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１．平成21年３月期第２四半期の連結業績（平成20年４月１日～平成20年９月30日）

(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２四半期 24,887 － 3,630 － 3,744 － 2,655 －

20年３月期第２四半期 28,628 20.2 3,297 △10.5 3,323 △10.3 2,000 △2.6

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２四半期 269 47 － －

20年３月期第２四半期 203 04 － －

(2) 連結財政状態

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２四半期 48,712 32,455 62.3 3,080 40

20年３月期 48,387 31,163 60.3 2,959 13

（参考）自己資本 21年３月期第２四半期 30,356 百万円 20年３月期 29,162 百万円

２．配当の状況

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 － － － － － － 55 00 55 00

21年３月期 － － － － － － － －   

21年３月期（予想） － － － － － － 55 00   

（注）配当予想の当四半期における修正の有無：無

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）

（％表示は対前期増減率）

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

通  期 53,130 △7.3 7,460 0.2 7,510 4.0 4,530 5.2 459 67

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無：無



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：無

(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）

①　会計基準等の改正に伴う変更：有

②　①　以外の変更：有

〔（注）詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。〕

(4）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年３月期第２四半期 9,878,040株 20年３月期 9,878,040株

②　期末自己株式数 21年３月期第２四半期 23,329株 20年３月期 23,101株

③　期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年３月期第２四半期 9,854,805株 20年３月期第２四半期 9,855,117株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

１．業績予想につきましては、平成20年５月15日に公表いたしました数値より変更しておりません。

２．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、本資料の発表日現在の将来に関する前提・見通

し・計画に基づく予測が含まれております。世界経済・競合状況・為替・金利の変動等にかかわるリスクや不安

定要因により実際の業績が記載の予想数値と大幅に異なる可能性があります。

 なお、連結業績予想に関する定性的情報は、３ページの【定性的情報・財務諸表等】１．連結経営成績に関す

る定性的情報を参照して下さい。

３．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。



【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２四半期連結累計期間における我が国経済は、原油、食料、飼料、原材料等価格等の高騰の影響を受け、景気

回復は足踏み状態にある中で推移しました。

また、後半には米国・欧州における金融危機の深刻化や、景気の一層の下振れ懸念、株式・為替市場の大幅な変動

などから景気の状況は厳しくなっております。

このような状況の中で当社グループは、中国を中心とする需要業界のグローバル化に対応すべく、エレクトロニク

ス産業界を中心に積極的な販売活動を展開してまいりました。しかしながら、ニッケル価格下落と機械ビジネス不振

の影響を受け、売上高は減少しました。

めっき薬品で中国市場携帯電話需要での一部在庫調整、自社製品の主原料の一つ次亜リン酸ソーダの高騰がありま

したが、もう一つの主原料である硫酸ニッケルの価格は下落し、めっき薬品の利益率は改善しました。

この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は248億87百万円（前年同期比13.1％減）、営業利益は36億30百万円

（同10.1％増）、経常利益は37億44百万円（同12.7％増）、四半期純利益は26億55百万円（同32.7％増）となりまし

た。

(1)事業の種類別セグメント

ａ．表面処理用資材事業

工業用化学品、非鉄金属の売上高は、ニッケル価格の下落により減少しました。

めっき薬品は、中国市場携帯電話需要での一部在庫調整の影響を受けましたが、ＭＰＵ（マイクロプロセッサ）関

連めっき薬品需要、アルミハードディスク関連めっき薬品需要は引続き堅調に推移しました。利益面では、ウエイト

の大きいめっき薬品で、自社製品の主原料の一つである次亜リン酸ソーダの高騰がありましたが、もう一つの主原料

である硫酸ニッケルの価格は下落し、利益率は改善しました。

この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は204億82百万円（前年同期比13.2％減）、営業利益は31億３百万

