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１．平成18年11月中間期の連結業績（平成18年6月1日～平成18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 ％
18年11月中間期 5,273 (△5.4) 580 (134.5) 601 (125.2)
17年11月中間期 5,575 (58.1) 247 (△2.5) 266 (△0.1)

18年5月期 10,498 489 536

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11月中間期 317 (126.2) 42 42 　　　　―――
17年11月中間期 140 (△3.0) 18 74 　　　　―――

18年5月期 250 33 54 　　　　―――

（注）①持分法投資損益  18年11月中間期 ― 百万円 17年11月中間期 ― 百万円 18年5月期  ― 百万円
②期中平均株式数(連結)  18年11月中間期 7,474,703株 17年11月中間期 7,476,936株 18年5月期 7,476,503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 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11月中間期 12,890 7,992 59.5 1,026 25
17年11月中間期 13,100 7,426 56.7 993 22

18年5月期 12,432 7,774 60.3 1,003 04

（注）期末発行済株式数(連結)  18年11月中間期 7,474,353株 17年11月中間期 7,476,853株 18年5月期 7,475,053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

18年11月中間期 △226 △79 103 2,458

17年11月中間期 218 △63 286 2,768

18年5月期 676 △173 △142 2,633

(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19年5月期の連結業績予想（平成18年6月1日～平成19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 10,600 900 470

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　62円88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

て作成したものであり、実際の業績は、今後の様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

  なお、上記予想に関する事項は添付資料の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 
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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、エレクトロニクス産業に重要な電子・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。

　また社会的責任の履行と環境経営を重視し、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上、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、持続的な企業価値の拡大を実現するため一層の体質強化を目指し、製造設備

投資、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及び方針等

　当社株式における投資単位の引下げにつきましては、株式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）目標とする経営指標

　当社グループは、自社製品群の開発・改良をより一層推進し高品質・高収益を図るとともに、中期的に基本効率を

より意識した経営指標であるＲＯＥ（自己資本当期利益率）について更なる向上に努めてまいります。

(5）中長期的な経営戦略及び対処すべき課題

　当社は、イワキ株式会社をはじめとするイワキ・グループの一員として、2006年度から2008年度の3年間を実行期間

とする中期経営計画を作成し、以下の施策を実行しております。

①　営業手法・営業体制の見直し

・両社間の役割と連携方法を見直すと同時に情報の共有化を進め、より効率的な営業体制を目指します。

②　ロジスティクス体制の再構築

・これまで各社単体レベルで個別最適化されていたロジスティクスを両社で見直し、トータルなロジスティクスシ

ステムの構築を目指します。

・在庫管理の両社間一元化、物流ネットワークの最適化などにより、コスト削減とサービスレベル向上に取り組み

ます。

③　生産管理体制の見直し

・グループ各社が連携し、お客様のニーズと市場動向を的確に捉えることにより、生産計画の精度向上を目指しま

す。

・品質の向上と製品の安定的供給を目指して、生産管理システムの再構築・導入に取り組みます。

④　研究開発能力の強化

・注力すべき開発領域及び習得すべき技術領域を再定義し、積極的に研究開発人員の質と数を確保することで、開

発活動の効率向上を目指します。

・開発計画の管理体制を見直し、より定量的な評価を行うことにより、製品化までの管理精度の向上に努めて参り

ます。

⑤　両社リソースの有効活動

・積極的な教育・研修を行い、両社間の人材交流を促進することにより、プロフェッショナル人材の育成に努めて

参ります。

(6）親会社等に関する事項

①　親会社等の商号等 （平成18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
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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との関係

当社の筆頭株主であるイワキ株式会社と当社グループとの関係は、当社と総代理店契約を締結しており、重要な

販売先となっております。

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、今後ともグループ全体としての成長を目指しております。

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。

(7）内部管理体制の整備・運用状況

　コーポレート・ガバナンスに関する報告書の「内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備の状況」に

記載される事項と内容が重複しますので、記載を省略しております。
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３．経営成績及び財政状態
(1）当中間期の概況

