるも

のの、米国経済の拡大と中国を始めとするアジア地域が高成長を維持するなど、企業収益の改善を背景に引続き設備

投資が増加したほか、個人消費や輸出が底堅く推移するなど景気は緩やかな回復基調を辿りました。

　こうした経済情勢にあって、当業界におきましては国内の主要取引先である電子部品業界、半導体業界関連のデジ

タル家電等の在庫調整がほぼ一巡し、上期後半以降フル操業の部品工場も増加するなど需要の拡大に支えられ生産設

備の稼働率は大幅に改善されました。

　このような環境下にあって当社グループは、国内外の電子部品メーカーを中心に積極的な販売戦略を推進するとと

もに、コスト管理の徹底と業務の効率化に注力するなど収益の確保に努めてまいりました。

　また、前連結会計年度末より東京化工機株式会社が新たに連結子会社となったことにより、当中間連結会計期間か

ら同社の損益計算書を連結しております。

　その結果、当中間連結会計期間の売上高は55億7千5百万円（前中間連結会計期間比58.1％増）となり、経常利益は

2億6千6百万円（同 0.1％減）、中間純利益は1億4千万円（同 3.0％減）となりました。

　当中間連結会計期間における事業の種類別セグメントの概況は次のとおりであります。

＜表面処理薬品事業＞

　当中間連結会計期間の表面処理薬品事業の売上高は36億8千3百万円（前中間連結会計期間比 6.5％増）、営業利

益は6億2千4百万円となりました。

　製品区分別販売実績は次のとおりであります。

（プリント配線板処理薬品）

　プリント配線板処理薬品につきましては、多機能化や回路の微細化が進むデジタル家電で高密度の配線板が伸

長したことや耐久性、安全性が求められる自動車向け用途が急速に拡大しており上期後半以降、デスミアなどの

前処理剤及び硫酸銅めっき光沢剤の販売が堅調に推移しました。

　その結果、当部門の売上高は19億6千7百万円（同 9.0％増）となりました。

（電子部品等めっき薬品）

　電子・半導体部品向けめっき薬品につきましては、当社グループ売上の主力であるセラミックコンデンサー向

けすずめっき薬品が、世界的な需要回復の影響を受け好調に推移しました。

　また新規分野としてのウエハーめっき薬品及びエッチング液は積極的な販売活動に傾注した結果、売上増とな

りました。

　一般めっき薬品及び機能めっき薬品につきましては、自動車関連分野の好調に支えられるなど受注が増加し、

売上が堅調に推移しました。

　その結果、当部門の売上高は15億9千6百万円（同 3.4％増）となりました。

（受託加工等）

　受託加工収入等の売上高は1億2千万円（同 9.1％増）となりました。

＜機械装置事業＞

　前連結会計年度末より東京化工機株式会社が新たに連結子会社となったことにより、従来、「その他の事業」に

含めておりました「機械装置事業」の重要性が増したため、前連結会計年度に事業区分の見直しを行っております。

　機械装置につきましては、ＰＷＢ関連装置の需要拡大を背景に受注が増加し現像剥離装置、エッチング装置など

の販売が順調に推移し、また無電解ニッケルめっきや硫酸銅めっき等の各種コントローラーなども安定した出荷が

見られました。しかしながら、原材料等の高騰及び過年度に納入した機械装置の追加費用が予想以上に発生しました。

　その結果、機械装置事業の売上高は18億9千1百万円、営業損失は1億1千4百万円となりました。
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(2）通期の見通し

　今後の経済見通しにつきましては、原油及び原材料価格等の高騰局面が依然として継続するほかインフレの懸念に

よる金利の上昇も想定されるものの、米国はじめ中国を中心とするアジア経済の成長が今後も持続するものと期待さ

れております。国内経済では企業の収益基盤の改善が製造業、非製造業とも総じて順調に回復しており、特にデジタ

ル家電・ＩＴ関連業界での在庫調整の一巡と堅調な設備投資や個人消費に支えられるなど景気は当面底堅く推移する

ものと予想されております。

　このような環境のもと、当社グループは「新技術開発と環境重視」を経営の基本とし、常に顧客満足度の向上を目

指した新製品・新技術の開発及び高収益・高成長製品の拡販に注力し、また高機能製品等の充実と大宮事業所を中心

に生産管理システムの再構築を推し進めるなど、より一層の合理化推進や経営基盤強化等に取組み、収益の確保に努

めてまいります。

　当社グループは当社と機械装置メーカーである東京化工機株式会社（連結子会社）が中心となってアルカリエッチ

ング装置、水平硫酸銅めっき装置、デスミア処理装置などプリント配線板分野で薬品と機械装置をマッチングした販

売戦略を更に強化するとともに、国際マーケットに対応できる装置ビジネスのシェア拡大に取組んでまいります。

　この結果、通期の連結業績予想につきましては、売上高は107億5千万円、経常利益は6億7千万円、当期純利益3億4

千万円を見込んでおります。

(3）財政状態

  当中間連結会計期間における連結キャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローの増加、投資活動に