円（同6.2％増）となりました。

ｂ．表面処理用機械事業

表面処理用機械は、海外においては比較的堅調に推移しているものの、国内の受注環境は厳しくなる傾向にあり、

また原材料価格の上昇に伴う製造コスト増加の影響を受けました。

この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は23億13百万円（前年同期比20.9％減）となり、営業損失18百万円

を計上することになりました。

ｃ．不動産賃貸事業

当社東京支社の新社屋において、新規テナントが入居したことにより、堅調に推移しました。

この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は３億98百万円（前年同期比4.6％増）、営業利益は２億30百万円

（同8.9％増）となりました。

ｄ．その他事業

めっき加工は、国内においては、コスト競争が激しいことや資材の高騰で厳しい状況が継続しておりますが、タイ

の連結子会社では、自動車関連メーカーの需要が旺盛で、好調に推移しました。

この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は19億26百万円（前年同期比3.4％減）、営業利益は３億12百万円

（同168.7％増）となりました。

(2)所在地別セグメント

ａ．日本

自社製品のめっき薬品は、主原料の一つ次亜リン酸ソーダの高騰がありましたが、もう一つの主原料である硫酸

ニッケルの価格は下落し、めっき薬品の利益率は改善されました。

ＭＰＵ（マイクロプロセッサ）関連めっき薬品需要、アルミハードディスク関連めっき薬品需要は引続き堅調に推

移しました。

また、もう一つの柱である機械ビジネスは受注環境は厳しくなる傾向にあり、原材料価格の上昇に伴う製造コスト

増加の影響を受けました。

工業用化学品、非鉄金属の売上高はニッケル国際価格の下落により減少しました。

めっき加工は、国内においてコスト競争が激しく、尚且つ資材の高騰で厳しい状況が継続しております。

この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は168億22百万円（前年同期比18.8％減）、営業利益は16億42百万

円（同19.0％増）となりました。



ｂ．北米地域

エレクトロニクス産業界を中心とした顧客への積極的な営業活動を行いましたが、北米のプリント配線板業界の需

要低迷の影響を受けました。

この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は18億68百万円（前年同期比1.9％増）、営業利益は34百万円（同

22.5％減）となりました。

ｃ．アジア地域

プリント基板用めっき薬品が、特に中国において携帯電話需要で一部在庫調整の影響を受けましたが、表面処理用

機械は堅調に推移しました。

タイのめっき加工関連子会社は、自動車関連メーカー需要が旺盛で好調に推移しました。

この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は93億82百万円（前年同期比5.0％減）、営業利益は19億54百万円

（同4.6％増）となりました。

なお、上記の事業の種類別セグメント及び所在地別セグメントの売上高には、セグメント間の内部売上高又は振替

高が含まれております。

２．連結財政状態に関する定性的情報

(1) 財政状態の変動の状況

当第２四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ３億24百万円増加し、487億12百万円となりま

した。主な増加は、現金及び預金の増加17億12百万円、仕掛品の増加３億89百万円、建設仮勘定の増加３億96百万円

であり、主な減少は、受取手形及び売掛金の減少13億95百万円であります。

負債合計は、前連結会計年度末に比べ９億67百万円減少し、162億56百万円となりました。主な増加は、未払法人税

等の増加４億37百万円であり、主な減少は、支払手形及び買掛金の減少６億27百万円、短期借入金の減少６億70百万

円であります。

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ12億91百万円増加し、324億55百万円となりました。主な増加は、利益剰余

金の増加16億28百万円であり、主な減少は、為替換算調整勘定の減少３億62百万円であります。

以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末に比べ2.0％増加し62.3％となりました。

(2) キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結累計期間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、

16億49百万円増加し、126億２百万円となりました。

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの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)

営業活動によって得られた資金は、43億１百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益36億90百

万円、売上債権の減少額10億86百万円などの増加要因がありましたが、たな卸資産の増加額５億47百万円、法人税等

の支払額６億99百万円などの減少要因があったこと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)

投資活動において使用された資金は、14億16百万円となりました。これは主に、固定資産の取得による支出13億17

百万円などの減少要因があったこと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)

