
平成19年３月期 中間決算短信（連結） 平成18年11月10日

上場会社名 荏原ユージライト株式会社 上場取引所  東

コード番号  4975 本社所在都道府県  東京都

（URL　http://www.eu.ebara.com/）

代表者　　　　　役職名 代表取締役社長 氏名　粕谷　佳允

問合せ先責任者　役職名 専務取締役専務執行役員管理本部長 氏名　古屋　弘明　 ＴＥＬ　（03）3833－0321

決算取締役会開催日 平成18年11月10日

米国会計基準採用の有無 　　無

１．平成18年９月中間期の連結業績（平成18年４月１日～平成18年９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 ％

18年９月中間期 5,220 34.9 601 11.6 590 12.2

17年９月中間期 3,871 － 538 － 526 －

18年３月期 8,546 1,080 1,032

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

18年９月中間期 345 13.9 110 36 106 95

17年９月中間期 303 － 226 44 － －

18年３月期 592 409 37 405 22

（注）①持分法投資損益 18年９月中間期 －百万円 17年９月中間期 －百万円 18年３月期 －百万円

②期中平均株式数（連結） 18年９月中間期 3,135,132株 17年９月中間期 1,342,000株 18年３月期 1,399,567株

平成18年４月１日付で普通株式１株につき２株に分割しております。また新株予約権の行使により、平成18年９月25日付で18,000株、平

成18年９月26日付で23,500株の新株を発行しております。

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。ただし、中間決算短信

（連結）は平成17年９月中間期より開示しておりますので、それ以前については記載しておりません。

(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 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

18年９月中間期 9,682 4,692 48.5 1,477 91

17年９月中間期 7,269 2,944 40.5 2,193 82

18年３月期 9,057 4,419 48.8 2,807 47

（注）期末発行済株式数（連結） 18年９月中間期 3,175,400株 17年９月中間期 1,342,000株 18年３月期 1,566,950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

18年９月中間期 131 △303 △194 1,970

17年９月中間期 340 △121 △528 1,195

18年３月期 904 △227 151 2,344

(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 １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19年３月期の連結業績予想（平成18年４月１日～平成19年３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 9,400 1,160 981

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　308円94銭

※　上記予想に関する事項は添付資料の５～６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１社により構成されており、表面処理用薬品関連資材及び表面処理用装置を、自動

車、住宅、エレクトロニクス産業等様々な表面処理分野に提供する表面処理総合メーカーであります。

　事業の内容及び当社と子会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。

 

区　　分 主要な製品及び商品 主要な会社

薬品関連資材事業

プリント基板用めっき薬品

電子部品用めっき薬品

半導体用めっき薬品

自動車部品用めっき薬品

住宅建材用めっき薬品等

工業用化学品、貴金属めっき薬品

非鉄金属、ボイラー、洗浄塔、

カートリッジフィルタ等

当社

荏原ユージライト（上海）貿易有限公司

装置事業

プリント基板用めっき装置

自動車部品向け等めっき装置

逆洗式ろ過機、液管理装置等

当社

 

 以上の企業集団等について図示すると、次のとおりであります。

 

 めっき 

装置 装置部品 

外注先 
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株式会社荏原製作所 
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株式会社 

荏原電産 
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２．経営方針

１　会社の経営の基本方針

当社グループは、技術開発力と市場開発力の向上が成長の両輪であるとの考えに基づき、表面処理業界のお客様

に対して、創業以来最高品質の表面処理用薬品資材と表面処理用装置を提供してまいりました。

　今後も表面処理業界を通して広く社会に受け入れられ、社会の発展に寄与し、社会と共に成長し続けるため、

「コーポレート・ガバナンスの充実」「コンプライアンスの重視」「経営のディスクローズ」「環境負荷の削減」

を目標として経営に取り組んでまいります。

　当社の経営理念、事業展開方針は次のとおりであります。

 

ａ．経営理念

(a) 薬品と装置技術を有する「表面処理総合メーカー」として最高の技術をお客様に提供し、それによって得ら

れた利益は「株主の皆様」「従業員」への分配や経営基盤の健全化を目的として「内部留保の充実」に充当

いたします。また、生産効率の改善を推進して原価低減を図り、「お客様」への還元を行うことによって「業

界の発展」「社会の発展」に貢献いたします。

(b) 「独創的かつスピーディな研究開発」をスローガンに、世界のお客様に信頼されるオリジナル製品を開発し

提供いたします。

(c) 「環境にやさしい製品」や「省資源型製品」をお客様に提供し、地球環境の保全に取り組み、自然環境の保

全を目指します。

 

 ｂ．事業展開方針

(a) 新製品の開発

イ．プリント配線板業界向けでは、携帯電話やデジタルカメラに代表されるように、デジタル家電がますます

多機能化、高性能化しており、プリント配線板も実装の高密度化、回路の微細化のための技術開発が要求

されています。当社は市場調査を通して次世代のお客様のニーズに応えて、タイムリーに製品提供ができ

るよう研究開発部署の充実を図り、産学との交流を通して情報収集に努力することによって開発力の強化

に努めております。

ロ．自動車部品業界、水洗金具業界向けでは、メーカーの開発部署と密接な関係を維持した事業展開を実施し

ており、メーカーが目指す製品の意向に対し環境面、機能面、デザイン面等多岐にわたる要求に対し、積

極的に対応しております。

ハ．自社開発に注力する一方、学術界との技術交流並びにお客様との共同開発にも積極的に取組み、国際競争

にも耐え得る強力な研究開発体制を目指してまいります。

(b) 営業体制、サービス体制の充実

当社グループは、お客様の要望に応えるため、国内に３支店、３営業所を、また海外には台北とソウルに

支店を設置し、販売体制と共にサービス体制を整えております。

　また、上海に子会社を設立し、その支店を広州及び蘇州に開設して、中国市場での営業を強化しておりま

す。一方、今後の大きな発展が期待されるインドやメキシコについても、平成18年１月27日開催の取締役会

で合弁会社設立の決議を行い、開設の準備を進めております。

　今後も拠点の拡充を図り、海外のお客様に満足のいただける販売・サービス体制の構築により、新規市場

の需要開拓をすすめております。

(c) 生産体制の充実

平成12年４月に表面処理薬品の生産拠点を神奈川県藤沢市から新潟県上越市に移転いたしました。新潟工

場では最新鋭の生産設備を導入することによって生産効率を改善し、原価低減を図っております。海外にお

いても、製造コスト低減の必要性から中国の無錫と広州の現地企業と業務提携し、生産委託による現地生産

を行っております。今後も販売量の伸張に合わせ生産体制の拡充を図ります。

(d) 財務体質の強化

少数精鋭主義を基本的な考え方とし、経営資源の効率的活用、売上高の拡大、原価低減・販売管理費の抑

制に努め、キャッシュ・フローの管理を徹底し、財務体質の強化を図ってまいります。

 

２　会社の利益配分に関する基本方針

当社は、利益配分につきましては、将来の事業展開と経営体質の強化のために適正な自己資本比率を維持しなが

ら、できるだけ配当性向を高めていくことを利益配分に関する基本方針としております。自己資本用途につきまし

ては、今後の事業活動並びに経営基盤の強化に有効活用していく考えであります。
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３　投資単位の引き下げに関する考え方及び方針等

当社は株式の流動性を高め、より多くの投資家に株式を保有していただくことが重要な課題であると認識してお

ります。つきましては投資家の皆様に、より投資しやすい環境を整えるため、投資単位の引き下げを検討し株式の

分割を実施いたしました。

株式の分割は、平成18年４月１日付で平成18年３月31日最終の株主名簿に記載された株主の所有普通株式数を１

株につき２株の割合をもって行いました。今後とも株式投資単位の引き下げにつきましては慎重に検討し、対処し

てまいります。

 

４　目標とする経営指標

当社グループは、企業価値向上のための経営指標として、売上高営業利益率及び総資本経常利益率を10％以上と

することを目標とし、株主価値の更なる向上に努めてまいります。

 

５　中長期的な会社の経営戦略及び会社の対処すべき課題

ａ．中長期的な会社の経営戦略として、お客様の満足度を勝ち取り、収益の拡大に努め株主価値の向上を図るため

に、次の４点を基本戦略としております。

(a) 経営戦略：技術開発力と市場開拓力の向上

(b) 営業戦略：グローバルネットワークの拡充

(c) 開発戦略：次世代技術への迅速な対応と市場でのトップブランドの維持

(d) 市場戦略：中国市場をはじめとするＢＲＩＣｓ諸国でのビジネスの拡充

 