よるキャッシュ・フローの減少、財務活動によるキャッシュ・フローの増加、これに現金及び現金同等物（以下「資

金」という。）に係る換算差額を加えた全体で5億2千5百万円の増加（前中間連結会計期間比7億3千2百万円増）とな

り、当中間連結会計期間末における資金残高は27億6千8百万円（前連結会計年度比23.4％増）となりました。

  当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況と主な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）

  当中間連結会計期間において営業活動により増加した資金は2億1千8百万円（前中間連結会計期間比1億7千3百円増）

となりました。　

  これは、主に税金等調整前中間純利益3億5千3百万円、減価償却費1億1千3百万円、たな卸資産の減少額2億5千3百万

円、仕入債務の増加額1億4百万円による増加と、売上債権の増加額5億円、法人税等の支払額1億1千6百万円による減

少の結果であります。

 (投資活動によるキャッシュ・フロー）

  当中間連結会計期間において投資活動により減少した資金は6千3百万円（同3百万円減）となりました。

  これは、主に有形固定資産の取得による支出6千7百万円によるものです。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

  当中間連結会計期間において財務活動により増加した資金は2億8千6百万円（同4億3千4百万円増）となりました。

  これは、主に短期借入金による収入6億円による増加と長期借入金の返済による支出1億2千6百万円、配当金の支払

額1億8千6百万円によるものです。
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４．中間連結財務諸表等
(1) 中間連結貸借対照表

前中間連結会計期間末
（平成16年11月30日現在）

当中間連結会計期間末
（平成17年11月30日現在）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表

（平成17年５月31日現在）

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 2,461,634 3,048,386 2,519,629

２．受取手形及び売掛
金

2,586,861 3,531,012 3,001,647

３．たな卸資産 593,621 1,070,092 1,309,714

４．繰延税金資産 108,011 134,210 108,678

５．その他 77,451 68,198 99,032

６．貸倒引当金 △14,279 △9,574 △7,729

流動資産合計 5,813,300 59.6 7,842,326 59.9 7,030,973 56.8

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産 ※１

(1）建物及び構築物 ※２ 799,084 1,154,348 1,194,682

(2）機械装置及び運
搬具

335,844 347,366 342,993

(3）土地 ※２ 1,675,555 2,248,494 2,248,494

(4）その他 171,686 165,870 168,081

有形固定資産合計 2,982,171 30.6 3,916,080 29.9 3,954,252 31.9

２．無形固定資産

(1）ソフトウエア 20,504 20,075 22,669

(2）連結調整勘定 － 122,662 136,291

(3）その他 9,297 10,696 10,755

無形固定資産合計 29,801 0.3 153,434 1.1 169,716 1.4

３．投資その他の資産

(1）投資有価証券 271,103 474,508 390,800

(2）繰延税金資産 322,313 325,720 451,620

(3）その他 327,665 398,030 407,683

(4）貸倒引当金 － △9,876 △27,196

投資その他の資産
合計

921,081 9.5 1,188,383 9.1 1,222,908 9.9

固定資産合計 3,933,054 40.4 5,257,898 40.1 5,346,877 43.2

資産合計 9,746,354 100.0 13,100,225 100.0 12,377,850 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成16年11月30日現在）