財務活動において使用された資金は、12億96百万円となりました。これは主に、短期借入金の減少額６億23百万円

や配当金の支払額５億42百万円などの減少要因があったこと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

当第２四半期連結累計期間の業績につきましては、概ね計画通りに推移しております。従いまして、平成20年５月

15日に公表いたしました業績予想を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

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

(会計処理基準に関する事項の変更)

①　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　重要な資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産

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、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。

これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ

27,301千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。

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

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、当第２四半期連結累計期間の営業利益は3,371千円増加し、経常利益及び税金等調整前四半期純利

益は、それぞれ2,381千円減少し、四半期純利益は298,715千円増加しております。

また、この修正において、当連結会計年度期首の利益剰余金が484,690千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。

④　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、

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よっております。

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。

これによる当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響額はありません。

なお、リース取引開始がリース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、引続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。

(追加情報)

①　有形固定資産の耐用年数の変更

当社及び国内連結子会社の機械装置及び運搬具については、従来、耐用年数を５～12年としておりましたが、

第１四半期連結会計期間より５～10年に変更しました。この変更は、平成20年度の法人税法の改正を契機として

見直しを行ったものであり、一部の資産について耐用年数を変更して減価償却費を算定する方法に変更しており

ます。

これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ

31,854千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２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 12,705,258 10,992,847