ｂ．会社の対処すべき課題

(a) 営業が取り組む課題

「グローバルネットワークの拡充」を推進すると共に、「積極的な営業の推進」をスローガンに、新しい

お客様、新しい地域の開拓を行います。

また「営業体制の強化」のため、販売拠点の拡充、営業人員の増強を行います。販売拠点の拡充は、特に

中国市場やアジア市場に対して実施し、海外のシェアアップを目指します。

(b) 研究開発の課題

表面処理用薬品の主要市場の１つであるプリント配線板業界は、技術革新のテンポが非常に速いため、常

にお客様の次世代技術の動向に注視し、市場の要求に応えた製品が提供できるよう開発に取り組んでまいり

ます。

またもう一方の主要市場である自動車部品や水洗金具等の業界におきましても、業界トップメーカーとの

協力関係を構築し、お客様のニーズをいち早く把握して開発に取り組んでまいります。

(c) 中国における営業及び技術サービス体制

近年、中国において、自動車部品等樹脂上のめっき市場での需要が増大し、同市場の顧客からの当社薬品

関連資材の引き合いが増加しております。それに伴い、新規顧客への技術対応やアフターサービス体制等、

現地からの技術支援の要望が高くなっております。

　今後もますますお客様が増加し、サービス地域も拡大することが確実であり、現地主義を徹底するために

も営業体制及び現地の社員教育の強化等が必要となっております。

(d) 中国以外の海外地域における体制の拡充

中国自動車産業の驚異的な成長に続き、今後インド、ブラジル等についても大きな成長が期待されており

ますが、当面の部品供給地域として東南アジア、特にタイ及びベトナムの発展が顕著になっております。従

いまして、この地域における営業の強化が重要になっております。

 

６　親会社等に関する事項

該当する事項はありません。
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３．経営成績及び財政状態

１　経営成績　

(a) 全般の状況

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、個人消費や企業の設備投資等の内需が堅調に推移し、原油価格を

はじめとした原材料価格が高止まりする等の懸念材料があるものの、きわめて緩やかではありますが成長を続け、

デフレ脱却の最終局面に入っております。

　自動車業界においては、円安を背景に北米向け輸出が好調で、国内生産は堅調に推移しております。海外市場

では、中国が引き続き好調であり、今後の成長市場としてＢＲＩＣｓ諸国への展開を強化しております。

　一方エレクトロニクスの業界では、携帯電話の出荷台数において、新興国の新規需要と買替え需要の双方が堅

調に推移し、電子部品の生産にも好影響を与えております。

　このような環境の中で、当社グループはビルドアッププリント配線板用めっき薬品の台湾及び韓国への市場拡

大と市場定着、自動車部品向け樹脂めっき用薬品とめっき装置の中国及びアセアン地域の市場開拓、中国市場で

の汎用プリント配線板用めっき薬品の販売強化等の営業活動が、市場の需要増大に相まってその効果を上げ、当

社グループの技術を業績に反映させることができました。

以上の結果、当中間連結会計期間の売上高は52億20百万円（前年同期比34.9％増）、経常利益は５億90百万円

（前年同期比12.2％増）、中間純利益は３億45百万円（前年同期比13.9％増）となりました。

 

(b) 事業の種類別セグメントの概況　

① 薬品関連資材事業

自動車産業では、とりわけ中国市場が好調に推移したことにより、基幹分野向けめっき用薬品の売上は増加

しました。また、プリント配線板の業界では、携帯電話の出荷が好調で、マザーボードやＭＰＵ、グラフィッ

ク、チップセット等に対応した半導体パッケージ基板市場の活況により、ビルドアッププリント配線板用めっ

き薬品が伸長し、また市場開拓においては、台湾及び中国での新規顧客を獲得したことにより、電子分野向け

めっき薬品の売上が大きく増加しました。

　この結果、売上高は39億28百万円（前年同期比19.6％増）、営業利益は９億12百万円（前年同期比24.3％

増）となりました。

 

② 装置事業

自動車部品向けでは、樹脂めっき用の全自動めっき装置を国内及び海外の顧客に納入しました。また、プリ

ント配線板向けでは、銅めっき用の全自動めっき装置を国内及び海外の顧客に納入しております。当中間連結

会計期間においては、重要顧客や成長市場に対する戦略的対応を行った結果、原価比率等が上昇し、収益性が

低下しました。現在は、台湾をはじめとして、中国やアセアン地域といった海外での装置営業の強化を行い、

今後の拡販に向けて注力しております。

　この結果、売上高は13億円（前年同期比117.1％増）、営業損失は６百万円（前年同期比54百万円の減益）

となりました。

 

２　財政状態　　

当中間連結会計期間のキャッシュ・フローの状況は以下のとおりとなりました。

　当中間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、有形固定資産や投資有価証券

の取得による支出及び長期借入金の返済による支出等により、前連結会計年度に比べ３億73百万円減少し、19億70

百万円となりました。

①　営業活動の結果得られた資金は、１億31百万円（前年同期比２億９百万円減）となりました。これは、税金等

調整前中間純利益が６億１百万円、たな卸資産の減少額３億24百万円等による資金の増加と、売上債権の増加

額６億３百万円、法人税等の支払額３億41百万円等による資金の減少によるものであります。

②　投資活動の結果使用した資金は、３億３百万円（前年同期比１億81百万円増）となりました。これは、有形固

定資産の売却による収入３億15百万円による資金の増加と、有形固定資産の取得による支出４億47百万円、投

資有価証券の取得による支出１億68百万円等による資金の減少によるものであります。

③　財務活動の結果使用した資金は、１億94百万円（前年同期比３億34百万円減）となりました。これは、株式の

発行による収入30百万円による資金の増加と長期借入金の返済による支出１億50百万円、配当金の支払額75百

万円による資金の減少によるものであります。
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（参考）

平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期

中間 期末 中間 期末 中間

自己資本比率（％） 30.3 37.2 40.5 48.8 48.5

時価ベースの自己資

本比率（％）
－ － － 205.9 121.3

債務償還年数（年） 2.3 2.1 2.1 1.0 3.0

インタレスト・カバ

レッジ・レシオ
18.6 22.5 29.6 43.4 20.8

注）自己資本比率　　　　　　　　　　　：自己資本／総資産

　　時価ベースの自己資本比率　　　　　：株式時価総額／総資産

　　債務償還年数　　　　　　　　　　　：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

　　インタレスト・カバレッジ・レシオ　：営業キャッシュ・フロー／利払い 

１．各指標はいずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

２．株式時価総額は、（中間）期末株価終値×（中間）期末発行済株式数（自己株式控除後）により算

出しております。

３．営業キャッシュ・フローは（中間）連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・

フローを使用しております。有利子負債は、（中間）連結貸借対照表に計上されている負債のうち

利子を支払っている全ての負債を対象としております。また、利払いについては、（中間）連結

キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

４．債務償還年数の中間期での計算は、営業キャッシュ・フローを年額に換算するため２倍しておりま

す。

 

３　通期の見通し 

下期のわが国経済については、引き続き緩やかな成長を続けると見込まれます。しかしながら、米国経済の減速

や原油・原材料価格の動向等外需面での懸念材料により、当社グループを取り巻く環境は予断を許さない状況にあ

ります。

　このような状況下、自動車産業の市場動向について、国内においては横ばいもしくは微増、中国においてはＧＤ

Ｐ以上の伸び率を示すと期待されております。従いまして、中国市場における需要に確実に対応し、ビジネスチャ

ンスを逃すことなく確実に取り込んでまいります。

　エレクトロニクス産業の市場動向については、携帯電話の好調な出荷状況が持続すると予想され、電子部品業界

においても旺盛な需要による品薄感が強まっております。

　当社グループは、国内のマーケットシェアの拡大を図るとともに、中国市場の新規開拓に注力し、売上高の拡大

に取り組みます。また、今後市場拡大が期待され、当社グループが優位なシェアを持っているビルドアッププリン

ト配線板市場や、テープパッケージ及びフレキシブル配線板市場の需要を確実に取り込んでまいります。

 　こうした状況下において当社グループの通期の連結業績予想は、以下のように見込んでおります。

 