当中間連結会計期間末
（平成17年11月30日現在）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表

（平成17年５月31日現在）

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

940,944 2,226,382 2,103,165

２．短期借入金 ※２ － 853,820 253,820

３．一年以内償還予定
の社債 

－ 100,000 －

４．未払法人税等 104,715 212,613 116,204

５．賞与引当金 166,200 195,600 164,825

６．その他 230,493 283,973 239,788

流動負債合計 1,442,353 14.8 3,872,389 29.6 2,877,804 23.3

Ⅱ　固定負債

１．社債 － 200,000 300,000

２．長期借入金 ※２ － 280,100 407,010

３．繰延税金負債 2,000 2,453 2,274

４．退職給付引当金 751,021 845,389 825,390

５．役員退職慰労引当
金

129,720 155,658 237,722

固定負債合計 882,741 9.0 1,483,600 11.3 1,772,397 14.3

負債合計 2,325,094 23.8 5,355,989 40.9 4,650,202 37.6

（少数株主持分）

少数株主持分 232,039 2.4 318,109 2.4 347,367 2.8

（資本の部）

Ⅰ　資本金 933,600 9.6 933,600 7.1 933,600 7.5

Ⅱ　資本剰余金 656,765 6.7 656,765 5.0 656,765 5.3

Ⅲ　利益剰余金 5,632,030 57.8 5,724,874 43.7 5,792,050 46.8

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

25,788 0.3 83,247 0.7 34,338 0.3

Ⅴ　為替換算調整勘定 △57,328 △0.6 29,513 0.2 △34,759 △0.3

Ⅵ　自己株式 △1,634 △0.0 △1,874 △0.0 △1,713 △0.0

資本合計 7,189,220 73.8 7,426,126 56.7 7,380,281 59.6

負債、少数株主持分
及び資本合計

9,746,354 100.0 13,100,225 100.0 12,377,850 100.0
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(2) 中間連結損益計算書

前中間連結会計期間
（自　平成16年６月１日
至　平成16年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成16年６月１日
至　平成17年５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 3,525,565 100.0 5,575,193 100.0 6,844,028 100.0

Ⅱ　売上原価 2,129,476 60.4 3,982,211 71.4 4,158,968 60.8

売上総利益 1,396,089 39.6 1,592,982 28.6 2,685,060 39.2

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

※１ 1,142,393 32.4 1,345,555 24.1 2,232,939 32.6

営業利益 253,695 7.2 247,426 4.5 452,120 6.6

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 1,331 6,020 4,401

２．賃貸料 8,408 5,598 16,220

３．為替差益 － 4,037 －

４．その他 11,542 21,281 0.6 15,761 31,418 0.5 67,741 88,364 1.3

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 － 8,655 －

２．為替差損 7,858 － 16,735

３．その他 － 7,858 0.2 3,260 11,915 0.2 － 16,735 0.2

経常利益 267,118 7.6 266,928 4.8 523,749 7.7

Ⅵ　特別利益

１．固定資産売却益 ※２ － 313 －

２．投資有価証券売却
益 

－ － 2,025

３．役員退職慰労金引
当金戻入額 

－ － － 94,275 94,588 1.7 － 2,025 0.0

Ⅶ　特別損失

１．固定資産除却損 ※３ 6,545 659 9,501

２．投資有価証券売却
損

－ － 1,100

３．投資有価証券評価
損 

 － 6,545 0.2 7,272 7,931 0.1 － 10,601 0.2

税金等調整前中間
（当期）純利益

260,572 7.4 353,585 6.4 515,173 7.5

法人税、住民税及
び事業税

89,735 205,189 175,834

法人税等調整額 12,643 102,378 2.9 66,129 271,318 4.9 2,661 178,495 2.6

少数株主損益 13,683 0.4 △57,882 △1.0 32,146 0.5

中間（当期）純利
益

144,511 4.1 140,150 2.5 304,531 4.4
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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16年６月１日
至　平成16年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

前連結会計年度の
連結剰余金計算書

（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 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 656,765 656,765 656,765

Ⅱ　資本剰余金中間期末（期
末）残高

656,765 656,765 656,765

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高 5,658,272 5,792,050 5,658,272

Ⅱ　利益剰余金増加高

　　中間(当期)純利益 144,511 144,511 140,150 140,150 304,531 304,531

Ⅲ　利益剰余金減少高

１．配当金 149,553 186,926 149,553

２．役員賞与 21,200 170,753 20,400 207,326 21,200 170,753

Ⅳ　利益剰余金中間期末（期
末）残高

5,632,030 5,724,874 5,792,050
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(4) 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16年６月１日
至　平成16年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11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16年６月１日
至　平成17年５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

税金等調整前中間（当
期）純利益

260,572 353,585 515,173

減価償却費 94,424 113,243 203,749

連結調整勘定償却額 － 13,629 －

投資有価証券評価損 － 7,272 －

貸倒引当金の減少額 － △15,475 △14,957

賞与引当金の増減額 △11,004 30,774 △32,004

退職給付引当金の増減
額

△24,072 15,853 △1,933

役員退職慰労引当金の
増減額

15,390 △82,064 28,080

為替差損益 － △15,899 2,372

受取利息及び受取配当
金

△2,399 △7,591 △48,373

支払利息 － 8,655 －

売上債権の増減額 △104,706 △500,636 134,850

たな卸資産の増減額 △33,918 253,760 △19,597

その他流動資産の増減
額

△25,946 31,259 7,205

仕入債務の増減額 104,495 104,764 △13,335

その他流動負債の増減
額 

△16,576 40,592 △29,142

その他 3,101 △13,973 433

小計 259,360 337,749 732,521

利息及び配当金の受取
額

2,374 7,533 48,376

利息の支払額 － △9,397 －

法人税等の支払額 △216,198 △116,976 △296,540

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

45,536 218,908 484,357
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前中間連結会計期間
（自　平成16年６月１日
至　平成16年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11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16年６月１日
至　平成17年５月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