　当中間連結会計期間におけるわが国経済は、原油・原材料価格の高騰が続くなど経済への見通しに不透明感を抱え

ながらも、企業収益の改善に伴う設備投資の増加や個人消費が堅調に推移するなど、景気は総じて緩やかな回復基調

となりました。

　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、半導体関連業界は、車載関連機器、薄型テレビなどの

デジタル映像機器や携帯電話等が堅調に推移し、フル操業の部品工場も増加いたしました。

　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営業活動を展開し市場開

拓を推し進めるとともに、顧客満足度向上のため高品質・高機能製品の開発、改良及び製造設備の充実を図り、一層

のコスト低減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。

　その結果、当中間連結会計期間の売上高は52億7千3百万円（前中間連結会計期間比5.4％減）となり、経常利益は 

6億1百万円（同125.2％増）、中間純利益は3億1千7百万円（同126.2％増）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38億3千1百万円（前中間連結会計期間比4.0％増）、営業利益

は7億3千2百万円（同17.4％増）となりました。

　なお、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、高機能化が進むデジタル家電用及び車載関連用基板の需要拡大に伴

い、微細化要求に対応した前処理剤及び高機能用めっき光沢剤の販売が堅調な伸びとなりました。

　その結果、当部門の売上高は19億9千万円（同1.2％増）となりました。

（電子部品等めっき薬品）

　一般めっき薬品及び機能めっき薬品につきましては低調でありましたが、電子部品等めっき薬品につきまして

は、デジタル家電などの需要拡大に伴いチップ部品向けすずめっき薬品が好調に推移しました。

　その結果、当部門の売上高は17億1千万円（同7.1％増）となりました。

（受託加工等）

　受託加工収入等の売上高は1億3千1百万円（同9.1％増）となりました。

＜機械装置事業＞

　機械装置につきましては、高密度の配線板などのＰＷＢ関連装置の需要は引続き安定した状況下、現像剥離装置

やエッチング装置等が堅調に推移しました。また顧客の新規獲得や利益率向上など営業体制の改善を積極的に行い、

収益確保に努めました。

　その結果、売上高14億4千1百万円（前中間連結会計期間比23.8％減）、営業利益は1億2千7百万円（前中間連結会

計期間は1億1千4百万円の損失）となりました。

－ 5 －



(2）通期の見通し

　今後の経済見通しにつきましては、原油・原材料価格高騰など国内外の経営環境に大きな影響を及ぼす懸念材料が

依然としてあるものの、中国を中心にアジア経済は拡大基調が続くものと予想されます。また国内では企業収益の改

善に支えられた設備投資の好調が継続しており、雇用情勢が改善されていることから個人消費は増加するものと期待

され、景気回復は堅調に推移するものと思われます。

　このような環境のもと、当社グループは国内外で培った営業力、技術力を基に当社グループの総合力を最大限に活

用し、自社製品群の開発・改良を重ねシェア拡大に取り組むとともに顧客要求事項に対応するべく迅速な意思決定を

行い、顧客満足度向上を図ってまいります。

　また、経営資源を効率的に投入し企業体制の整備、改善を行うことにより競争力強化を図るとともに引続き大宮工

場の再構築計画を推進してまいります。更に、機械装置ビジネスでの新規顧客の獲得に注力し安定的な収益基盤を築

くなど、魅力ある企業グループへの成長を目指してまいります。

　なお、通期の連結業績予想につきましては、売上高106億円、経常利益9億円、当期純利益4億7千万円を見込んでお

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・フローの減少、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1億7千5百万円の減少（前中間連結会計期間比7億1百万円減）となり、

当中間連結会計期間末における資金残高は24億5千8百万円（前連結会計年度比6.7％減）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減少した資金は2億2千6百万円（前中間連結会計期間比4億4千5百円減）

となりました。　

  これは、主に税金等調整前中間純利益5億8千1百万円、減価償却費1億円、仕入債務の増加額1億2千2百万円による増

加と、たな卸資産の増加額8千7百万円、売上債権の増加額6億6千8百万円、法人税等の支払額2億1千9百万円による減

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7千9百万円（同1千6百万円減）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8千4百万円によるものです。

(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1億3百万円（同1億8千3百万円減）となりました。

  これは、主に短期借入金の増加額5億円による増加と、長期借入金の返済による支出1億4千6百万円、社債の償還に

よる支出1億円、配当金の支払額1億4千9百万円によるものです。

(4）事業等のリスク

　当社グループ（当社及び連結子会社以下同じ）において、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項に

