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1.  平成21年5月期第1四半期の連結業績（平成20年6月1日～平成20年8月31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5月期第1四半期 2,179 △11.3 73 △61.3 93 △51.2 36 △64.6

20年5月期第1四半期 2,455 △8.3 191 △31.1 191 △34.7 103 △29.9

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5月期第1四半期 4.92 ―

20年5月期第1四半期 13.89 ―

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5月期第1四半期 11,642 7,895 65.9 1,027.10
20年5月期 12,082 7,935 63.9 1,033.52

（参考） 自己資本   21年5月期第1四半期  7,673百万円 20年5月期  7,722百万円

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5月期 ― 10.00 ― 10.00 20.00
21年5月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年5月期（予想） ――― 10.00 ― 10.00 20.00

3.  平成21年5月期の連結業績予想（平成20年6月1日～平成21年5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 4,850 △5.5 250 △38.6 270 △36.3 100 △39.3 13.38
通期 10,100 0.0 610 △7.1 670 △4.8 330 11.6 44.17

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)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。 
(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5月期第1四半期  7,480,000株 20年5月期  7,480,000株

② 期末自己株式数 21年5月期第1四半期  8,859株 20年5月期  8,147株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年5月期第1四半期  7,471,141株 20年5月期第1四半期  7,472,853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１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、米国経済の減速、金融不安や原油をはじめとする原材料価格高

騰の影響により国内経済をけん引してきた輸出が鈍化するなど景気は後退局面となりました。

　このような環境下にあって当社グループは、デジタル家電、携帯電話、車載関連機器の一部在庫調整により電子部

品・半導体市場において部品需要にかげりが見える中、プリント配線板処理薬品、電子部品等めっき薬品の販売拡大

に注力してまいりました。　

　しかしながら、機械装置事業の不振の影響を受け当第１四半期連結会計期間の売上高は21億７千９百万円、営業利

益は７千３百万円、経常利益は９千３百万円、四半期純利益は３千６百万円となりました。

　当第１四半期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＞

　当第１四半期連結会計期間の売上高は18億５千６百万円、営業利益は２億８千３百万円となりました。

　なお、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、プリント配線板ビルドアップ用硫酸銅めっき添加剤及びフレキシブルプ

リント配線板用薬品の出荷が堅調に推移しました。しかしながら海外については経済が悪化している韓国のプリント

配線板用薬品の出荷が鈍化しました。

　　その結果、売上高は10億１千万円となりました。

（電子部品等めっき薬品）

　電子部品等めっき薬品につきましては、主な製品であるチップ部品向けすずめっき薬品の出荷が生産調整の影響を

受け減少しました。

　その結果、売上高は７億８千万円となりました。

（受託加工等）

　受託加工等の売上高は６千６百万円となりました。

＜機械装置事業＞

　機械装置事業につきましては、製品の社内製造の強化やコスト削減を進めておりますが、世界経済の先行き不透明

感から、国内外ともに装置の買い控えが続いており、競合他社との受注取り合いから、価格競争が更に激化しました。

　その結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は３億２千２百万円、営業損失は４千万円となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第１四半期末における総資産は、前連結会計年度末に比べて４億３千９百万円減少の116億４千２百万円、純資産

は４千万円減少の78億９千５百万円となり、自己資本比率は65.9％となりました。

（キャッシュ・フローの状況）

　当第１四半期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）は前連結会計年度末に比べ２億

６千２百万円減少し17億９千７百万円となりました。

①営業活動によるキャッシュ・フロー

　営業活動により減少した資金は１億４千６百万円となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益１億１千万

円、売上債権の減少額１億８千３百万円による増加と賞与引当金の減少額１億２百万円、たな卸資産の増加額２億１

千５百万円、法人税等の支払額１億３千２百万円による減少の結果であります。

②投資活動によるキャッシュ・フロー

  投資活動により減少した資金は３千５百万円となりました。これは主に有形固定資産取得による支出８千７百万円

による減少と投資有価証券の売却による収入６千１百万円の増加の結果であります。　

③財務活動によるキャッシュ・フロー

　財務活動により減少した資金は１億円となりました。これは主に短期借入金の純増加額２億円による増加と社債の

償還による支出２億円、配当金の支払額７千５百万円による減少の結果であります。



３．連結業績予想に関する定性的情報

　第２四半期連結累計期間および通期の見通しにつきましては、当第１四半期の実績等を勘案した結果、現時点にお

いて平成20年７月25日に発表いたしました業績予想から変更しておりません。

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　

　固定資産の減価償却の算定方法　

　定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法に

よっております。

　２．四半期連結財務諸表の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．たな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は、従来、主として総平均法による原価法によっておりました