定期預金の預入れによ
る支出

△27,000 － －

有形固定資産の取得に
よる支出

△43,797 △67,677 △492,638

連結の範囲の変更を伴
う子会社株式の取得に
よる支出 

※２ － － △172,808

その他 10,656 4,168 △28,761

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△60,141 △63,509 △694,208

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

短期借入金による収入 － 600,000 －

長期借入金の返済によ
る支出

－ △126,910 －

配当金の支払額 △147,888 △186,414 △148,720

少数株主への配当金支
払額 

－ － △12,024

その他 △377 △161 △456

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

△148,266 286,514 △161,200

Ⅳ　現金及び現金同等物に係
る換算差額

△44,211 83,872 △13,008

Ⅴ　現金及び現金同等物の増
減額

△207,083 525,786 △384,059

Ⅵ　現金及び現金同等物の期
首残高

2,626,396 2,242,336 2,626,396

Ⅶ　現金及び現金同等物の中
間期末（期末）残高

※１ 2,419,313 2,768,122 2,242,336
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前中間連結会計期間
（自　平成16年６月１日
至　平成16年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社　　２社

東海メルテックス株式会社、

メルテックス香港社

連結子会社　　３社

東海メルテックス株式会社、メル

テックス香港社、東京化工機株式

会社

連結子会社　　３社

東海メルテックス株式会社、メル

テックス香港社、東京化工機株式

会社

なお、東京化工機株式会社につきま

しては当連結会計期間における株式

の取得に伴い、当連結会計年度より

連結の範囲に含めております。ただ

し、同社の期末日をみなし取得日と

しているため、貸借対照表のみを連

結しております。

非連結子会社

台湾メルテックス社　　　　　　

　　　　　

 

非連結子会社は、総資産、売上高、

中間純損益（持分相当額）及び利益

剰余金（持分相当額）等が、いずれ

も中間連結財務諸表に重要な影響を

及ぼしておりません。

非連結子会社　　３社

台湾メルテックス社、弘塑電子設

備（上海）有限公司、ＴＣＭマ

レーシアサービスセンター社

同左

非連結子会社　　３社

台湾メルテックス社、弘塑電子設

備（上海）有限公司、ＴＣＭマ

レーシアサービスセンター社

非連結子会社は、総資産、売上高、

当期純損益（持分相当額）及び利益

剰余金（持分相当額）等が、いずれ

も連結財務諸表に重要な影響を及ぼ

しておりません。

２．持分法の適用に関する事項 持分法を適用している非連結子会社

または関連会社はありません。

持分法を適用していない非連結子会

社台湾メルテックス社及び関連会社

アイエム保険サービス株式会社は、

それぞれ中間純損益（持分相当額）

及び利益剰余金（持分相当額）等か

らみて、持分法の対象から除いても

中間連結財務諸表に及ぼす影響が軽

微であり、かつ全体としても重要性

がないため持分法の適用範囲から除

外しております。

同左

 