は、以下のようなものがあります。なお、当社グループは、各種リスク発生の回避及び発生した場合の的確な体制の

確立に努める方針であります。また、文中における将来に関する事項は、当中間連結会計期間末現在において当社グ

ループが判断したものであります。

①　製造物責任（ＰＬ）について

　当社グループは、厳格な品質管理のもとで製品を製造しておりますが、万が一、欠陥製品が出荷され、大規模な

製品回収が必要な場合、また欠陥製品により顧客に多大な損害が発生し、当社へ損害賠償請求を行った場合には、

当社グループの財政状態及び経営成績に対し影響を及ぼす可能性があります。

②　使用原料の市況変動及び法規制等の影響について

　原油価格高騰による価格の値上り分を、当社製品販売価格へ転稼出来ない場合、また使用原料が環境法規制等へ

の対応のために生産中止となり、かつ適正な代替原料が見つからない場合に当社の製品競争力に影響する可能性が

あります。よって、これらの要因が発生した場合、当社グループの財政状態及び経営成績に対し影響を及ぼす可能

性があります。
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③　ＩＴ関連市場の動向について

　当社グループ製品群及びプリント配線板の製造装置に係る主要な需要先は、半導体・情報通信機器関連業界であ

ります。それらの業界の主力製品である多機能携帯電話、ＤＶＤ、薄型テレビ等のデジタル機器は技術的進歩が著

しく、需要も急速に拡大しておりますが、一方でそれらの消費動向、生産量が低迷した場合には、当社グループの

財政状態及び経営成績に対し影響を及ぼす可能性があります。

④　海外活動に潜在するリスクについて（カントリーリスク）

　当社グループは、中国及び東南アジア地域において営業活動を展開しておりますが、特に海外での営業活動につ

いては、政治的また社会的な混乱等のリスクが存在します。また海外市場における政治・経済要因として、法規制、

租税等などの制度変動、テロ、伝染病などのリスクが顕在化した場合、当社グループの財政状態及び経営成績に対

し影響を及ぼす可能性があります。

⑤　為替レートの変動による影響について

　当社グループは、中国はじめ東南アジア地域で積極的な海外事業展開を進めており、当社グループの業績は為替

レートの変動による影響を受ける可能性があります。当社グループは、取引毎に為替予約を行うことにより、これ

らの為替相場の変動リスクを可能な限り軽減し、回避できるよう努めておりますが、そのリスクをすべて排除する

ことは不可能であります。よって、為替レートの変動要因については当社グループの財政状態及び経営成績に対し

影響を及ぼす可能性があります。

⑥　情報ネットワークのセキュリティについて

　当社グループは、複数のホストコンピューターを社内に設置しパスワードによるユーザー管理を行っており、ま

たインターネットと社内ネットワークの接続ポイントにはファイヤウォールを設置し特定のユーザーのみ外部から

通過させる認証システムを採用するなど厳重な管理体制で実施しておりますが、万が一天変地異及び人為的な原因

によって社内ネットワークシステムに支障が生じた場合には、当社グループの事業活動、財政状態及び経営成績に

対し影響を及ぼす可能性があります。
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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17年11月30日現在）

当中間連結会計期間末
（平成18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18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 3,048,386 2,741,705 2,914,702

２．受取手形及び売掛
金

3,531,012 3,765,592 3,088,140

３．たな卸資産 1,070,092 1,108,441 1,015,290

４．繰延税金資産 134,210 125,507 168,779

５．その他 68,198 62,374 80,637

６．貸倒引当金 △9,574 △10,318 △18,054

流動資産合計 7,842,326 59.9 7,793,303 60.5 7,249,495 58.3

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産 ※１

(1）建物及び構築物 ※２ 1,154,348 1,032,719 1,046,960

(2）機械装置及び運
搬具

347,366 366,030 349,998

(3）土地 ※２ 2,248,494 2,248,494 2,248,494

(4）その他 165,870 163,235 162,104

有形固定資産合計 3,916,080 29.9 3,810,480 29.5 3,807,558 30.6

２．無形固定資産

(1）ソフトウエア 20,075 26,119 29,473

(2）連結調整勘定 122,662 － －

(3）のれん － 95,404 109,033

(4）その他 10,696 10,578 10,637

無形固定資産合計 153,434 1.1 132,101 1.0 149,144 1.2

３．投資その他の資産

(1）投資有価証券 474,508 460,580 498,337

(2）繰延税金資産 325,720 306,909 328,306

(3）その他 398,030 400,635 409,017

(4）貸倒引当金 △9,876 △13,166 △9,854

投資その他の資産
合計

1,188,383 9.1 1,154,958 9.0 1,225,807 9.9

固定資産合計 5,257,898 40.1 5,097,541 39.5 5,182,510 41.7

資産合計 13,100,225 100.0 12,890,844 100.0 12,432,006 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成17年11月30日現在）