売上高　　　　94億円　　　（対前年実績比 10.0％増）

営業利益　　　12億13百万円（対前年実績比 12.3％増）

経常利益　　　11億60百万円（対前年実績比 12.4％増）

当期純利益　　９億81百万円（対前年実績比 65.5％増） 

 

（業績予想に関する留意事項）

この資料に記載されている次期及び将来に関する記述は、当社が現時点で入手可能な情報から得られた判断に基

づいておりますが、リスクや不確実性を含んでおります。

　従いまして、実際の業績は様々な要因により記述されている業績予想と乖離することもありますので、ご承知お

きいただきますようお願い申し上げます。
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４　事業等のリスク

①　需要先業界の動向

当社製品である表面処理用薬品関連資材及び装置は、主に自動車業界とエレクトロニクス業界（特にプリント

配線板業界）で使用されており、その市場動向に大きく影響を受けます。

自動車業界において、当社の薬品関連資材は、自動車前面部のラジエータグリル（樹脂製化粧部品）やドアハ

ンドル（樹脂製）へのめっき工程等で使用されます。従いまして、自動車生産量の推移が業績に重要な影響を及

ぼします。また、当社の装置は、自動車業界の設備投資の動向により業績に大きな影響を受けます。 

プリント配線板業界において当社の薬品関連資材は、回路形成用の銅めっき工程等で使用され、プリント配線

板の需要先は主に電子機器業界であります。なかでも、携帯電話、ゲーム機、パソコン市場の生産量の推移が、

業績に大きな影響を及ぼします。また、プリント配線板業界における当社の装置は、自動車業界と同様、設備投

資の動向により業績に大きな影響を受けます。

 

②　材料価格の変動

当社グループの諸材料や諸原料の価格は、原油価格の上昇や中国の経済成長等が要因となって、総じて値上が

り傾向にあります。当社の主力製品の主原料が高騰し、もしくは長期間高価格で推移し、なおかつ高騰分を販売

価格に転嫁できない可能性があります。その場合、当社製品の収益性に影響を及ぼします。 

 

③　為替レートの変動

当社グループの海外取引は円建決済を基本としております。しかしながら、海外支店及び中国子会社では現地

通貨により決済しております。外貨建決済を行う場合、必要に応じて為替予約等を行う方針でありますが、これ

により為替リスクを完全に回避できる保証は無く、為替変動が業績に影響を及ぼす可能性があります。

　なお、当社グループの外貨建売上高の構成比率は、米ドル（21.1％）、台湾ドル（45.7％）、中国人民元

（26.0％）、韓国ウォン（7.2％）（平成18年９月中間期実績）であります。

　また、全売上高に占める外貨建売上高の比率（連結ベース）は次のとおりであります。

平成17年９月中間期　　外貨建売上高　４億36百万円　　全売上高比率　11.3％

平成18年９月中間期　　外貨建売上高　９億２百万円　　全売上高比率　17.3％ 

 

④　株式会社荏原製作所との関係

株式会社荏原製作所は当社株式の55.0％を保有する当社の親会社でありましたが、平成15年９月にＭＢＯによ

り同社の保有株式比率は31.8％となり、現在では10.7％を保有する当社の主要株主であります。

　当社と同社との取引関係は、当社が同社に対し電子分野向け表面処理薬品を卸販売しております。平成18年９

月中間期の同社に対する売上高は46百万円（当社グループの連結売上高に占める割合は0.9％）でありました。 

 

⑤　社名・ロゴマークの使用について

当社の社名につきましては、ＭＢＯによる独立時から平成25年10月１日までの10年間、「荏原」の名称に関す

る使用許諾を株式会社荏原製作所より得ております。また、「Udylite」の名称も同様に10年間の使用許諾をエン

ソン・インコーポレーテッドより得ておりましたが、さらに平成35年10月１日までの使用延長許諾契約を平成18

年４月21日に締結いたしました。ロゴマークにつきましては、株式会社荏原製作所の出資比率が20％未満になっ

た時点より３年を経過する平成20年12月21日までの継続使用許諾を得ております。

　当社は、社名及びロゴマークの変更につきまして、充分に検討し慎重に準備を行ったうえで実施することを考

えております。なお、これらの変更に際しましては、株式会社荏原製作所及びエンソン・インコーポレーテッド

に対して使用許諾契約時に支払った、それぞれ90百万円、合計１億80百万円の許諾料（当社では長期前払費用と

して資産計上し、契約期間で均等償却しております（平成18年９月中間期末残高１億28百万円）。）を一括して

償却する可能性があり、社名及びロゴマークの変更を周知させるために必要な費用と共に、当社グループの業績

に影響を与える可能性があります。 

 

⑥　中国での事業

当社グループは、成長を成功させる要因として中国での事業拡大を第一に掲げており、既存の中国子会社（上

海）及び広州と蘇州の子会社支店（分公司）のみならず、今後も販売網の拡充、現地生産拠点の充実に注力する

所存であります。

　さて、中国はここまで驚異的な経済成長率をもって発展を続けておりますが、成長の歪みと言われる沿岸部と

内陸部の所得格差の問題、エネルギー不足への対策、為替動向、知的所有権に関する問題、表面化した反日感情

への対処等の大きな課題を抱えております。　
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今後、中国において、これらの課題に起因するような混乱等が発生した場合や、現地における各種法令、会計

制度、税制等が変更された場合には、当社グループの中国事業や業績に波及する可能性があります。 

 

⑦　薬品関連資材事業の売上依存度が高いことについて

当社グループの薬品関連資材事業の売上高が全体の売上高に占める割合は、平成18年９月中間期において

75.2％と高く、当面このような高い割合が継続することが予想されます。同事業の対象市場としましては、自動

車部品、建材、水洗金具、電子部品等があり、複数市場への売上分散を図ってまいりました。しかしながら、こ

れらの各市場が同時に低調となるような場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

⑧　技術ノウハウの流出及び漏洩について

当社の技術情報には、表面処理薬品の開発経緯、薬品の成分・組成、装置の開発経緯、仕入商品情報、当社と

顧客間の技術データ等があります。これらの技術情報は、外部への持ち出し、複写等を禁じ、外部漏洩に備えて

おります。しかしながら、万一、これらの情報が外部へ漏洩した場合には、類似品の製造及び顧客に対するサー

ビス提供が可能になると考えられ、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。また、退職者が出た場合、退

職後の守秘義務契約にも関わらず、一部の技術・情報等が流出し、当社の業績に影響を及ぼす可能性は否定でき

ません。 

 

⑨　人材の確保・育成について

当社が製品を提供する業界（特にエレクトロニクス業界）は、技術水準や顧客ニーズが急激に変化する業界で

あり、それらに見合った新技術の開発とその製品化、既存製品の改良は、当社にとって必要不可欠なものであり

ます。知名度の向上、採用活動の強化、教育・研修の拡充等の施策にも関わらず、優秀な技術者や研究開発要員

の確保・育成ができない場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

　また、今後も海外展開の拡大やＩＲ活動の充実等、諸業務の拡大が予想されますので、優秀な人材の確保に一

層努めてまいりますが、当社が求める人材を充分に確保・育成できない場合には、今後の事業推進に影響を及ぼ

す可能性があります。

 

⑩　法的規制について

当社は、表面処理薬品の原材料として「毒物及び劇物取締法」及び「麻薬及び向精神薬取締法」の対象となる

薬品を使用しているため、その販売、製造、輸入等に関して同法の規制を受けております。当社は前記法令の対

象となる薬品に関する販売業登録、輸出入業登録等の法的措置を講じると共に、社内管理体制を確立し、法令遵

守に努めております。しかしながら、今後の法改正により規制が強化され、当社の表面処理薬品の原材料となる

薬品の一部について、使用禁止や使用制限等の措置が講じられた場合には、代替製品を開発するまでの間、当社

の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑪　廃棄物等の管理について

当社の新潟工場及び中央研究所では、製造又は実験過程において、環境への影響を考慮した適切な処理を必要

とする廃液及び大気中への排出物が生じます。当社は、廃液についてはその内容等により、排水処理施設での処

理又は外部委託処理を行っております。また、排気管理については、製造工程及び実験室における局所排気を通

じ、排気ガス処理装置で処理しております。

　これらの取り組みの結果、現在まで行政からの指導を受けた事はありませんが、将来において当社の廃棄物の

管理に何らかの問題が生じた場合には、当社の業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑫　自然災害、事故等のリスクについて