受取手形及び売掛金 13,787,762 15,183,145

有価証券 52,508 59,146

商品 773,210 987,944

製品 1,107,694 1,019,564

原材料 1,307,107 1,180,631

仕掛品 1,261,932 872,074

貯蔵品 18,193 17,399

繰延税金資産 322,131 238,406

その他 622,098 592,291

貸倒引当金 △10,538 △20,673

流動資産合計 31,947,358 31,122,778

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 14,912,146 15,115,412

減価償却累計額 △6,979,777 △6,810,272

建物及び構築物（純額） 7,932,369 8,305,140

機械装置及び運搬具 7,436,797 7,881,913

減価償却累計額 △5,141,091 △5,182,331

機械装置及び運搬具（純額） 2,295,705 2,699,582

土地 2,987,964 3,016,700

建設仮勘定 404,843 8,840

その他 2,831,055 2,728,303

減価償却累計額 △1,996,020 △1,903,033

その他（純額） 835,035 825,270

有形固定資産合計 14,455,918 14,855,534

無形固定資産 305,276 287,235

投資その他の資産   

投資有価証券 996,172 1,121,067

長期貸付金 12,365 10,175

繰延税金資産 68,271 68,647

長期預金 600,000 600,000

その他 377,544 353,858

貸倒引当金 △50,316 △31,363

投資その他の資産合計 2,004,038 2,122,385

固定資産合計 16,765,233 17,265,155

資産合計 48,712,591 48,387,933



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 7,363,059 7,990,363

短期借入金 1,113,551 1,784,014

1年内返済予定の長期借入金 166,460 211,138

未払法人税等 1,154,873 717,821

賞与引当金 232,755 150,441

役員賞与引当金 35,950 71,900

設備関係支払手形 28,696 616,853

繰延税金負債 860 1,140

その他 2,019,288 1,556,807

流動負債合計 12,115,494 13,100,479

固定負債   

長期借入金 555,830 669,792

長期預り保証金 622,932 583,581

繰延税金負債 2,560,838 2,373,267

退職給付引当金 200,711 216,216

役員退職慰労引当金 146,129 143,951

その他 54,782 136,742

固定負債合計 4,141,224 4,123,550

負債合計 16,256,719 17,224,030

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,336,936 1,336,936

資本剰余金 1,644,653 1,644,653

利益剰余金 27,290,908 25,662,052

自己株式 △77,373 △76,442

株主資本合計 30,195,124 28,567,200

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 272,237 343,471

為替換算調整勘定 △110,887 251,403

評価・換算差額等合計 161,349 594,874

少数株主持分 2,099,397 2,001,827

純資産合計 32,455,871 31,163,903

負債純資産合計 48,712,591 48,387,933



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 24,887,172

売上原価 17,240,812

売上総利益 7,646,359

販売費及び一般管理費 4,015,809

営業利益 3,630,550

営業外収益  

受取利息 60,341

受取配当金 11,131

為替差益 48,439

有価物回収益 19,385

その他 37,306

営業外収益合計 176,603

営業外費用  

支払利息 40,192

売上割引 4,500

その他 18,173

営業外費用合計 62,867

経常利益 3,744,286

特別利益  

固定資産売却益 8,572

貸倒引当金戻入額 2,661

特別利益合計 11,233

特別損失  

固定資産除売却損 9,626

投資有価証券評価損 55,573

特別損失合計 65,200

税金等調整前四半期純利益 3,690,320

法人税、住民税及び事業税 671,577

法人税等調整額 108,765

法人税等合計 780,342

少数株主利益 254,410

四半期純利益 2,655,567



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９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 3,690,320

減価償却費 766,376

貸倒引当金の増減額（△は減少） 9,335

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △35,950

退職給付引当金の増減額（△は減少） △23,719

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,178

受取利息及び受取配当金 △71,472

支払利息 40,192

有価証券評価損益（△は益） 2,594

投資有価証券評価損益（△は益） 55,573

固定資産除売却損益（△は益） 1,054

売上債権の増減額（△は増加） 1,086,697

たな卸資産の増減額（△は増加） △547,814

仕入債務の増減額（△は減少） △470,141

その他 470,786

小計 4,976,011

利息及び配当金の受取額 71,445

利息の支払額 △46,482

法人税等の支払額 △699,636

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,301,338

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △337,480

定期預金の払戻による収入 271,080

固定資産の取得による支出 △1,317,248

固定資産の売却による収入 24,819

投資有価証券の取得による支出 △51,288

貸付けによる支出 △15,120

貸付金の回収による収入 15,215

その他 △6,459

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,416,483

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） △623,785

長期借入金の返済による支出 △130,020

自己株式の取得による支出 △931

配当金の支払額 △542,021

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,296,758

現金及び現金同等物に係る換算差額 61,051

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,649,147

現金及び現金同等物の期首残高 10,953,102

現金及び現金同等物の四半期末残高 12,602,249



　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２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日　至 平成20年９月30日）

 
表面処理用
資材事業
（千円）

表面処理用
機械事業
（千円）

不動産賃貸
事業
（千円）

その他事業
（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 20,276,912 2,286,190 398,408 1,925,659 24,887,172 － 24,887,172

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
205,612 27,456 － 980 234,049 (234,049) －

計 20,482,525 2,313,646 398,408 1,926,639 25,121,221 (234,049) 24,887,172

営業利益（△は営業損失） 3,103,619 △18,480 230,183 312,227 3,627,550 3,000 3,630,550

　（注）１．事業区分は、製品及び商品等の種類、性質等を勘案して区分しております。

２．各事業の主要な製品及び商品等

(1) 表面処理用資材事業　　　アルミ磁気ディスク用めっき薬品、プリント基板用めっき薬品、工業用化学品、

非鉄金属

(2) 表面処理用機械事業　　　アルミ磁気ディスク用めっき機械、プリント基板用めっき機械

(3) 不動産賃貸事業　　　　　オフィスビル及びマンションの賃貸

(4) その他事業　　　　　　　めっき加工、ロイヤルティー収入

３．会計処理方法の変更

(1) (たな卸資産の評価に関する会計基準)

【定性的情報・財務諸表等】４．その他 (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」 (会計処理基準に関する事項の変更) ② に記載のとおり、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９号　平成18年７月５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べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益が、表面処理用資材

事業で23,512千円、表面処理用機械事業で972千円、その他事業で2,815千円それぞれ減少しております。

(2) (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)

【定性的情報・財務諸表等】４．その他 (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」 (会計処理基準に関する事項の変更) ③ に記載のとおり、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。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結