当中間連結会計期間末
（平成18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18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

2,226,382 1,960,654 1,834,358

２．短期借入金 ※２ 853,820 500,000 －

３．一年以内返済予定
の長期借入金

 ※２ － 251,506 336,436

４．一年以内償還予定
の社債 

100,000 － 100,000

５．未払法人税等 212,613 162,407 229,353

６．賞与引当金 195,600 219,840 213,160

７．その他 283,973 337,993 337,462

流動負債合計 3,872,389 29.6 3,432,401 26.6 3,050,769 24.6

Ⅱ　固定負債

１．社債 ※２ 200,000 300,000 300,000

２．長期借入金 ※２ 280,100 208,596 270,574

３．繰延税金負債 2,453 18,273 30,834

４．退職給付引当金 845,389 796,105 836,341

５．役員退職慰労引当
金

155,658 143,453 168,899

固定負債合計 1,483,600 11.3 1,466,429 11.4 1,606,649 12.9

負債合計 5,355,989 40.9 4,898,830 38.0 4,657,419 37.5

（少数株主持分）

少数株主持分 318,109 2.4 － － － －

（資本の部）

Ⅰ　資本金 933,600 7.1 － － － －

Ⅱ　資本剰余金 656,765 5.0 － － － －

Ⅲ　利益剰余金 5,724,874 43.7 － － － －

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

83,247 0.7 － － － －

Ⅴ　為替換算調整勘定 29,513 0.2 － － － －

Ⅵ　自己株式 △1,874 △0.0 － － － －

資本合計 7,426,126 56.7 － － － －

負債、少数株主持分
及び資本合計

13,100,225 100.0 － － － －
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前中間連結会計期間末
（平成17年11月30日現在）

当中間連結会計期間末
（平成18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18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
（％）

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   －  933,600   933,600  

２．資本剰余金   －  656,765   656,765  

３．利益剰余金   －  6,003,035   5,835,486  

４．自己株式   －  △4,058   △3,490  

株主資本合計   － －  7,589,342 58.9  7,422,360 59.7

Ⅱ　評価・換算差額等           

１．その他有価証券評
価差額金

  －  68,994   85,957  

２．為替換算調整勘定   －  12,252   △10,509  

評価・換算差額等合
計

  － －  81,247 0.6  75,447 0.6

Ⅲ　少数株主持分   － －  321,424 2.5  276,779 2.2

純資産合計   － －  7,992,014 62.0  7,774,587 62.5

負債純資産合計   － －  12,890,844 100.0  12,432,006 100.0
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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６月１日
至　平成17年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18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17年６月１日
至　平成18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 5,575,193 100.0 5,273,392 100.0 10,498,399 100.0