持分法を適用していない非連結子会

社台湾メルテックス社、弘塑電子設

備（上海）有限公司、ＴＣＭマレー

シアサービスセンター社及び関連会

社アイエム保険サービス株式会社は、

それぞれ中間純損益（持分相当額）

及び利益剰余金（持分相当額）等か

らみて、持分法の対象から除いても

中間連結財務諸表に及ぼす影響が軽

微であり、かつ全体としても重要性

がないため持分法の適用範囲から除

外しております。

持分法を適用している非連結子会社

または関連会社はありません。

持分法を適用していない非連結子会

社台湾メルテックス社、弘塑電子設

備（上海）有限公司、ＴＣＭマレー

シアサービスセンター社及び関連会

社アイエム保険サービス株式会社は、

それぞれ当期純損益（持分相当額）

及び利益剰余金（持分相当額）等か

らみて、持分法の対象から除いても

連結財務諸表に及ぼす影響が軽微で

あり、かつ全体としても重要性がな

いため持分法の適用範囲から除外し

ております。

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事項

連結子会社の中間期の末日は、中間

連結決算日と同一であります。

連結子会社のうち東京化工機株式会

社の中間決算日は10月20日であり、

中間連結財務諸表の作成に当っては

同決算日現在の中間財務諸表を使用

しております。

その他の連結子会社の中間期の末日

は、中間連結決算日と同一でありま

す。

連結子会社のうち東京化工機株式会

社の決算日は４月20日であり、連結

財務諸表の作成に当っては同決算日

現在の財務諸表を使用しておりま

す。

その他の連結子会社の事業年度は、

連結会計年度と同一であります。
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前中間連結会計期間
（自　平成16年６月１日
至　平成16年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

４．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

①　有価証券

その他有価証券

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（評価差額は全部資本

直入法により処理し、売

却原価は総平均法により

算定しております）

①　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

……同左

①　有価証券

その他有価証券

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

原価は総平均法により算

定しております）

時価のないもの

……総平均法による原価法

時価のないもの

……同左

時価のないもの

……同左

②　デリバティブ

 ―――

②　デリバティブ

……時価法

②　デリバティブ

……同左

③　たな卸資産

……主として月別総平均法によ

る原価法

③　たな卸資産

表面処理薬品

……主として月別総平均法によ

る原価法

機械装置

……主として個別法による原価

法

③　たな卸資産

表面処理薬品

……同左

 

機械装置

……同左

 

(2）重要な減価償却資産の減

価償却の方法

有形固定資産……定率法

なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。

有形固定資産……定率法

ただし、一部の国内連結子

会社では平成10年４月１日

以降取得した建物（建物付

属設備を除く）は定額法

なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。 

有形固定資産……同左

建物及び構築物

15年～38年

機械装置及び運搬具

７年～13年

建物及び構築物

６年～38年

機械装置及び運搬具

７年～13年

無形固定資産……定額法

なおソフトウェア（自社利

用分）については、社内に

おける利用可能期間（５

年）に基づく定額法

無形固定資産……同左 無形固定資産……同左

(3）重要な引当金の計上基準 ①　貸倒引当金

……債権の貸倒れによる損失に

備えるため、一般債権につ

いては貸倒実績率により、

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。

①　貸倒引当金

……同左

①　貸倒引当金

……同左

②　賞与引当金

……従業員に対して支給する賞

与の支出に充てるため、将

来の支給見込額のうち当中

間連結会計期間の負担額を

計上しております。

②　賞与引当金

……同左

②　賞与引当金

……従業員に対して支給する賞

与の支出に充てるため、将

来の支給見込額のうち当連

結会計年度の負担額を計上

しております。
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前中間連結会計期間
（自　平成16年６月１日
至　平成16年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