累計期間の営業利益が、表面処理用資材事業で4,602千円、その他事業で928千円増加し、表面処理用機械事

業で2,160千円減少しております。

(3) (有形固定資産の耐用年数の変更)

【定性的情報・財務諸表等】４．その他 (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」 (追加情報) ① に記載のとおり、第１四半期連結会計期間より、当社及び国内連結子会社

の機械装置及び運搬具の一部について耐用年数を変更して減価償却費を算定する方法に変更しております。

この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益が、表面処理用

資材事業で32,166千円減少し、その他事業で311千円増加しております。



〔所在地別セグメント情報〕

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日　至 平成20年９月30日）

 
日本

（千円）
北米地域
（千円）

アジア地域
（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 13,795,134 1,867,929 9,224,107 24,887,172 － 24,887,172

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
3,027,412 94 158,675 3,186,182 (3,186,182) －

計 16,822,547 1,868,024 9,382,783 28,073,355 (3,186,182) 24,887,172

営業利益 1,642,889 34,039 1,954,776 3,631,705 (1,155) 3,630,550

　（注）１．国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域

①　国又は地域の区分方法……………地理的近接度による。

②　各区分に属する主な国又は地域

北米地域　：米国

アジア地域：台湾、シンガポール、マレーシア、中国、タイ

２．会計処理方法の変更

(1) (たな卸資産の評価に関する会計基準)

【定性的情報・財務諸表等】４．その他 (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」 (会計処理基準に関する事項の変更) ② に記載のとおり、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９号　平成18年７月５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べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益が、日本で27,301千

円減少しております。

(2) (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)

【定性的情報・財務諸表等】４．その他 (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」 (会計処理基準に関する事項の変更) ③ に記載のとおり、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。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結

累計期間の営業利益が、アジア地域で3,371千円増加しております。

(3) (有形固定資産の耐用年数の変更)

【定性的情報・財務諸表等】４．その他 (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」 (追加情報) ① に記載のとおり、第１四半期連結会計期間より、当社及び国内連結子会社

の機械装置及び運搬具の一部について耐用年数を変更して減価償却費を算定する方法に変更しております。

この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益が、日本で31,854

千円減少しております。



〔海外売上高〕

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日　至 平成20年９月30日）

 北米地域 アジア地域 その他地域 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 1,823,891 10,292,388 52,441 12,168,721