Ⅱ　売上原価 3,982,211 71.4 3,388,449 64.3 7,373,619 70.2

売上総利益 1,592,982 28.6 1,884,943 35.7 3,124,780 29.8

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

１．販売手数料及び技
術料

 69,837 63,340 137,044

  ２．運賃保管料  82,990 92,065 161,788

  ３．貸倒引当金繰入額  － － 10,282

４．報酬・給与及び手
当

 375,561 381,301 854,872

  ５．賞与引当金繰入額  89,870 101,286 99,716

  ６．退職給付費用  52,202 43,255 82,857

７．役員退職慰労引当
金繰入額

 16,340 24,424 29,581

  ８．賃借料  88,102 85,443 172,896

  ９．減価償却費  18,430 16,276 38,173

10．連結調整勘定償却
額

 13,629 － －

11．のれん償却額  － 13,629 27,258

  12．研究開発費  210,170 190,877 399,050

  13．その他  328,421 1,345,555 24.1 292,703 1,304,605 24.7 621,309 2,634,831 25.1

営業利益 247,426 4.5 580,337 11.0 489,948 4.7

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 6,020 12,343 13,805

２．賃貸料 5,598 7,717 12,435

３．為替差益 4,037 7,542 8,794

４．その他 15,761 31,418 0.5 27,209 54,813 1.0 40,320 75,356 0.7

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 8,655 10,049 16,918

２．製品評価損 － 19,778 －

３．その他 3,260 11,915 0.2 4,283 34,111 0.6 11,820 28,738 0.3

経常利益 266,928 4.8 601,038 11.4 536,566 5.1

Ⅵ　特別利益

１．固定資産売却益 ※１ 313 299 313

２．役員退職慰労引当
金戻入額 

94,275 94,588 1.7 － 299 0.0 94,275 94,588 0.9
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前中間連結会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18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17年６月１日
至　平成18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
（％）

Ⅶ　特別損失

１．固定資産除却損 ※２ 659 11,928 117,812

２．投資有価証券売却
損

－ － 7,745

３．投資有価証券評価
損 

7,272   －   －   

４．役員退職慰労金 － 7,931 0.1 8,320 20,248 0.4 － 125,557 1.2

税金等調整前中間
（当期）純利益

353,585 6.4 581,089 11.0 505,596 4.8

法人税、住民税及
び事業税

※３ 205,189 152,724 302,175

法人税等調整額 ※３ 66,129 271,318 4.9 68,940 221,665 4.2 46,862 349,038 3.3

少数株主利益又は
損失（△）

△57,882 △1.0 42,374 0.8 △94,203 △0.9

中間（当期）純利
益

140,150 2.5 317,050 6.0 250,761 2.4

(3) 中間連結剰余金計算書

前中間連結会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）

（資本剰余金の部）

Ⅰ　資本剰余金期首残高 656,765

Ⅱ　資本剰余金中間期末残高 656,765

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高 5,792,050

Ⅱ　利益剰余金増加高

　　中間純利益 140,150 140,150

Ⅲ　利益剰余金減少高

１．配当金 186,926

２．役員賞与 20,400 207,326

Ⅳ　利益剰余金中間期末残高 5,724,874
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(4) 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６月１日　至　平成18年11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５月31日　残高
（千円）

933,600 656,765 5,835,486 △3,490 7,422,360

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当   △149,501  △149,501

中間純利益   317,050  317,050

自己株式の取得    △567 △567

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）

－ － 167,548 △567 166,981

平成18年11月30日　残高
（千円）

933,600 656,765 6,003,035 △4,058 7,589,342

評価・換算差額等

少数株主持分 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５月31日　残高
（千円）

85,957 △10,509 75,447 276,779 7,774,587

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当   －  △149,501

中間純利益   －  317,050

自己株式の取得   －  △567

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）

△16,962 22,762 5,799 44,645 50,445

中間連結会計期間中の変動額合計
（千円）

△16,962 22,762 5,799 44,645 217,426

平成18年11月30日　残高
（千円）

68,994 12,252 81,247 321,424 7,992,014
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前連結会計年度（自　平成17年６月１日　至　平成18年５月31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17年５月31日　残高
（千円）

933,600 656,765 5,792,050 △1,713 7,380,702

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当   △186,926  △186,926

取締役賞与金   △20,400  △20,400

当期純利益   250,761  250,761

自己株式の取得    △1,777 △1,777

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

    

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

－ － 43,435 △1,777 41,657

平成18年５月31日　残高
（千円）

933,600 656,765 5,835,486 △3,490 7,422,360

評価・換算差額等

少数株主持分 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17年５月31日　残高
（千円）

34,338 △34,759 △420 347,367 7,727,648

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当   －  △186,926

取締役賞与金   －  △20,400

当期純利益   －  250,761

自己株式の取得   －  △1,777

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

51,618 24,249 75,868 △70,587 5,280

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

51,618 24,249 75,868 △70,587 46,938

平成18年５月31日　残高
（千円）

85,957 △10,509 75,447 276,779 7,774,587

（注）剰余金の配当△186,926千円、取締役賞与金△20,400千円は前期の定時株主総会における利益処分による減少であ

ります。
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(5) 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６月１日
至　平成17年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18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17年６月１日
至　平成18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

