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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第1四半期 2,507 ― 199 ― 135 ― 58 ―

20年3月期第1四半期 2,350 △12.1 94 △63.0 115 △52.5 47 △66.9

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年3月期第1四半期 18.14 18.01
20年3月期第1四半期 14.86 14.64

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

21年3月期第1四半期 11,057 5,166 46.5 1,597.89
20年3月期 10,851 5,319 48.7 1,643.38

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  5,142百万円 20年3月期  5,289百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 30.00 ― 30.00 60.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 30.00 ― 30.00 60.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期純

利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期連結累計期間 5,967 17.1 404 54.2 357 36.6 229 110.3 71.15
通期 12,566 22.7 1,090 58.6 1,022 62.8 633 117.3 196.68

4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧下さい。  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧下さい。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績
等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  3,218,500株 20年3月期  3,218,500株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  237株 20年3月期  100株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  3,218,347株 20年3月期第1四半期  3,192,400株



定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

　当第１四半期における日本経済は、原油・原材料の高騰が企業経営に大きな影響を及ぼし、景気後退の懸念が強ま

る状況で推移しました。 一方、米国経済はサブプライムローン問題に端を発した金融不安による景気の減速が続きま

したが、アジア経済は拡大基調を継続しました。

  当社グループの主要産業の一つである日本の自動車産業は、国内生産台数は国内販売の不振を輸出が補うことでほ

ぼ横ばい、海外生産台数はアジアにおける需要増を受けて増加という状況にあります。また、エレクトロニクス産業

におきましては、パソコン、携帯電話、デジタル家電などの需要が低下の傾向にあります。

  このような状況のもと、当社グループのめっき薬品の売上高は、自動車部品向け、プリント配線板向け、電子部品

向けのいずれも前年同期額より増加しましたが、装置事業の売上高は前年同期額を下回りました。この結果、当第１

四半期の連結業績は、売上高25億７百万円（前年同期比6.7％増）、営業利益１億99百万円（前年同期比109.5％増）、

経常利益１億35百万円（前年同期比17.2％増）、四半期純利益58百万円（前年同期比23.1％増）となりました。

　なお、事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。

(1) 薬品関連資材事業

　薬品関連資材事業におきましては、自動車産業向け薬品の販売はほぼ前年同期比なみでしたが、エレクトロニクス

産業向けの薬品の販売が好調であり、売上高は22億87百万円（前年同期比15.8％増）となりました。この結果、営業

利益は４億76百万円（前年同期比38.9％増）となりました。

(2) 装置事業

　装置事業におきましては、前連結会計年度末現在、10億39百万円の受注残がありましたが、そのほとんどが当第２

四半期以降に売上計上となるため、当第１四半期の売上高は２億20百万円（前年同期比41.6％減）となりました。こ

の結果、営業損失は59百万円（前年同期は営業損失53百万円）となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

(1) 当第１四半期末における財政状態

　総資産は、前連結会計年度末に比べ、主に仕掛品が３億65百万円増加したことにより、２億５百万円増加し、110億

57百万円となりました。

　負債は、前連結会計年度末に比べ、主に支払手形及び買掛金が３億82百万円増加したことにより、３億58百万円増

加し、58億90百万円となりました。純資産は、前連結会計年度末に比べ、主に為替換算調整勘定が１億32百万円減少

したことにより、１億52百万円減少し、51億66百万円となりました。

(2) 当第１四半期連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状態

　営業活動によるキャッシュ・フローは、５億55百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益１億

32百万円、仕入債務の増加額４億63百万円、売上債権の減少額２億94百万円などの増加要因と、たな卸資産の増加額

４億42百万円などの減少要因によるものであります。

　投資活動によるキャッシュ・フローは、１億12百万円の支出となりました。これは主に、有形固定資産の取得によ

る支出１億９百万円などによるものであります。

　財務活動によるキャッシュ・フローは、１億91百万円の支出となりました。これは主に、配当金の支払額96百万円、

長期借入金の返済による支出87百万円などによるものであります。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　平成21年３月期の連結業績予想につきましては、当初の計画どおり推移すると予想しており、平成20年５月９日発

表の第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想に変更はございません。



４．その他

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

　該当事項はありません。

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

①簡便な会計処理

　　簡便な会計処理については、重要性が乏しいため記載を省略しております。

②四半期連結財務諸表作成に特有の会計処理

　　該当事項はありません。　　　　　　

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

①四半期財務諸表に関する会計基準の適用

　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務

諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

②棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

　通常の販売目的で保有するたな卸資産についての評価基準は、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の