当社の生産工場は、薬品関連資材事業の製品とそれに使用する中間原料を製造する新潟工場（新潟県上越市）

１ヶ所のみであります。従って、災害等の影響により新潟工場における生産活動に支障が起きた場合には、当社

の業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。

　また、当社の中央研究所（神奈川県藤沢市）は昭和45年の建設後36年が経過しており、当時の建築基準法に定

められた耐震基準しか満たしておりません。従って、地震等の影響により中央研究所における研究開発活動に支

障が起きた場合には、当社の業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。

　なお、当社は平成18年１月27日の取締役会において、現中央研究所の移転・新設を決定し、平成18年12月末の

竣工予定で移転・新設計画を進めております。

 

－ 8 －



４．時価発行公募増資等に係る資金使途計画及び資金充当実績
１　資金使途計画 

年月日 区分 発行株数 発行価額 調達額 資金使途

 平成17年12月21日 有償一般募集 168,000株 4,590円 771百万円 
研究開発設備の増

強、借入金返済 

 平成18年１月20日 第三者割当増資 57,000株 4,590円 261百万円 
研究開発設備の増

強、借入金返済 

 　

２　資金充当実績

　平成17年12月21日に実施した時価発行増資及び平成18年１月20日に実施した第三者割当増資の資金使途計画につ

いては、概ね計画どおり進行中であります。
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５．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17年９月30日）

当中間連結会計期間末

（平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年３月31日）

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   1,195,986   1,970,553   2,344,097  

２　受取手形及び売掛金 ※１  2,391,439   3,328,643   2,727,309  

３　たな卸資産   894,697   833,059   1,158,871  

４　繰延税金資産   129,490   168,220   181,275  

５　その他   134,111   212,050   84,947  

貸倒引当金   △4,020   △7,143   △513  

流動資産合計   4,741,704 65.2  6,505,383 67.2  6,495,987 71.7

Ⅱ　固定資産           

１　有形固定資産 ※２          

(1) 建物及び構築物 ※３ 706,886   751,576   701,530   

(2) 機械装置及び運搬
具

※３ 205,533   230,373   181,685   

(3) 工具器具備品 ※３ 171,666   202,527   184,678   

(4) 土地  893,091   893,091   893,091   

(5) 建設仮勘定  4,659   312,750   3,150   

有形固定資産合計   1,981,838 27.3  2,390,321 24.7  1,964,136 21.7

２　無形固定資産   6,391 0.1  6,805 0.0  3,136 0.0

３　投資その他の資産           

(1) 投資有価証券  58,519   222,337   64,883   

(2) 繰延税金資産  171,830   222,515   191,167   

(3) その他  313,602   354,284   342,934   

貸倒引当金  △4,846   △19,492   △4,834   

投資その他の資産合計   539,106 7.4  779,644 8.1  594,150 6.6

固定資産合計   2,527,335 34.8  3,176,771 32.8  2,561,423 28.3

資産合計   7,269,040 100.0  9,682,155 100.0  9,057,410 100.0
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前中間連結会計期間末

（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末

（平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年３月31日）

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 ※１  1,526,974   2,230,454   1,913,263  

２　短期借入金   70,000   40,000   40,000  

３　一年内返済予定長期
借入金

  300,000   300,000   300,000  

４　未払法人税等   241,994   263,793   337,147  

５　賞与引当金   195,000   227,154   258,331  

６　前受金   298,951   608,014   466,364  

７　設備支払手形   53,256   115,050   69,027  

８　その他   172,440   249,259   213,489  

流動負債合計   2,858,616 39.3  4,033,727 41.7  3,597,623 39.7

Ⅱ　固定負債           

１　長期借入金   1,050,000   450,000   600,000  

２　退職給付引当金   353,149   396,079   368,378  

３　役員退職慰労引当金   63,164   －   72,247  

４　その他   －   109,383   －  

固定負債合計   1,466,314 20.2  955,462 9.8  1,040,625 11.5

負債合計   4,324,930 59.5  4,989,189 51.5  4,638,248 51.2

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   362,500 5.0  － －  878,875 9.7

Ⅱ　資本剰余金   169,799 2.3  － －  831,524 9.2

Ⅲ　利益剰余金   2,405,280 33.1  － －  2,694,337 29.8

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

  8,769 0.1  － －  12,341 0.1

Ⅴ　為替換算調整勘定   △2,239 △0.0  － －  2,676 0.0

Ⅵ　自己株式   － －  － －  △592 △0.0

資本合計   2,944,110 40.5  － －  4,419,162 48.8

負債及び資本合計   7,269,040 100.0  － －  9,057,410 100.0

（純資産の部）           

 Ⅰ　株主資本           

   １　資本金   － －  894,437 9.2  － －

   ２　資本剰余金   － －  847,086 8.7  － －

   ３　利益剰余金   － －  2,945,122 30.5  － －

   ４　自己株式   － －  △592 △0.0  － －

     株主資本合計   － －  4,686,054 48.4  － －

Ⅱ　評価・換算差額等           

   １　その他有価証券
　　　 評価差額金

  － －  5,907 0.1  － －

   ２　為替換算調整勘定   － －  1,003 0.0  － －

評価・換算差額等合計   － －  6,911 0.1  － －

純資産合計   － －  4,692,965 48.5  － －

 負債純資産合計   － －  9,682,155 100.0  － －
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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17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３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   3,871,372 100.0  5,220,831 100.0  8,546,421 100.0

Ⅱ　売上原価   1,985,377 51.3  2,936,327 56.2  4,516,609 52.8

売上総利益   1,885,995 48.7  2,284,503 43.8  4,029,811 47.2

Ⅲ　販売費及び一般管理費           

１　給与手当  417,012   497,856   856,946   

２　賞与  146,881   174,378   357,437   

３　退職給付費用  35,052   64,217   55,117   

４　役員退職慰労引当金
繰入額

 18,028   4,541   27,111   

５　減価償却費  52,775   57,613   120,215   

６　貸倒引当金繰入額  350   21,287   －   

７　その他  676,951 1,347,051 34.8 863,364 1,683,259 32.3 1,532,350 2,949,178 34.6

営業利益   538,943 13.9  601,244 11.5  1,080,632 12.6

Ⅳ　営業外収益           

１　受取利息  2,484   2,068   4,696   

２　為替差益  821   －   57,632   

３　雑品売却益  －   482   －   

４　その他  478 3,783 0.1 688 3,239 0.1 1,055 63,384 0.7

Ⅴ　営業外費用           

１　支払利息  11,417   6,375   20,726   

２　株式上場関連費用  3,461   －   72,264   

３　為替差損  －   6,643   －   

４　その他  1,162 16,040 0.4 782 13,802 0.3 18,519 111,511 1.2

経常利益   526,686 13.6  590,681 11.3  1,032,506 12.1

Ⅵ　特別利益           

１　固定資産売却益 ※１ 1,299   －   1,299   

２　貸倒引当金戻入益  －   －   3,168   

３　受取和解金  － 1,299 0.0 10,862 10,862 0.2 － 4,468 0.1

Ⅶ　特別損失           

１　固定資産除却損 ※２ 3,434 3,434 0.1 523 523 0.0 6,721 6,721 0.1

税金等調整前中間
（当期）純利益

  524,552 13.5  601,020 11.5  1,030,252 12.1

法人税、住民税及び
事業税

 232,358   268,900   522,574   

法人税等調整額  △11,686 220,672 5.7 △13,879 255,021 4.9 △85,258 437,315 5.2

中間（当期）純利益   303,880 7.8  345,998 6.6  592,937 6.9
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(3) 中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書

中間連結剰余金計算書

  

前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

前連結会計年度の
連結剰余金計算書

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

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   169,799  169,799

Ⅱ　資本剰余金増加高      

１　増資による新株の発行  － － 661,725 661,725

Ⅲ　資本剰余金中間期末
（期末）残高

  169,799  831,524

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ　利益剰余金期首残高   2,101,400  2,101,400

Ⅱ　利益剰余金増加高      

１　中間（当期）純利益  303,880 303,880 592,937 592,937

Ⅲ　利益剰余金中間期末
（期末）残高

  2,405,280  2,694,337

      