353,585 581,089 505,596

減価償却費 113,243 100,780 228,346

連結調整勘定償却額 13,629 － －

のれん償却額 － 13,629 27,258

投資有価証券評価損 7,272 － －

貸倒引当金の減少額 △15,475 △4,423 △7,017

賞与引当金の増加額 30,774 6,680 48,334

退職給付引当金の増減
額

15,853 △41,751 9,406

役員退職慰労引当金の
減少額

△82,064 △25,445 △68,823

為替差益 △15,899 △6,262 △5,149

受取利息及び受取配当
金

△7,591 △14,355 △16,661

支払利息 8,655 10,049 16,918

売上債権の増加額 △500,636 △668,283 △75,790

たな卸資産の増減額 253,760 △87,926 299,691

その他流動資産の増減
額

31,259 △2,472 －

仕入債務の増減額 104,764 122,663 △275,681

その他流動負債の増減
額 

40,592 △341 －

その他 △13,973 5,405 183,509

小計 337,749 △10,965 869,937

利息及び配当金の受取
額

7,533 14,120 16,650

利息の支払額 △9,397 △9,867 △18,560

法人税等の支払額 △116,976 △219,947 △191,271

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

218,908 △226,659 676,756
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前中間連結会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18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17年６月１日
至　平成18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

有形固定資産の取得に
よる支出

△67,677 △84,817 △148,784

その他 4,168 4,910 △24,848

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△63,509 △79,906 △173,633

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 600,000 500,000 △253,820

長期借入れによる収
入 

－ － 200,000

長期借入金の返済によ
る支出

△126,910 △146,908 －

社債の発行による収
入 

－ － 100,000

社債の償還による支
出 

－ △100,000 －

配当金の支払額 △186,414 △149,287 △187,010

その他 △161 △567 △1,777

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

286,514 103,237 △142,608

Ⅳ　現金及び現金同等物に係
る換算差額

83,872 28,095 30,491

Ⅴ　現金及び現金同等物の増
減額

525,786 △175,233 391,006

Ⅵ　現金及び現金同等物の期
首残高

2,242,336 2,633,342 2,242,336

Ⅶ　現金及び現金同等物の中
間期末（期末）残高

※１ 2,768,122 2,458,108 2,633,342
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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17年６月１日
至　平成17年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

１．連結の範囲に関する事項 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

同左

連結子会社　　３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、

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

同左

 

 

 

同左

非連結子会社　　３社

同左

 

 

 

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、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。

同左 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。

同左 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17年６月１日
至　平成17年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18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

……中間連結会計期間末日の

市場価格等に基づく時価

法（評価差額は全部純資

産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

……連結会計年度末日の市場

価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産

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

……時価法

②　デリバティブ

……同左

②　デリバティブ

……同左

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

 

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

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 有形固定資産……同左

建物及び構築物

６年～38年

機械装置及び運搬具

７年～13年

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

－ 18 －



前中間連結会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

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。

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。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

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

……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　ヘッジ手段とヘッジ対象

(1）ヘッジ手段

同左

(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

(2）ヘッジ対象

同左
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前中間連結会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

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

③　ヘッジ方針

同左

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

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。
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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６月１日
至　平成17年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

（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）

　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。

　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。　

（役員賞与に関する会計基準） 　　　　　――――──── （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。