評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）が適用されたことに伴い、原価法か原価

法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）に変更しております。

　これにより損益に与える影響は軽微であります。なお、セグメント情報に与える影響は軽微であるため、記

載を省略しております。

③リース取引に関する会計基準の適用

　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第

一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会　会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成20年４

月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになったことに伴い、

当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理に変更しておりま

す。

　また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を

耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

　なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・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を引き続き採用しております。

　これにより損益に与える影響はありません。

④「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用

　当第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」

（実務対応報告第18号　平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。

　これにより損益に与える影響は軽微であります。なお、セグメント情報に与える影響は軽微であるため、記載

を省略しております。



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,238,060 2,064,005

受取手形及び売掛金 2,849,164 3,218,718

商品 58,154 53,357

製品 459,957 452,725

原材料 268,792 258,737

仕掛品 561,466 196,417

貯蔵品 16,301 11,023

繰延税金資産 102,775 168,988

その他 165,444 126,188

貸倒引当金 △30,781 △9,488

流動資産合計 6,689,334 6,540,675

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,731,324 1,760,284

機械装置及び運搬具（純額） 257,043 257,167

工具、器具及び備品（純額） 275,765 275,687

土地 672,824 672,824

リース資産（純額） 168,762 170,953

建設仮勘定 66,219 4,055

有形固定資産合計 3,171,939 3,140,972

無形固定資産   

のれん 13,203 14,083

その他 11,793 11,368

無形固定資産合計 24,997 25,452

投資その他の資産   

投資有価証券 755,245 714,121

繰延税金資産 71,250 76,783

その他 369,043 378,027

貸倒引当金 △24,356 △24,356

投資その他の資産合計 1,171,182 1,144,575

固定資産合計 4,368,118 4,311,000

資産合計 11,057,452 10,851,675



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,270,571 1,888,102

短期借入金 179,590 187,008

1年内返済予定の長期借入金 648,000 648,000

リース債務 5,658 5,570

未払法人税等 33,809 30,766

賞与引当金 105,959 210,153

前受金 433,294 321,689

その他 399,496 362,473

流動負債合計 4,076,380 3,653,762

固定負債   

長期借入金 1,060,000 1,147,000

リース債務 182,383 183,830

退職給付引当金 456,142 439,042

その他 115,655 108,522

固定負債合計 1,814,180 1,878,395

負債合計 5,890,561 5,532,158

純資産の部   

株主資本   

資本金 910,562 910,562

資本剰余金 863,211 863,211

利益剰余金 3,539,571 3,577,730

自己株式 △893 △592

株主資本合計 5,312,451 5,350,912

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △79,290 △103,337

為替換算調整勘定 △90,746 41,473

評価・換算差額等合計 △170,036 △61,863

少数株主持分 24,475 30,468

純資産合計 5,166,890 5,319,517

負債純資産合計 11,057,452 10,851,675



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 2,507,434

売上原価 1,267,512

売上総利益 1,239,922

販売費及び一般管理費  

給料及び手当 311,912

賞与 96,012

退職給付費用 55,167

減価償却費 52,291

貸倒引当金繰入額 21,646

その他 503,853

販売費及び一般管理費合計 1,040,884

営業利益 199,037

営業外収益  

受取利息 1,817

受取配当金 7,724

その他 394

営業外収益合計 9,936

営業外費用  

支払利息 11,974

為替差損 61,055

持分法による投資損失 36

その他 591

営業外費用合計 73,657

経常利益 135,316

特別損失  

固定資産売却損 66

固定資産除却損 3,064

特別損失合計 3,131

税金等調整前四半期純利益 132,185

法人税、住民税及び事業税 21,310

法人税等調整額 55,182

法人税等合計 76,492

少数株主損失（△） △2,699

四半期純利益 58,392



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 132,185

減価償却費 72,717

のれん償却額 880

貸倒引当金の増減額（△は減少） 21,646

賞与引当金の増減額（△は減少） △104,179

退職給付引当金の増減額（△は減少） 17,100

受取利息及び受取配当金 △9,541

支払利息 11,974

為替差損益（△は益） △6,589

持分法による投資損益（△は益） 36

固定資産売却損益（△は益） 66

固定資産除却損 3,064

売上債権の増減額（△は増加） 294,454

前受金の増減額（△は減少） 116,757

たな卸資産の増減額（△は増加） △442,406

仕入債務の増減額（△は減少） 463,498

前渡金の増減額（△は増加） △22,133

その他 27,182

小計 576,714

利息及び配当金の受取額 9,884

利息の支払額 △10,238

法人税等の支払額 △21,249

営業活動によるキャッシュ・フロー 555,111

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 △109,276

有形固定資産の売却による収入 32

無形固定資産の取得による支出 △472

投資有価証券の取得による支出 △2,972

その他 △117

投資活動によるキャッシュ・フロー △112,806

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（△は減少） △4,953

長期借入金の返済による支出 △87,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △2,325

自己株式の取得による支出 △301