が、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、主として総平均法による原価法（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）により算定しております。これによる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当該箇所に記載しております。

３．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）を適用しております。これによる損益に与える影響はありません。

　

（追加情報）　

　法人税法の改正(所得税法等の一部を改正する法律　平成20年４月30日　法律第23号)に伴い、法定耐用年数が

見直されました。これにより、機械装置については耐用年数を短縮して減価償却費を算定する方法に変更してお

ります。この変更により営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ13,658千円減少してお

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。



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８月31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５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,988,931 2,250,696

受取手形及び売掛金 3,201,056 3,378,802

商品及び製品 476,669 437,964

原材料及び貯蔵品 288,340 250,715

仕掛品 229,944 92,209

その他 147,682 225,341

貸倒引当金 △6,443 △8,058

流動資産合計 6,326,181 6,627,671

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,246,950 1,272,366

機械装置及び運搬具（純額） 534,621 554,590

土地 2,248,494 2,248,494

その他（純額） 176,349 184,884

有形固定資産合計 4,206,416 4,260,336

無形固定資産   

のれん 62,572 70,180

その他 99,491 95,849

無形固定資産合計 162,063 166,030

投資その他の資産   

投資有価証券 233,307 322,688

その他 724,727 715,305

貸倒引当金 △9,944 △9,944

投資その他の資産合計 948,090 1,028,049

固定資産合計 5,316,570 5,454,416

資産合計 11,642,752 12,082,087



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年８月31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５月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,754,920 1,791,766

短期借入金 400,000 200,000

1年内返済予定の長期借入金 63,616 78,606

1年内償還予定の社債 100,000 300,000

未払法人税等 17,200 142,464

賞与引当金 92,781 195,740

製品保証引当金 15,532 20,313

その他 294,898 387,008

流動負債合計 2,738,948 3,115,898

固定負債   

長期借入金 70,013 80,012

退職給付引当金 801,946 801,550

役員退職慰労引当金 136,324 145,928

その他 263 2,774

固定負債合計 1,008,546 1,030,265

負債合計 3,747,495 4,146,163

純資産の部   

株主資本   

資本金 933,600 933,600

資本剰余金 656,765 656,765

利益剰余金 6,128,652 6,166,613

自己株式 △6,415 △6,052

株主資本合計 7,712,601 7,750,925

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △7,008 20,276

為替換算調整勘定 △32,001 △48,924

評価・換算差額等合計 △39,009 △28,648

少数株主持分 221,664 213,647

純資産合計 7,895,256 7,935,924

負債純資産合計 11,642,752 12,082,087



（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６月１日 
 至 平成20年８月31日) 

売上高 2,179,088

売上原価 1,405,542

売上総利益 773,545

販売費及び一般管理費 699,609

営業利益 73,936

営業外収益  

受取利息 1,969

受取配当金 2,042

業務受託手数料 6,750

その他 13,469

営業外収益合計 24,231

営業外費用  

支払利息 2,480

手形売却損 1,692

その他 605

営業外費用合計 4,778

経常利益 93,389

特別利益  

投資有価証券売却益 16,618

その他 1,615

特別利益合計 18,233

特別損失  

固定資産除却損 1,352

特別損失合計 1,352

税金等調整前四半期純利益 110,270

法人税、住民税及び事業税 10,397

法人税等調整額 62,350

法人税等合計 74,747

少数株主利益 764

四半期純利益 36,757



（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６月１日 
 至 平成20年８月31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 110,270