　当連結会計年度より、「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。これにより、

従来の方法によった場合に比べ営業利益、経

常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞ

れ23,500千円減少しております。

　なお、セグメント情報に与える影響は当該

箇所に記載しております。  

　　　　　――――──── 　　　　　――――────
（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準） 

　当連結会計年度より、「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。従来

の資本の部の合計に相当する金額は7,497,807

千円であります。

　なお、連結財務諸表規則の改正により、当

連結会計年度における連結貸借対照表の純資

産の部については、改正後の連結財務諸表規

則により作成しております。 
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表示方法の変更

前中間連結会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

――――──── （中間連結貸借対照表） 

  前中間連結会計期間において「連結調整勘定」と掲記されていたも

のは、当中間連結会計期間から「のれん」と表示しております。

――――──── （中間連結損益計算書） 

  前中間連結会計期間において「連結調整勘定償却額」と掲記されて

いたものは、当中間連結会計期間から「のれん償却額」と表示してお

ります。

（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。

（中間連結キャッシュ・フロー計算書） 

  前中間連結会計期間において「連結調整勘定償却額」と掲記されて

いたものは、当中間連結会計期間から「のれん償却額」と表示してお

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17年11月30日現在）

当中間連結会計期間末
（平成18年11月30日現在）

前連結会計年度
（平成18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

3,263,548千円 3,264,826千円 3,283,628千円

※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 318,682千円

 　土地 283,978

 　合計 602,660

上記に対応する債務

短期借入金 400,000千円

１年以内返済予定長期

借入金

202,306

   長期借入金 183,596

 　社債 200,000

   合計 985,902

※２．担保提供資産

担保に供している資産

 　建物及び構築物 326,835千円

 　土地 283,978

 　合計 610,813

上記に対応する債務

１年以内返済予定長期

借入金

281,636千円

   長期借入金 223,574

   割引手形 489,814

   合計 995,024

  ３．受取手形割引高

161,882千円

  ３．受取手形割引高

356,161千円

  ３．受取手形割引高

589,814千円

（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６月１日
至　平成17年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

※１．固定資産売却益の内訳は次のとおりで

あります。

※１．固定資産売却益の内訳は次のとおりで

あります。

※１．固定資産売却益の内訳は次のとおりで

あります。

車両運搬具 313千円 車両運搬具 147千円

工具器具備品 151

  計 299

車両運搬具 313千円

※２．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

※２．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 2,158千円

機械装置及び運搬具 5,697

その他 2,563

撤去費用 1,509

　計 11,928

※２．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 68,160千円

機械装置及び運搬具 4,025

その他 1,588

撤去費用 44,038

　計 117,812

※３．税効果会計 ※３．税効果会計  ※３．　　　　──────

　　　当中間連結会計期間に係る納付税額及

び法人税等調整額は、当連結会計年度

において予定している利益処分による

特別償却準備金の取崩しを前提として、

当中間連結会計期間に係る金額を計算

しております。

　　　当中間連結会計期間に係る納付税額及

び法人税等調整額は、当連結会計年度

において予定している特別償却準備金

の取崩しを前提として、当中間連結会

計期間に係る金額を計算しております。
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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６月１日　至　平成18年11月30日）

　１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

 株式の種類
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）

　普通株式 7,480,000 － － 7,480,000

　２．自己株式の種類及び株式数に関する事項

 株式の種類
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）

　普通株式 4,947 700 － 5,647

　（変動事由の概要）

　　増加は単元未満株式の買取によるものです。

　３．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８月30日

定時株主総会
普通株式 149,501 20.00 平成18年５月31日 平成18年８月31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当中間連結会計期間末後となるもの

決議（予定） 株式の種類 配当の原資
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19年１月26日

取締役会
普通株式 利益剰余金 74,743 10.00 平成18年11月30日 平成19年２月19日

前連結会計年度（自　平成17年６月１日　至　平成18年５月31日）

　１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

 株式の種類
前連結会計年度末

株式数
（株）

当連結会計年度
増加株式数
（株）

当連結会計年度
減少株式数
（株）

当連結会計年度末
株式数
（株）

　普通株式 7,480,000 － － 7,480,000

　２．自己株式の種類及び株式数に関する事項

 株式の種類
前連結会計年度末

株式数
（株）

当連結会計年度
増加株式数
（株）

当連結会計年度
減少株式数
（株）

当連結会計年度末
株式数
（株）

　普通株式 2,947 2,000 － 4,947

　（変動事由の概要）

　　増加は単元未満株式の買取によるものです。

　３．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17年８月30日

定時株主総会
普通株式 186,926 25.00 平成17年５月31日 平成17年８月31日

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

決議 株式の種類 配当の原資
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８月30日

取締役会
普通株式 利益剰余金 149,501 20.00 平成18年５月31日 平成18年８月31日
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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17年６月１日
至　平成17年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18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17年11月30日現在） （平成18年11月30日現在） （平成18年５月31日現在）

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 2,741,705千円

預入期間が３か月を超え

る定期預金
△283,596千円

現金及び現金同等物 2,458,108千円

現金及び預金勘定 2,914,702千円

預入期間が３か月を超え

る定期預金
△281,359千円

現金及び現金同等物 2,633,342千円
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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