③　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及び年

金資産の見込額に基づき、

当中間連結会計期間末にお

いて発生していると認めら

れる額を計上しております。

③　退職給付引当金

……同左

③　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及び年

金資産の見込額に基づき計

上しております。

④　役員退職慰労引当金

……役員の退職慰労金の支給に

備えるため、当社は内規に

基づく中間連結会計期間末

要支給額を計上しておりま

すが、連結子会社は支出時

の費用として処理しており

ます。

④　役員退職慰労引当金

……役員の退職慰労金の支給に

備えるため、当社及び一部

の国内連結子会社は内規に

基づく中間連結会計期間末

要支給額を計上しておりま

す。

④　役員退職慰労引当金

……役員の退職慰労金の支給に

備えるため、当社及び一部

の国内連結子会社は内規に

基づく期末要支給額を計上

しております。

(4）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

(5）重要なヘッジ会計の方法 ①　ヘッジ会計の方法

ヘッジ会計の要件を満たす為替

予約が付されている外貨建金銭

債権債務について、振当処理を

行っております。

①　ヘッジ会計の方法

ヘッジ会計の要件を満たす為替

予約が付されている外貨建金銭

債権債務について振当処理を

行っております。また、特例処

理の要件を満たしている金利ス

ワップについては特例処理を採

用しております。

①　ヘッジ会計の方法

同左

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

(1）ヘッジ手段

為替予約取引

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

(1）ヘッジ手段

……イ．為替予約取引

　　ロ．金利スワップ取引

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

(1）ヘッジ手段

同左

(2）ヘッジ対象

外貨建金銭債権債務

(2）ヘッジ対象

……イ．外貨建金銭債権債務

　　ロ．借入金

(2）ヘッジ対象

同左

③　ヘッジ方針

将来の為替変動による市場変動

リスクをヘッジするため、外貨

建の売上・仕入取引に係わる外

貨建債権債務について外貨建ポ

ジションの範囲内で個別先物為

替予約を行っております。

③　ヘッジ方針

通貨関連では将来の為替変動に

よる市場変動リスクをヘッジす

るため、外貨建の売上・仕入取

引に係わる外貨建債権債務につ

いて外貨建ポジションの範囲内

で個別先物為替予約を行ってお

ります。また、金利関連では借

入金の将来の金利市場における

利率上昇による変動リスクを回

避する目的で、対象債務の範囲

内でヘッジを行っております。 

③　ヘッジ方針

同左

－ 16 －



前中間連結会計期間
（自　平成16年６月１日
至　平成16年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

④　ヘッジの有効性評価の方法

「金融商品会計に関する実務指

針」（日本公認会計士協会平

成14年９月17日改正）の規定に

基づき、有効性の評価を行って

おります。

④　ヘッジの有効性評価の方法

「金融商品会計に関する実務指

針」（日本公認会計士協会）の

規定に基づき、有効性の評価を

行っております。

④　ヘッジの有効性評価の方法

同左

(6）その他中間連結財務諸表

（連結財務諸表）作成の

ための基本となる重要な

事項

消費税等の会計処理方法

消費税等の会計処理は、税抜方式に

よっております。

消費税等の会計処理方法

同左

消費税等の会計処理方法

同左

５．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

中間連結キャッシュ・フロー計算書

における資金（現金及び現金同等

物）は、手許現金、随時引き出し可

能な預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 連結キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金（現金及び現金同等物）は、

手許現金、随時引き出し可能な預金

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。

会計処理の変更

前中間連結会計期間
（自　平成16年６月１日
至　平成16年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

連結会計年度
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５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

会計基準適用指針第６号　平成15年10月31日）

を適用しております。これによる損益に与え

る影響はありません。

　　　　　――――──── （ 役員賞与に関する会計基準） 　　　　　――――────

  当中間連結会計期間から「役員賞与に関す

る会計基準」（企業会計基準第４号　平成17

年11月29日）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。

表示方法の変更

前中間連結会計期間
（自　平成16年６月１日
至　平成16年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

────── （中間連結キャッシュ・フロー計算書） 

  営業活動によるキャッシュ・フローの「為替差損益」は、前中間連

結会計期間は「その他」に含めて表示しておりましたが、金額的重要

性が増したため区分掲記しております。

  なお、前中間連結会計期間の「その他」に含まれている「為替差損

益」は9,287千円であります。
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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16年11月30日現在）

当中間連結会計期間末
（平成17年11月30日現在）

前連結会計年度
（平成17年５月31日現在）

※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 ※１．有形固定資産の減価償却累計額

2,757,704千円 3,263,548千円 3,163,080千円

※２．　　　────── ※２．担保提供資産

担保に供している資産

 　建物及び構築物 324,077千円

 　土地 283,978

 　合計 608,056

上記に対応する債務

   短期借入金 198,620千円

   長期借入金 205,900

   割引手形 161,882

   合計 566,402

※２．担保提供資産

担保に供している資産

 　建物及び構築物 340,742千円

 　土地 283,978

 　合計 624,721

上記に対応する債務

   短期借入金 198,620千円

   長期借入金 305,210

   割引手形 192,640

   合計 696,470

※３．　　　────── ※３．受取手形割引高

161,882千円

※３．受取手形割引高

227,640千円

（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成16年６月１日
至　平成16年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５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

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額

運賃保管料 83,592千円

報酬・給料及び手当 300,362

賞与引当金繰入額 79,028

退職給付費用 27,658

役員退職慰労引当金繰

入額

16,090

研究開発費 207,912

運賃保管料 82,990千円

報酬・給料及び手当 375,561

賞与引当金繰入額 89,870

退職給付費用 52,202

役員退職慰労引当金繰

入額

16,340

連結調整勘定償却額 13,629

研究開発費 210,170

運賃保管料 153,365千円

報酬・給料及び手当 685,286

賞与引当金繰入額 69,381

退職給付費用 65,288

役員退職慰労引当金繰

入額

28,880

研究開発費 403,703

※２．　　　────── ※２．固定資産売却益の内訳は次のとおりで

あります。

※２．　　　──────

車両運搬具 313千円

※３．固定資産除却損の内訳は次のとおりで

あります。

建物及び構築物 80千円

機械装置及び運搬具 1,604

その他 2,976

撤去費用 1,884

　計 6,545

※３．固定資産除却損の内訳は次のとおりで

あります。

建物及び構築物 146千円

機械装置及び運搬具 136

その他 283

撤去費用 93

　計 659

※３．固定資産除却損の内訳は次のとおりで

あります。

建物及び構築物 131千円

機械装置及び運搬具 2,797

その他 4,104

撤去費用 2,467

　計 9,501
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（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16年６月１日
至　平成16年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