減価償却費 95,493

のれん償却額 7,608

固定資産除却損 1,352

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,615

賞与引当金の増減額（△は減少） △102,958

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,287

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △9,604

受取利息及び受取配当金 △4,012

支払利息 2,480

投資有価証券売却損益（△は益） △16,618

為替差損益（△は益） △5,316

売上債権の増減額（△は増加） 183,416

たな卸資産の増減額（△は増加） △215,852

仕入債務の増減額（△は減少） △35,620

未払金の増減額（△は減少） △10,904

その他 △12,084

小計 △15,252

利息及び配当金の受取額 3,940

利息の支払額 △2,729

法人税等の支払額 △132,860

営業活動によるキャッシュ・フロー △146,902

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 △87,686

無形固定資産の取得による支出 △7,070

投資有価証券の取得による支出 △1,534

投資有価証券の売却による収入 61,691

その他 △1,129

投資活動によるキャッシュ・フロー △35,730

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） 200,000

長期借入金の返済による支出 △24,989

社債の償還による支出 △200,000

配当金の支払額 △75,122

その他 △363

財務活動によるキャッシュ・フロー △100,474

現金及び現金同等物に係る換算差額 20,965

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △262,142

現金及び現金同等物の期首残高 2,059,615

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,797,472



　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

【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６月１日　至平成20年８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 

(1）外部顧客に対する売上高 1,856,896 322,191 2,179,088 ― 2,179,088

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
― 21,951 21,951 (21,951) ―

計 1,856,896 344,142 2,201,039 (21,951) 2,179,088

営業利益又は営業損失（△） 283,227 △40,093 243,134 (169,198) 73,936

　（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．会計処理の方法の変更

（棚卸資産の評価に関する基準）　

　３ページの「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」２．に記載の

とおり、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）を適用しております。この変更による各事業の営業利益又は営業損失に与える影響は軽

微であります。　

４．追加情報

（有形固定資産の耐用年数の変更）　

　３ページの「追加情報」に記載のとおり、法人税法の改正(所得税法等の一部を改正する法律　平成20年

４月30日　法律第23号)に伴い、法定耐用年数が見直されました。これにより、機械装置については耐用年

数を短縮して減価償却費を算定する方法に変更しております。この変更により表面処理薬品事業の営業利

益は13,658千円減少しております。また、機械装置事業の営業損失への影響はありません。



【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６月１日　至平成20年８月31日）

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

記載を省略しております。　

【海外売上高】

アジア 計

当第１四半期連結累計期間

（自　平成20年６月１日

至　平成20年８月31日）

Ⅰ　海外売上高（千円） 360,577 360,577

Ⅱ　連結売上高（千円） 2,179,088

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 16.5 16.5

　（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。

（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

科目

前年同四半期
（平成20年5月期
第１四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 2,455,950

Ⅱ　売上原価 1,613,338

売上総利益 842,611

Ⅲ　販売費及び一般管理費 651,483

営業利益 191,128

Ⅳ　営業外収益　 15,502

Ⅴ　営業外費用 15,171

経常利益 191,459

Ⅵ　特別利益 －

Ⅶ　特別損失 1,009

税金等調整前四半期純利益 190,449

　　法人税、住民税及び事業税 12,429

　　法人税等調整額 72,814

　　少数株主利益 1,432

四半期純利益 103,772



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前年同四半期
（平成20年５月期
第１四半期）

科目 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 190,449

減価償却費 73,627

のれん償却費 6,867

賞与引当金の減少額 △114,232

退職給付引当金の減少額 △13,061

売上債権の増加額 △370,594

たな卸資産の増加額 △104,370

仕入債務の増加額 127,086

その他 △82,356

　小計 △286,583

利息及び配当金の受取額 5,384

利息の支払額 △4,390

法人税等の支払額 △130,491

営業活動によるキャッシュ・フロー △416,080

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 △36,190

無形固定資産の取得による支出 △52,496

その他 △3,962

投資活動によるキャッシュ・フロー △92,648

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 350,000

　　長期借入金の返済による支出 △36,989

社債の償還による支出 －

配当金の支払額 △75,460

その他 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 237,550

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 △39,246

Ⅴ　現金及び現金同等物の減少額 △310,424

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 2,446,565

Ⅶ　現金及び現金同等物の四半期末残高 2,136,140
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