当中間連結会計期間末（平成18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 100,471 213,265 112,793

(2）その他（投資信託） 107,361 143,537 36,176

合計 207,833 356,803 148,970

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 36,705

前連結会計年度末（平成18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 98,077 250,832 152,754

(2）その他（投資信託） 107,361 144,855 37,494

合計 205,438 395,687 190,249

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 35,577

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。
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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。

当中間連結会計期間（自平成18年６月１日　至平成18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 3,831,752 1,441,639 5,273,392 － 5,273,392

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － － －

計 3,831,752 1,441,639 5,273,392 － 5,273,392

営業費用 3,099,048 1,314,004 4,413,052 280,002 4,693,054

営業利益 732,704 127,635 860,340 (280,002) 580,337

　（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 280,002千円であり、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。
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前連結会計年度（自平成17年６月１日　至平成18年５月31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 7,254,683 3,243,716 10,498,399 － 10,498,399

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － － －

計 7,254,683 3,243,716 10,498,399 － 10,008,451

営業費用 5,993,904 3,480,193 9,474,098 534,353 10,008,451

営業利益（又は営業損失△） 1,260,779 △236,477 1,024,301 (534,353) 489,948

　（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 534,353千円であり、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．会計処理の方法の変更

「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」に記載のとおり、当連結会計年度より、「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。この変更に伴い、従

来の方法によった場合に比較して、表面処理薬品事業の営業費用は2,300千円、消去又は全社の項目に含めた

配賦不能営業費用は21,200千円増加しております。 
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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。

当中間連結会計期間（自平成18年６月１日　至平成18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17年６月１日　至平成18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17年６月１日

至　平成17年11月30日）

Ⅰ　海外売上高（千円） 1,339,130 1,339,130

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（％） 24.0 24.0

アジア 計

当中間連結会計期間

（自　平成18年６月１日

至　平成18年11月30日）

Ⅰ　海外売上高（千円） 1,356,455 1,356,455

Ⅱ　連結売上高（千円） 5,273,392

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 25.7 25.7

アジア 計

前連結会計年度

（自　平成17年６月１日

至　平成18年５月31日）

Ⅰ　海外売上高（千円） 2,689,807 2,689,807

Ⅱ　連結売上高（千円） 10,498,399

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 25.6 25.6

　（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17年６月１日
至　平成17年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

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 1,026円25銭

１株当たり中間純利益 42円42銭

１株当たり純資産額  1,003円04銭

１株当たり当期純利益 33円54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17年６月１日
至　平成17年11月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日)

前連結会計年度
(自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日)

中間（当期）純利益（千円） 140,150 317,050 250,761

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円）
140,150 317,050 250,761

期中平均株式数（千株） 7,476 7,474 7,476

（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

区分 製品区分
当中間連結会計期間

（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

前年同期比（％）

表面処理薬品事業

プリント配線板処理薬品（千円） 1,108,567 104.1

電子部品等めっき薬品（千円） 642,824 91.5

受託加工等（千円） 129,974 109.1

小計（千円） 1,881,366 99.7

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（千円）
1,371,195 75.3

合計（千円） 3,252,562 87.7

　（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

区分 商品区分
当中間連結会計期間

（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

前年同期比（％）

表面処理薬品事業

プリント配線板処理薬品（千円） 512,402 98.9

電子部品等めっき薬品（千円） 608,607 110.7

小計（千円） 1,121,009 105.0

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（千円）
51,981 97.9

合計（千円） 1,172,990 104.6

　（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。

区分 受注高（千円） 前年同期比（％） 受注残高（千円） 前年同期比（％）

 機械装置事業 1,283,133 75.1 984,934 133.0

　（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。
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(4）製品販売実績

区分 製品区分
当中間連結会計期間

（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

前年同期比（％）

表面処理薬品事業

プリント配線板処理薬品（千円） 1,990,163 101.2

電子部品等めっき薬品（千円） 1,710,393 107.1

受託加工等（千円） 131,195 109.1

小計 3,831,752 104.0

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（千円）
1,441,639 76.2

合計（千円） 5,273,392 94.6

（注）１．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。

相　手　先

前中間連結会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

イワキ株式会社 3,077,250 55.2 3,256,476 61.8

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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