※１．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

※１．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

※１．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

（平成16年11月30日現在） （平成17年11月30日現在） （平成17年５月31日現在）

現金及び預金勘定 2,461,634千円

預入期間が３か月を超え

る定期預金
△42,321千円

現金及び現金同等物 2,419,313千円

現金及び預金勘定 3,048,386千円

預入期間が３か月を超え

る定期預金
△280,264千円

現金及び現金同等物 2,768,122千円

現金及び預金勘定 2,519,629千円

預入期間が３か月を超え

る定期預金
△277,293千円

現金及び現金同等物 2,242,336千円

※２．　　　────── ※２．　　　────── ※２．株式の取得により新たに連結子会社と

なった会社の資産及び負債の主な内訳

      株式の取得により新たに東京化工機㈱

を連結したことに伴う連結開始時の資

産及び負債の内訳並びに同社株式の取

得価額と同社取得のための支出(純額)

との関係は次のとおりであります。

流動資産 1,726,400千円

固定資産 937,145

連結調整勘定 136,291

流動負債 △1,600,882

固定負債 △860,431

少数株主持分 △98,522

東京化工機㈱株式の取得価額 240,000

東京化工機㈱現金及び現金同等物 △67,191

差引:東京化工機㈱取得のた

めの支出
172,808
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①　リース取引

　当社は、ＥＤＩＮＥＴにより半期報告書が開示されるため、記載を省略しております。

②　有価証券

前中間連結会計期間末（平成16年11月30日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

(1）株式 70,371 114,158 43,786

(2）その他（投資信託） 111,474 110,956 △518

合計 181,845 225,114 43,268

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式（店頭売買有価証券除く） 29,857

当中間連結会計期間末（平成17年11月30日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

(1）株式 97,434 226,121 128,687

(2）その他（投資信託） 107,361 143,577 36,216

合計 204,795 369,698 164,903

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 37,737

前連結会計年度末（平成17年５月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

(1）株式 102,269 176,443 74,174

(2）その他（投資信託） 107,361 112,989 5,628

合計 209,630 289,433 79,802

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 34,295
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③　デリバティブ取引

　当社は、ＥＤＩＮＥＴにより半期報告書が開示されるため、記載を省略しております。

④　セグメント情報

ａ．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16年６月１日　至平成16年11月30日）

　全セグメントの売上高の合計及び営業利益の合計額に占める「表面処理薬品事業」の割合がいずれも90％を超

えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

当中間連結会計期間（自平成17年６月１日　至平成17年11月30日）

表面処理薬品事業

（千円）
機械装置事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高及び営業損益

売上高 

(1）外部顧客に対する売上高 3,683,941 1,891,251 5,575,193 － 5,575,193

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － － －

計 3,683,941 1,891,251 5,575,193 － 5,575,193

営業費用 3,059,627 2,005,802 5,065,430 262,336 5,327,767

営業利益（又は営業損失） 624,314 △114,551 509,763 (262,336) 247,426

　（注）１．事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２．各事業の主な内容は、次のとおりであります。

 　　　　　　 ①表面処理薬品事業……表面処理薬品の製造販売及び受託加工等

              ②機械装置事業……プリント配線板等の製造装置・関連機器の製造販売等

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は 262,336千円であり、その主なも

のは、当社本社の管理部門に係る費用であります。

４．前連結会計年度における事業区分の変更

    事業区分の方法について、従来、「表面処理薬品事業」と「その他の事業」の２区分としておりましたが、

前連結会計年度より「表面処理薬品事業」と「機械装置事業」の２区分へ変更しております。

当該変更は前連結会計年度において、東京化工機株式会社を子会社にしたことに伴い、従来、「その他の事

業」に含めておりました「機械装置事業」の重要性が増したことにより、事業区分の見直しを行ったためで

あります。また、従来、「その他の事業」に含めておりました受託加工等につきましては「表面処理薬品事

業」に付随して行われることが多いことから、「表面処理薬品事業」に含めることと致しました。

前連結会計年度（自平成16年６月１日　至平成17年５月31日）

　全セグメントの売上高の合計及び営業利益の合計額に占める「表面処理薬品事業」の割合がいずれも90％を超

えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。
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ｂ．所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間（自平成16年６月１日　至平成16年11月30日）