中間連結株主資本等変動計算書

当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

 株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

 平成18年３月31日　残高（千円） 878,875 831,524 2,694,337 △592 4,404,144

 中間連結会計期間中の変動額      

 　新株の発行 15,562 15,562   31,125

 　剰余金の配当（注）   △75,213  △75,213

 　役員賞与（注）   △20,000  △20,000

 　中間純利益   345,998  345,998

　 株主資本以外の項目の中間連結会計期間中

 　の変動額（純額）
     

 中間連結会計期間中の変動額合計（千円） 15,562 15,562 250,785 － 281,910

 平成18年９月30日　残高（千円） 894,437 847,086 2,945,122 △592 4,686,054

 評価・換算差額等

純資産合計
 

その他有価証券

評価差額金

為替換算

調整勘定

評価・換算

差額等合計

 平成18年３月31日　残高（千円） 12,341 2,676 15,017 4,419,162

 中間連結会計期間中の変動額     

 　新株の発行    31,125

   剰余金の配当（注）    △75,213

   役員賞与（注）    △20,000

   中間純利益    345,998

   株主資本以外の項目の中間連結会計期間中

　 の変動額（純額）
△6,433 △1,672 △8,106 △8,106

 中間連結会計期間中の変動額合計（千円） △6,433 △1,672 △8,106 273,803

 平成18年９月30日　残高（千円） 5,907 1,003 6,911 4,692,965

 （注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。

－ 13 －



(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17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度の
連結キャッシュ・フロー

計算書
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３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  524,552 601,020 1,030,252

減価償却費  101,978 104,179 220,899

貸倒引当金の増加額（△減少額）  350 21,287 △3,168

賞与引当金の増加額（△減少額）  △15,000 △31,176 48,331

退職給付引当金の増加額（△減少額）  41,704 27,700 56,932

役員退職慰労引当金の増加額(△減少
額）

 18,028 △72,247 27,111

受取利息及び受取配当金  △2,521 △2,121 △4,785

為替差損益（△差益）  － 6,289 △4,490

支払利息  11,417 6,375 20,726

新株発行費償却  － － 14,417

株式交付費償却  － 583 －

固定資産売却益  △1,299 － △1,299

固定資産除却損  1,267 523 4,554

売上債権の減少額（△増加額）  △152,018 △603,878 △464,479

前受金の増加額（△減少額）  271,247 △173,868 438,660

たな卸資産の減少額（△増加額）  △257,749 324,031 △515,448

仕入債務の増加額（△減少額）  143,422 319,691 639,088

前渡金の減少額（△増加額）  － △6,662 －

役員賞与の支払額  － △20,000 －

その他  △45,937 △24,203 △97,395

小計  639,441 477,526 1,409,908

利息及び配当金の受取額  2,521 2,107 4,784

利息の支払額  △11,524 △6,336 △20,849

法人税等の支払額  △289,571 △341,463 △489,726

営業活動によるキャッシュ・フロー  340,866 131,834 904,116

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー     

有形固定資産の取得による支出  △65,018 △447,329 △135,481

有形固定資産の売却による収入  9,173 315,660 9,718

無形固定資産の取得による支出  △4,064 － △3,444

投資有価証券の取得による支出  △328 △168,301 △671

その他  △61,437 △3,203 △97,619

投資活動によるキャッシュ・フロー  △121,675 △303,174 △227,497
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前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度の
連結キャッシュ・フロー

計算書
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー     

短期借入金の純増減額  △313,425 － △346,575

長期借入金の返済による支出  △215,460 △150,000 △665,460

株式の発行による収入  － 30,541 1,163,682

自己株式の取得による支出  － － △592

配当金の支払額  － △75,092 －

財務活動によるキャッシュ・フロー  △528,885 △194,550 151,055

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  1,797 △7,653 12,541

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額
（△減少額）

 △307,896 △373,544 840,214

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  1,503,882 2,344,097 1,503,882

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末
（期末）残高

※ 1,195,986 1,970,553 2,344,097
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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

項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項 　連結子会社の数　　　　１社

　連結子会社の名称

　荏原ユージライト（上海）

　貿易有限公司

　　　同左 　　　同左

２．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事

項

　連結子会社の中間決算日は６月30

日であります。

　中間連結財務諸表の作成に当たり、

同中間決算日現在の中間財務諸表を

使用し、中間連結決算日との間に生

じた重要な取引については、連結上

必要な調整を行っております。

　　　同左

 

 

　連結子会社の決算日は12月31日で

あります。

　連結財務諸表の作成に当たり、同

決算日現在の財務諸表を使用し、連

結決算日との間に生じた重要な取引

については、連結上必要な調整を

行っております。

３．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

　中間連結決算日の市場価格等

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

却原価は移動平均法により算

定）を採用しております。

①有価証券

　その他有価証券

時価のあるもの

　中間連結決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差額は全

部純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により算

定）を採用しております。

①有価証券

　その他有価証券

時価のあるもの

　連結決算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

価は移動平均法により算定）を

採用しております。

 

 

時価のないもの

　移動平均法による原価法を採

用しております

時価のないもの

　同左

時価のないもの

同左

 

 

 

②たな卸資産

薬品製品、薬品仕掛品、原材料

　月次総平均法による原価法

を採用しております。

②たな卸資産

薬品製品、薬品仕掛品、原材料

　同左

②たな卸資産

薬品製品、薬品仕掛品、原材料

同左

 

 

装置製品、装置仕掛品、商品

　個別法による原価法を採用

しております。

装置製品、装置仕掛品、商品

　同左

装置製品、装置仕掛品、商品

同左

 

 

貯蔵品

　先入先出法による原価法を

採用しております

貯蔵品

　同左

貯蔵品

同左

(2)重要な減価償却資産の

減価償却の方法

 

 

 

 

 

 

 

①有形固定資産

　定率法を採用しております。

　ただし、平成10年４月１日以降

に取得した建物（建物付属設備を

除く。）については、定額法を採

用しております。

　また、在外連結子会社は定額法

を採用しております

　なお、主な耐用年数は次のとお

りであります。

建物及び構築物

３～45年 

機械装置及び運搬具

４～７年 

工具器具備品

２～20年 

①有形固定資産

　　同左

　

 

　

 

 

 

 

 

 

①有形固定資産

同左

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②無形固定資産

　定額法を採用しております。

　自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法を採用し

ております。

②無形固定資産

　　同左

②無形固定資産

同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(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

実績率に基づき、貸倒懸念債権等

特定の債権については個別に回収

可能性を検討し、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

　従業員に対する賞与の支払に充

てるため、支給見込額の当中間連

結会計期間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

　従業員に対する賞与の支払に充

てるため、支給見込額の当連結会

計年度負担額を計上しております。

 

 

③退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

簡便法による退職給付債務額（中

間期末自己都合退職要支給額）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、

簡便法による退職給付債務額（期

末自己都合退職要支給額）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払に備え

るため、内規に基づく中間期末要

支給額を計上しております。

④ 　　―――――――

　

④役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支払に備え

るため、内規に基づく期末要支給

額を計上しております。

(4)重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への

換算の基準

　外貨建金銭債権債務は、中間連結

決算日の直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損益として処理

しております。

　なお、在外連結子会社の資産、負

債、収益及び費用は、中間決算日の

直物為替相場により円貨に換算し、

換算差額は資本の部における為替換

算調整勘定に含めて計上しておりま

す。

　外貨建金銭債権債務は、中間連結

決算日の直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損益として処理

しております。

　なお、在外連結子会社の資産、負

債、収益及び費用は、中間決算日の

直物為替相場により円貨に換算し、

換算差額は純資産の部における為替

換算調整勘定に含めて計上しており

ます。

　外貨建金銭債権債務は、連結決算

日の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理して

おります。

　なお、在外連結子会社の資産、負

債、収益及び費用は、決算日の直物

為替相場により円貨に換算し、換算

差額は資本の部における為替換算調

整勘定に含めて計上しております。

(5)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

(6)重要なヘッジ会計の方

法

 

①ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理を採用しており

ます。また、為替変動リスクの

ヘッジについて振当処理の要件を

満たしている場合には振当て処理

を、金利スワップについて特例処

理の要件を満たしている場合には

特例処理を採用しております。

①ヘッジ会計の方法　

　繰延ヘッジ処理を採用しており

ます。また、為替変動リスクの

ヘッジについて振当処理の要件を

満たしている場合には振当て処理

を採用しております。

①ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理を採用しており

ます。また、為替変動リスクの

ヘッジについて振当処理の要件を

満たしている場合には振当て処理

を、金利スワップについて特例処

理の要件を満たしている場合には

特例処理を採用しております。　

 

 