配当金の支払額 △96,631

財務活動によるキャッシュ・フロー △191,212

現金及び現金同等物に係る換算差額 △40,791

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 210,301

現金及び現金同等物の期首残高 1,855,179

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,065,481



　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。

（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６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 2,287,144 220,290 2,507,434 － 2,507,434

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高
－ 175 175 (175) －

計 2,287,144 220,465 2,507,610 (175) 2,507,434

営業利益又は営業損失（△） 476,644 △59,282 417,362 (218,324) 199,037

　（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、めっき液自動

分析管理装置

ｂ．所在地別セグメント情報

当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）

 
日本

（千円）
アジア
（千円）

その他
（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 1,885,806 562,159 59,468 2,507,434 － 2,507,434

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
249,868 53,487 － 303,356 (303,356) －

計 2,135,675 615,646 59,468 2,810,791 (303,356) 2,507,434

営業利益又は営業損失(△) 309,503 71,405 △4,147 376,761 (177,723) 199,037

　（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、タイ、ベトナム

その他の地域……メキシコ



ｃ．海外売上高

当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）

 アジア その他 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 656,415 59,746 716,161

Ⅱ　連結売上高（千円） － － 2,507,434

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の

割合（％）
26.2 2.4 28.6

　（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、ベトナム等

(2) その他の地域……アメリカ、ドイツ、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。

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。



「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～６月30日）

科目

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 2,350,611

Ⅱ　売上原価 1,219,840

　売上総利益 1,130,771

Ⅲ　販売費及び一般管理費 1,035,776

　営業利益 94,995

Ⅳ　営業外収益 26,489

　１．受取利息 2,478

　２．受取配当金 2,164

　３．為替差益 20,825

　４．その他 1,021

Ⅴ　営業外費用 6,012

　１．支払利息 4,847

　２．のれん償却額 880

　３．その他 285

　経常利益 115,471

Ⅵ　特別利益 6,851

　１．貸倒引当金戻入益 395

　２．補助金収入益 6,456

Ⅶ　特別損失 3,980

　固定資産除却損 3,980

　　税金等調整前四半期純利益 118,343

　　税金費用 72,316

　　少数株主損失 1,416

　　四半期純利益 47,442



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～６月30日）

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

区分 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 118,343

減価償却費 68,475

貸倒引当金の増加額（△減少額） △395

賞与引当金の増加額（△減少額） △114,866

退職給付引当金の増加額（△減少額）　 7,637

受取利息及び受取配当金　 △4,642

為替差損益（△差益） △5,904

支払利息 4,847

のれん償却額　　 880

固定資産除却損　 3,980

売上債権の減少額（△増加額）　 110,581

前受金の増加額（△減少額）　 △49,684

たな卸資産の減少額（△増加額）　 △320,067

仕入債務の増加額（減少額） 598,123

その他 △118,214

　　　　　　小計 299,094

　　利息及び配当金の受取額 4,642

　　利息の支払額 △1,842

　　法人税等の支払額 △188,732

　営業活動によるキャッシュ・フロー 113,162

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 △83,286

無形固定資産の取得による支出 △876

投資有価証券の取得による支出　 △149

その他 42,471

投資活動によるキャッシュ・フロー △41,841



前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

区分 金額（千円）

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

　長期借入れによる収入 1,200,000

　長期借入金の返済による支出 △20,000

　配当金の支払額 △79,851

　　財務活動によるキャッシュ・フロー 1,100,148

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額　 23,575

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額（△減少額） 1,195,045

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 1,648,351

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 2,843,396

（３）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～６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 1,974,510 377,799 2,352,310 △1,698 2,350,611

営業費用 1,631,409 431,781 2,063,190 192,425 2,255,616

営業利益 343,101 △53,981 289,119 △194,123 94,995

ｂ．所在地別セグメント情報

前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～６月30日）

日本
（千円）

アジア
（千円）

その他　
（千円）　

計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高 1,904,235 514,564 36,989 2,455,788 △105,176 2,350,611

営業費用 1,646,849 480,264 39,554 2,166,669 88,946 2,255,616

営業利益 257,385 34,299 △2,565 289,119 △194,123 94,995
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