　全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合が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。

当中間連結会計期間（自平成17年６月１日　至平成17年11月30日）

　全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合が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。

前連結会計年度（自平成16年６月１日　至平成17年５月31日）

　全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合が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。

ｃ．海外売上高

アジア 計

前中間連結会計期間

（自　平成16年６月１日

至　平成16年11月30日）

Ⅰ　海外売上高（千円） 819,154 819,154

Ⅱ　連結売上高（千円） 3,525,565

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 23.2 23.2

アジア 計

当中間連結会計期間

（自　平成17年６月１日

至　平成17年11月30日）

Ⅰ　海外売上高（千円） 968,056 968,056

Ⅱ　連結売上高（千円） 5,575,193

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 17.4 17.4

アジア 計

前連結会計年度

（自　平成16年６月１日

至　平成17年５月31日）

Ⅰ　海外売上高（千円） 1,554,161 1,554,161

Ⅱ　連結売上高（千円） 6,844,028

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 22.7 22.7

　（注）１．海外売上高は、アジア地域のみであり、地域の主な内訳は次のとおりであります。

香港、台湾、韓国

２．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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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成16年６月１日
至　平成16年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

１株当たり純資産額 961円49銭

１株当たり中間純利益 19円33銭

１株当たり純資産額 993円22銭

１株当たり中間純利益 18円74銭

１株当たり純資産額 984円33銭

１株当たり当期純利益 38円00銭

　（注）１．潜在株式調整後１株当たり中間（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。

２．１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前中間連結会計期間
(自　平成16年６月１日
至　平成16年11月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日)

前連結会計年度
(自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日)

中間（当期）純利益（千円） 144,511 140,150 304,531

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 20,400

（うち利益処分による役員賞与金（千円）） （    －） （    －） （ 20,400）

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円）
144,511 140,150 284,131

期中平均株式数（千株） 7,477 7,476 7,477

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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５．生産、受注及び販売の状況
(1）生産実績 （単位：千円）

区分 製品区分
当中間連結会計期間

（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

前年同期比

表薬

面品

処事

理業

プリント配線板処理薬品 1,065,321 116.5％

電子部品等めっき薬品 702,708 99.2％

受託加工等 119,163 108.7％

小計 1,887,193 108.9％

機事

械

装   

置業 

プリント配線板等の製造装置

関連機器及びメンテナンス
1,819,814 ―

合計 3,707,008 228.4％

　（注）１．金額は期中平均販売価格によっております。

２．機械装置事業は、前連結会計年度末に東京化工機株式会社を連結したことにより、当中間連結会計期間より

生産実績を記載しております。

なお、前連結会計年度から事業の種類別セグメントを変更しており、前年同期比については前中間連結会計

期間を変更後の区分に組替えて算出しております。

３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2）商品仕入実績 （単位：千円）

区分 商品区分
当中間連結会計期間

（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

前年同期比

表薬

面品

処事

理業

プリント配線板処理薬品 518,127 105.2％

電子部品等めっき薬品 549,884 104.5％

小計 1,068,011 104.8％

機事

械

装   

置業

プリント配線板等の製造装置

関連機器及びメンテナンス
53,089 96.3％

合計 1,121,101 104.4％

　（注）１．金額は商品仕入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）受注状況

　機械装置事業において受注による営業を行っております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

区分
 

受注高
 

受注残高 
前年同期比 前年同期比

機械装置事業 1,708,906 ―％ 740,712 ―％

　（注）１．金額は販売価格によっております。

２．前連結会計年度末に東京化工機株式会社を連結したことにより、当中間連結会計期間から受注高及び受注残

高を記載しております。

３．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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(4）製品販売実績 （単位：千円）

区分 製品区分
当中間連結会計期間

（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

前年同期比

表薬

面品

処事

理業

プリント配線板処理薬品 1,967,433 109.0％

電子部品等めっき薬品 1,596,274 103.4％

受託加工等 120,234 109.1％

小計 3,683,941 106.5％

機事

械

装   

置業 

プリント配線板等の製造装置

関連機器及びメンテナンス
1,891,251 2,824.4％

合計 5,575,193 158.1％

（注）１．機械装置事業は、前連結会計年度末に東京化工機株式会社を連結したことにより、当中間連結会計期間の製

品販売実績は前年同期比を大幅に増加しています。

なお、前連結会計年度から事業の種類別セグメントを変更しており、前年同期比については、前中間連結会

計期間を変更後の区分に組替えて算出しております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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