②ヘッジ手段とヘッジ対象

ａ．ヘッジ手段

・・・為替予約

②ヘッジ手段とヘッジ対象

　　ヘッジ手段

・・・為替予約

②ヘッジ手段とヘッジ対象

ａ．ヘッジ手段

　　・・・為替予約

 ヘッジ対象

・・・外貨建営業取引

ヘッジ対象

・・・外貨建営業取引 

　　ヘッジ対象

　　・・・外貨建営業取引

 ｂ．ヘッジ手段

・・・金利スワップ

 

 

ｂ．ヘッジ手段

・・・金利スワップ

 ヘッジ対象

・・・借入金利息

 

 

ヘッジ対象

・・・借入金利息
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 

 

③ヘッジ方針

　外貨建営業取引に係る為替変動

リスクを回避する目的で為替予約

を利用し、また借入金利の将来の

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、金

利スワップ取引を利用しておりま

す。

③ヘッジ方針

　外貨建営業取引に係る為替変動

リスクを回避する目的で為替予約

を利用しております。

 

 

　　

③ヘッジ方針

　外貨建営業取引に係る為替変動

リスクを回避する目的で為替予約

を利用し、また借入金利の将来の

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、金

利スワップ取引を利用しておりま

す。

 

 

④ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ対象の相場変動又は

キャッシュ・フロー変動の累計を

比較し、その変動額の比率によっ

て有効性を評価しております。た

だし、金利スワップ取引は特例処

理によっているため、有効性の評

価を省略しております。

④ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ対象の相場変動又は

キャッシュ・フロー変動の累計を

比較し、その変動額の比率によっ

て有効性を評価しております。

 

 

　　

④ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ対象の相場変動又は

キャッシュ・フロー変動の累計を

比較し、その変動額の比率によっ

て有効性を評価しております。た

だし、金利スワップ取引は特例処

理によっているため、有効性の評

価を省略しております。

(7)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

　税抜方式を採用しております。

消費税等の会計処理

　　　同左

消費税等の会計処理

同左

４．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

　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 同左
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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の変更

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自　平成18年４月１日 
至　平成18年９月30日） 

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３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より、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。 

　　　　　―――――――

 

 

（固定資産の減損に係る会計基準）

　当連結会計年度より、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。 

　　　　　―――――――

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準）

　当中間連結会計期間より「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準第５号　平成17年

12月９日）及び「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準等の適用

指針」（企業会計基準適用指針第８号

　平成17年12月９日）を適用しており

ます。

　これまでの資本の部の合計に相当す

る金額は4,692,965千円であります。

　なお、当中間連結会計期間における

中間連結貸借対照表の純資産の部につ

いては、中間連結財務諸表規則の改正

に伴い、改正後の中間連結財務諸表規

則により作成しております。

　　　　　―――――――
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追加情報

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自　平成18年４月１日 
至　平成18年９月30日） 

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．　　　――――――― １．固定資産の売却

　平成18年２月８日付で次のとおり固

定資産の売買契約を締結し、平成18年

12月末に引渡しを行う予定であります。

　譲渡物件：当社中央研究所の土地、

　　　建物、構築物

（神奈川県藤沢市善行坂一丁目）

　

　譲渡先：株式会社長谷工コーポレ

　　　　　ーション

　譲渡価額　：1,052,203千円

　譲渡益見込額：566,131千円　　

　譲渡の理由：建物の老朽化の解消

　　　　　　　及び研究開発環境の

　　　　　　　改善を目的とする移

　　　　　　　転のため。

　なお、株式会社長谷工コーポレーショ

ンは、平成18年５月15日付で相鉄不動

産株式会社に本契約の地位を譲渡して

おり、当社も承諾しております。

　これにより譲渡価額及び譲渡益見込

額に与える影響はありません。

　　　　

１．固定資産の売却 

　　　　　　　同左

２．　　　―――――――

 

２．役員退職慰労引当金

　従来、役員の退職慰労金の支払に充

てるため、内規に基づく期末要支給額

を計上しておりましたが、役員報酬体

系の見直しに伴い、平成18年６月29日

の定時株主総会決議により、役員退職

慰労金制度を廃止することを決定しま

した。この結果、役員退職慰労引当金

は全額取崩して「長期未払金」に振替

え、固定負債の「その他」に含めて表

示しております。

　なお、当中間連結会計期間末におい

て固定負債の「その他」に含まれる役

員退職慰労金の未払額は76,788千円で

あります。

 ２．　　　―――――――
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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17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度末
（平成18年３月31日）

※１　　　　――――――― ※１　中間連結会計期間末日満期手形の会計処

理については、手形交換日をもって決済処

理しております。

　なお、当中間連結会計期間末日が金融機

関の休日であったため、次の中間連結会計

期間末日満期手形が、中間連結会計期間末

残高に含まれております。

　受取手形　　　　　　　　188,614千円

  支払手形            　　 97,390千円

※１　　　　―――――――

※２　有形固定資産の減価償却累計額 ※２　有形固定資産の減価償却累計額 ※２　有形固定資産の減価償却累計額

 2,108,739千円  2,261,338千円  2,174,417千円

※３　過年度に取得した資産のうち、国庫補助

金等による圧縮記帳額は以下のとおりであ

り、中間連結貸借対照表計上額は、この圧

縮記帳額を控除しております。

※３　過年度に取得した資産のうち、国庫補助

金等による圧縮記帳額は以下のとおりであ

り、中間連結貸借対照表計上額は、この圧

縮記帳額を控除しております。

※３　過年度に取得した資産のうち、国庫補助

金等による圧縮記帳額は以下のとおりであ

り、連結貸借対照表計上額は、この圧縮記

帳額を控除しております。

建物及び構築物 197,624千円

機械装置及び運搬具 111,710千円

工具器具備品 7,034千円

建物及び構築物 197,624千円

機械装置及び運搬具 111,710千円

工具器具備品 7,034千円

建物及び構築物 197,624千円

機械装置及び運搬具 111,710千円

工具器具備品 7,034千円

（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１　固定資産売却益の内訳 ※１　　　　　――――――― ※１　固定資産売却益の内訳

建物及び構築物 1,238千円

工具器具備品 61千円

　計 1,299千円

  建物及び構築物 1,238千円

工具器具備品 61千円

　計 1,299千円

※２　固定資産除却損の内訳 ※２　固定資産除却損の内訳 ※２　固定資産除却損の内訳

建物及び構築物 901千円

機械装置及び運搬具 141千円

工具器具備品 224千円

設備撤去費用 2,167千円

　計 3,434千円

工具器具備品 523千円

　計 523千円

建物及び構築物 2,809千円

機械装置及び運搬具 721千円

工具器具備品 1,023千円

設備撤去費用 2,167千円

　計 6,721千円
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

　１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末株
式数（株）

当中間連結会計期間
増加株式数（株）

当中間連結会計期間
減少株式数（株）

当中間連結会計期間
末株式数（株）

発行済株式

普通株式（注）１ 1,566,950 1,608,450  3,175,400

合計 1,566,950 1,608,450  3,175,400

自己株式

普通株式（注）２ 50 50  100

合計 50 50  100

 （注）１．普通株式の発行済株式総数の増加1,608,450株は、平成18年４月１日で実施した株式分割による増加1,566,950

株、新株予約権の権利行使に伴う増加41,500株であります。

 　　　２．自己株式の増加は、平成18年４月１日で実施した株式分割による増加であります。　　　

　２．配当に関する事項

　（１）配当金支払額

（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

平成18年６月29日

定時株主総会
普通株式 75,213 48 平成18年３月31日 平成18年６月30日

　（２）基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間連結会計期間末後となるもの

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成18年11月10日

取締役会
普通株式 47,631 利益剰余金 15 平成18年９月30日 平成18年12月11日

（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17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※　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

 （平成17年９月30日現在）

※　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

（平成18年９月30日現在）

※　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18年３月31日現在）

現金及び預金勘定 1,195,986千円

現金及び現金同等物 1,195,986千円

現金及び預金勘定 1,970,553千円

現金及び現金同等物 1,970,553千円

現金及び預金勘定 2,344,097千円

現金及び現金同等物 2,344,097千円
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①　リース取引

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

　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

　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

　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

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累

計額相当額、減損損失累計額相当額及び中間

期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累

計額相当額、減損損失累計額相当額及び中間

期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累

計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末

残高相当額

 
取得価額
相当額
(千円)

減価償却
累計額相
当額
(千円)

中間期末
残高相当
額
(千円)

工具器具
備品

62,904 15,425 47,479

合計 62,904 15,425 47,479

 
取得価額
相当額
(千円)

減価償却
累計額相
当額
(千円)

中間期末
残高相当
額
(千円)

工具器具
備品

62,904 31,210 31,694

合計 62,904 31,210 31,694

 
取得価額
相当額
(千円)

減価償却
累計額相
当額
(千円)

期末残高
相当額
(千円)

工具器具
備品

62,904 23,317 39,587

合計 62,904 23,317 39,587

２．未経過リース料中間期末残高相当額等

未経過リース料中間期末残高相当額

２．未経過リース料中間期末残高相当額等

未経過リース料中間期末残高相当額

２．未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料期末残高相当額 

１年内 15,658千円

１年超 32,240千円

　合計 47,898千円

１年内 14,943千円

１年超 17,297千円

　合計 32,240千円

１年内 15,662千円

１年超 24,444千円

　合計 40,106千円

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取崩

額、減価償却費相当額、支払利息相当額及び

減損損失

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取崩

額、減価償却費相当額、支払利息相当額及び

減損損失

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取崩

額、減価償却費相当額、支払利息相当額及び

減損損失

支払リース料 8,194千円

減価償却費相当額 7,892千円

支払利息相当額 474千円

支払リース料 8,194千円

減価償却費相当額 7,892千円

支払利息相当額 329千円

支払リース料 16,389千円

減価償却費相当額 15,784千円

支払利息相当額 877千円

４．減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっております。

４．減価償却費相当額の算定方法

同左

４．減価償却費相当額の算定方法

同左

５．利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額相

当額との差額を利息相当額とし、各期への

配分方法については、利息法によっており

ます。

５．利息相当額の算定方法

同左

５．利息相当額の算定方法

同左

（減損損失について）

　リース資産に配分された減損損失はありませ

ん。

（減損損失について）

 同左

（減損損失について）

 同左
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②　有価証券

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

区分 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 9,292 24,079 14,786

(2）債券    

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他    

計 9,292 24,079 14,786

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

区分 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 34,440

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

区分 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 77,937 85,233 7,296

(2）債券    

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 － － －

計 77,937 85,233 7,296

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

区分 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 137,104
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前連結会計年度末（平成18年３月31日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

区分 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 9,635 30,443 20,808

(2）債券    

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 － － －

計 9,635 30,443 20,808

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

区分 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 34,440

③　デリバティブ取引

前中間連結会計期間（自　平成17年４月１日　至　平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（自　平成18年４

月１日　至　平成18年９月30日）及び前連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）について

は、ヘッジ会計を適用しておりますので、注記の対象から除いております。

④　ストック・オプション等関係

該当事項はありません。
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⑤　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17年４月１日　至　平成17年９月30日）

 
薬品関連資材
事業（千円）

装置事業
（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 3,285,071 586,301 3,871,372 － 3,871,372

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高
－ 13,000 13,000 (13,000) －

計 3,285,071 599,301 3,884,372 (13,000) 3,871,372

営業費用 2,551,321 551,802 3,103,123 229,305 3,332,429

営業利益 733,750 47,498 781,249 (242,305) 538,943

　（注）１．事業区分は、製品の系列及び性質等から総合的に区分しております。

２．各区分に属する主要な製品

(1) 薬品関連資材事業………自動車部品用樹脂めっき薬品、プリント配線板用めっき薬品、半導体用めっ

き薬品、工業用化学品、非鉄金属

(2) 装置事業…………………自動車部品用樹脂めっき装置、プリント配線板用めっき装置

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242,305千円であり、その主なもの

は経営企画室、総務部、経理部等の管理部門の費用であります。

当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

 
薬品関連資材
事業（千円）

装置事業
（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 3,928,186 1,292,644 5,220,831 － 5,220,831

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高
－ 8,158 8,158 (8,158) －

計 3,928,186 1,300,802 5,228,989 (8,158) 5,220,831

営業費用 3,016,159 1,307,561 4,323,720 295,866 4,619,587

営業利益又は営業損失（△） 912,027 △6,758 905,269 (304,025) 601,244

　（注）１．事業区分は、製品の系列及び性質等から総合的に区分しております。

２．各区分に属する主要な製品

(1) 薬品関連資材事業………自動車部品用樹脂めっき薬品、プリント配線板用めっき薬品、半導体用めっ

き薬品、工業用化学品、非鉄金属

(2) 装置事業…………………自動車部品用樹脂めっき装置、プリント配線板用めっき装置

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304,914千円であり、その主なもの

は経営企画室、総務部、経理部等の管理部門の費用であります。
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前連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

 
薬品関連資材
事業（千円）

装置事業
（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 6,886,742 1,659,678 8,546,421 － 8,546,421

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高
－ 16,700 16,700 (16,700) －

計 6,886,742 1,676,378 8,563,121 (16,700) 8,546,421

営業費用 5,345,552 1,573,750 6,919,303 546,485 7,465,788

営業利益 1,541,190 102,628 1,643,818 (563,185) 1,080,632

　（注）１．事業区分は、製品の系列及び性質等から総合的に区分しております。

２．各区分に属する主要な製品

(1) 薬品関連資材事業………自動車部品用樹脂めっき薬品、プリント配線板用めっき薬品、半導体用めっ

き薬品、工業用化学品、非鉄金属

(2) 装置事業…………………自動車部品用樹脂めっき装置、プリント配線板用めっき装置

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561,410千円であり、その主なもの

は経営企画室、総務部、経理部等の管理部門の費用であります。
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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17年４月１日　至　平成17年９月30日）においては、全セグメント売上高の

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。

　なお、当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）及び前連結会計年度（自　平

成17年４月１日　至　平成18年３月31日）の所在地別セグメント情報は次のとおりであります。

 

当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

 
日本

（千円）
アジア
（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 4,054,999 1,165,832 5,220,831 － 5,220,831

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
156,826 － 156,826 (156,826) －

計 4,211,825 1,165,832 5,377,658 (156,826) 5,220,831

営業費用 3,521,187 945,219 4,466,406 153,180 4,619,587

営業利益 690,638 220,612 911,251 (310,007) 601,244

　（注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

 ２．日本以外の区分に属する主な国又は地域

アジア……………韓国、台湾、中国

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304,914千円であり、その主なもの

は経営企画室、総務部、経理部等の管理部門の費用であります。

前連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

 
日本

（千円）
アジア
（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 7,423,661 1,122,759 8,546,421 － 8,546,421

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
183,802 － 183,802 (183,802) －

計 7,607,464 1,122,759 8,730,224 (183,802) 8,546,421

営業費用 6,151,595 906,274 7,057,870 407,918 7,465,788

営業利益 1,455,868 216,484 1,672,353 (591,721) 1,080,632

　（注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

 ２．日本以外の区分に属する主な国又は地域

アジア……………韓国、台湾、中国

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561,410千円であり、その主なもの

は経営企画室、総務部、経理部等の管理部門の費用であります。
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ｃ．海外売上高

前中間連結会計期間（自　平成17年４月１日　至　平成17年９月30日）

 アジア その他 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 660,890 1,056 661,946

Ⅱ　連結売上高（千円） － － 3,871,372

Ⅲ　連結売上高に占める

海外売上高の割合（％）
17.1 0.0 17.1

　（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．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

(1) アジア……………韓国、台湾、中国、タイ、シンガポール等

(2) その他の地域……アメリカ

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。

当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

 アジア その他 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 1,288,527 11,502 1,300,029

Ⅱ　連結売上高（千円） － － 5,220,831

Ⅲ　連結売上高に占める

海外売上高の割合（％）
24.7 0.2 24.9

　（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．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

(1) アジア……………韓国、台湾、中国、タイ、シンガポール等

(2) その他の地域……アメリカ、メキシコ、ドイツ

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。

前連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

 アジア その他 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 2,177,954 7,588 2,185,543

Ⅱ　連結売上高（千円） － － 8,546,421

Ⅲ　連結売上高に占める

海外売上高の割合（％）
25.5 0.1 25.6

　（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．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

(1) アジア……………韓国、台湾、中国、タイ、シンガポール等

(2) その他の地域……アメリカ、メキシコ

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。
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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１株当たり純資産額

2,193.82円 

１株当たり純資産額

1,477.91円 

１株当たり純資産額

2,807.47円 

１株当たり中間純利益金額

226.44円 

１株当たり中間純利益金額

110.36円 

１株当たり当期純利益金額

409.37円 

　なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益

金額については、新株予約権の残高があります

が、当社株式は非上場であり、期中平均株価が

把握できないため記載しておりません。

潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額

106.95円 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

405.22円 

　また、当社は、平成17年８月31日付で株式１

株につき10株の株式分割を行っております。当

該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合

の１株当たり情報については、それぞれ以下の

とおりとなります。

前中間連結会計期間  前連結会計年度

１株当たり純資産額

1,695.02円 

１株当たり中間純利益

金額

202.75円 

　なお、潜在株式調整

後１株当たり中間純利

益金額については、新

株予約権の残高があり

ますが、当社株式は非

上場であり、期中平均

株価が算定できないた

め、記載しておりませ

ん。

１株当たり純資産額

1,960.81円 

１株当たり当期純利益

金額

410.13円 

　なお、潜在株式調整

後１株当たり当期純利

益金額については、新

株予約権の残高があり

ますが、当社株式は非

上場であり、期中平均

株価が算定できないた

め、記載しておりませ

ん。

　当社は、平成18年４月１日付で株式１株につ

き２株の株式分割を行っております。当該株式

分割が前期首に行われたと仮定した場合の１株

当たり情報については、それぞれ以下のとおり

となります。

前中間連結会計期間  前連結会計年度

１株当たり純資産額

1,096.91円 

１株当たり中間純利益

金額

113.22円 

　なお、潜在株式調整

後１株当たり中間純利

益金額については、新

株予約権の残高があり

ますが、当社株式は非

上場であり、期中平均

株価が算定できないた

め、記載しておりませ

ん。

１株当たり純資産額

1,403.73円 

１株当たり当期純利益

金額

204.68円 

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額

202.61円 

　当社は、平成17年８月31日付で株式１株につ

き10株の株式分割を行っております。

　なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮

定した場合の前連結会計年度における１株当た

り情報については、以下のとおりとなります。

　１株当たり純資産額  1,960.81円

　１株当たり当期純利益金額  410.13円

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額については、新株予約権の残高があり

ますが、当社株式は非上場であり、期中平均

株価が算定できないため、記載しておりませ

ん。

（注）１株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、次のとおりであります。

 
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１株当たり当期純利益金額    

中間（当期）純利益（千円） 303,880 345,998 592,937

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 20,000

（うち利益処分による取締役賞与金）  (－) (－) (20,000)

普通株式に係る中間（当期）純利益（千円） 303,880 345,988 572,937

期中平均株式数（千株） 1,342 3,135 1,399

    

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益

金額
   

中間（当期）純利益調整額（千円） － － －

普通株式増加数（千株） － 100 14

（うち新株予約権）  (－) (100)  (14)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１

株当たり中間（当期）純利益の算定に含まれな

かった潜在株式の概要

新株予約権（平成16年６月21

日開催の定時株主総会）

・新株予約権の種類及び数

普通株式　　　6,060個

・新株予約権の行使時の払込

金額　　　　　

 15,000円

―――――― ――――――
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（重要な後発事象）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

（重要な新株の発行）

１．平成17年11月16日及び平成17年12月１日　

　開催の取締役会において、次のように新株

　式の発行を決議しております。

（1）募集方法  一般募集

 　　　      （ブックビルディング方式に

よる募集）

（2）発行する株式の種類及び数

 　　  普通株式　168,000株

（3）発行価格　１株につき　5,600円

（4）引受価額　１株につき　5,236円

 　  　発行価格と引受価額との差額は、引受

人の手取金となります。

（5）発行価額　１株につき　4,590円　

 　　（資本組入額　2,295円）　　

（6）発行価額の総額　　771,120千円

（7）払込金額の総額　　879,648千円　

（8）資本組入額の総額　385,560千円　

（9）払込期日　　 平成17年12月21日

（10）配当起算日　平成17年10月１日

（11）資金の使途

 　　 　研究開発設備の増強、借入金返済 

２．平成17年11月16日開催の取締役会において、

オーバーアロットメントによる株式の売出し

（主幹事会社が当社株主より借入れる株式

57,000株の売出し）に関連する第三者割当増

資（以下「本件第三者割当増資」という。）

を決議しております。ただし、オーバーア

ロットメントによる売出しが減少又は中止さ

れる場合、シンジケートカバー取引が行われ

る場合及び安定操作取引で買付けた株式の全

部又は一部を借入れた株式の返却に充当する

場合があります。そのため、本件第三者割当

増資における発行数の全部又は一部につき申

込が行われず、その結果、失権により本件第

三者割当増資における最終的な発行数が減少

する、又は発行そのものが全く行われない場

合があります。

　なお、本件第三者割当増資の新株式発行条

件は、以下のとおりであります。

（1）発行する株式の種類及び数

 　　　　　　　 普通株式　57,000株

（2）割当価格　１株につき　5,236円

（3）発行価額　１株につき　4,590円

 　　（資本組入額　2,295円）　　

（4）払込期日　　 平成18年１月20日　

（5）配当起算日   平成17年10月１日　

（6）割当先       野村證券株式会社

（7）資金の使途

 　 　 研究開発設備の増強、借入金返済　 

（重要な子会社の設立）

　平成18年11月10日開催の取締役会の決議に基

づき、以下のとおり子会社を設立することを決

議しております。

１．設立の目的

　自動車産業や電子関連業界におけるアセア

ン諸国への進出に伴い、当社製品の販売・

サービス・製造拠点をタイ王国に設置し、顧

客に密着した拡販活動を行うため。

２．設立会社の概要（予定）

（1）会社名     EBARA-UDYLITE

  (ASIA-PACIFIC)CO.,LTD.

（2）事業内容   表面処理用薬品及び装置の　

製造販売

（3）設立の時期 平成18年12月

（4）資本金     １億バーツ

　 （約330,000千円）

（5）出資比率   当社　100％

 

 

  平成18年２月17日開催の取締役会の決議に基

づき、次のように株式分割による新株式を発行

しております。

１．平成18年４月１日付をもって普通株式１

株につき２株に分割します。

 （1）分割により増加する株式数

 　　 普通株式　1,567,000株

 （2）分割方法

 　　  平成18年３月31日最終の株主名簿に記載

された株主の所有株式数を１株につき２株

の割合をもって分割します。

 ２．配当起算日

 　 平成18年４月１日

      当該株式分割が前期首において行われた

と仮定した場合の前連結会計年度における

１株当たり情報及び当期首において行われ

たと仮定した場合の当連結会計年度におけ

る１株当たり情報は、それぞれ以下のとお

りとなります。

前連結会計年度 当連結会計年度

 １株当たり純資産額  １株当たり純資産額

980.40円　　　　　

　　　　　　　

　　　

1,403.73円

 １株当たり当期純利

 益金額

 １株当たり当期純利

 益金額

205.07円　　　　　

　　　　　　　

　　　

204.68円

　 なお、潜在株式調

整後１株当たり当期

純利益金額について

は、新株予約権の残

高がありますが、当

社株式は非上場であ

り、期中平均株価が

把握できないため記

載しておりません。

　　　　　　　　　

　　　　　　

潜在株式調整後１株

当たり当期純利益金

額

202.61円
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６．生産、受注及び販売の状況
(1）生産実績

　当中間連結会計期間の生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称
当中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前年同期比（％）

薬品関連資材事業 （千円） 3,393,367 124.4

装置事業 （千円） 1,295,677 224.7

合計 （千円） 4,689,044 141.9

　（注）１．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）商品仕入実績

　当中間連結会計期間の商品仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称
当中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前年同期比（％）

薬品関連資材事業 （千円） 560,149 119.8

　（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．装置事業においては、商品仕入は行っておりませんので、当該事項はありません。

(3）受注状況

　当中間連結会計期間の受注状況を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称 受注高（千円） 前年同期比（％） 受注残高（千円） 前年同期比（％）

装置事業 1,044,584 85.9 662,066 44.5

　（注）１．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。

３．薬品関連資材事業は、受注から売上計上までの期間が短期であり、受注残高が少額であるため、記載を省略

しております。

(4）販売実績

　当中間連結会計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称
当中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前年同期比（％）

薬品関連資材事業 （千円） 3,928,186 119.6

装置事業 （千円） 1,292,644 220.5

合計 （千円） 5,220,831 134.9

　（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．上記金額のうち海外売上高は1,300,029千円であり、主な輸出先は韓国、台湾、中国、タイ、シンガポール等

であります。
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