Ⅱ　連結売上高（千円） － － － 24,887,172

Ⅲ　連結売上高に占める海外

売上高の割合（％）
7.3 41.4 0.2 48.9

　（注）１．国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域

①　国又は地域の区分方法……………地理的近接度による。

②　各区分に属する主な国又は地域

北米地域　：米国

アジア地域：台湾、シンガポール、中国、韓国、タイ、フィリピン、マレーシア、インドネシア

その他地域：ドイツ、ニュージーランド

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の合計額（ただし、連結会社間

の内部売上高を除く）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」

前年同四半期に係る財務諸表

(1)中間連結損益計算書

前中間連結会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年９月30日）

区分 金額（千円）
百分比

（％）

Ⅰ　売上高 28,628,170 100.0

Ⅱ　売上原価 21,243,708 74.2

売上総利益 7,384,462 25.8

Ⅲ　販売費及び一般管理費

１．荷造運送費 280,967

２．貸倒引当金繰入額 7,284

３．給料及び手当 978,896

４．賞与 262,432

５．賞与引当金繰入額 106,180

６. 役員賞与引当金

繰入額
35,950

７．退職給付費用 77,125

８. 役員退職慰労引当金繰入額 15,104

９．通信交通費 199,913

10．減価償却費 167,980

11．研究開発費 800,585

12．その他 1,154,272 4,086,693 14.3

営業利益 3,297,769 11.5

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 43,221

２．受取配当金 13,484

３．有価物回収益 18,947

４．その他 38,671 114,325 0.4

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 51,511

２．為替差損 7,016

３．売上割引 9,307

４．その他 20,718 88,555 0.3

経常利益 3,323,539 11.6



前中間連結会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年９月30日）

区分 金額（千円）
百分比

（％）

Ⅵ　特別利益

１．固定資産売却益 14,453

２．貸倒引当金戻入益 39,157 53,610 0.2

Ⅶ　特別損失

１．固定資産除売却損 75,915   

２．ゴルフ会員権評価損 5,750 81,665 0.3

税金等調整前中間純利益 3,295,484 11.5

法人税、住民税及び事業税 740,068

法人税等調整額 357,107 1,097,176 3.8

少数株主利益 197,319 0.7

中間純利益 2,000,989 7.0



(2)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19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益 3,295,484

減価償却費 784,545

貸倒引当金の増加額（△減少額） △32,722

役員賞与引当金の増加額（△減少額） △59,350

退職給付引当金の減少額 △18,548

役員退職慰労引当金の増加額（△減少額） △27,047

受取利息及び受取配当金 △56,706

支払利息 51,511

有価証券評価益 △3,649

固定資産除売却損益 61,462

売上債権の減少額（△増加額） 1,840,084

たな卸資産の増加額 △858,745

仕入債務の増加額（△減少額） △886,136

その他 △295,987

小計 3,794,196

利息及び配当金の受取額 58,406

利息の支払額 △47,843

法人税等の支払額 △1,198,152

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,606,606

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △23,785

定期預金の払出による収入 82,826

固定資産の取得による支出 △607,411

固定資産の売却による収入 21,531

投資有価証券の取得による支出 △350,966

投資有価証券の償還による収入 62,163

貸付けによる支出 △12,799

貸付金の回収による収入 19,612

その他 952

投資活動によるキャッシュ・フロー △807,876

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減 417,811

長期借入れによる収入 360,450

長期借入金の返済による支出 △217,774

自己株式の取得による支出 △572

配当金の支払額 △542,034

財務活動によるキャッシュ・フロー 17,880

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 179,974

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額 1,996,585

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 6,815,970

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末残高 8,812,556



(3)セグメント情報

〔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19年４月１日　至 平成19年９月30日）

表面処理用
資材事業
（千円）

表面処理用
機械事業
（千円）

不動産賃貸
事業
（千円）

その他事業
(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 23,332,267 2,921,750 381,043 1,993,109 28,628,170 － 28,628,170

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
260,561 3,564 － 680 264,806 (264,806) －

計 23,592,828 2,925,315 381,043 1,993,789 28,892,976 (264,806) 28,628,170

営業費用 20,669,582 2,878,323 169,723 1,877,577 25,595,207 (264,806) 25,330,401

営業利益 2,923,246 46,991 211,320 116,211 3,297,769 － 3,297,769

　（注）１．事業区分は、製品及び商品等の種類、性質等を勘案して区分しております。

２．各事業の主要な製品及び商品等

(1）表面処理用資材事業　　　アルミ磁気ディスク用めっき薬品、プリント基板用めっき薬品、工業用化学品、

非鉄金属

(2）表面処理用機械事業　　　アルミ磁気ディスク用めっき機械、プリント基板用めっき機械

(3）不動産賃貸事業　　　　　オフィスビル及びマンションの賃貸

(4）その他事業　　　　　　　めっき加工、ロイヤルティー収入

〔所在地別セグメント情報〕

前中間連結会計期間（自 平成19年４月１日　至 平成19年９月30日）

日本
（千円）

北米地域
（千円）

アジア地域
（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
17,092,886 1,833,089 9,702,195 28,628,170 － 28,628,170

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
3,618,621 13 169,461 3,788,096 (3,788,096) －

計 20,711,507 1,833,102 9,871,656 32,416,267 (3,788,096) 28,628,170

営業費用 19,331,173 1,789,179 8,003,155 29,123,507 (3,793,106) 25,330,401

営業利益 1,380,334 43,923 1,868,501 3,292,759 5,009 3,297,769

　（注）　国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域

１．国又は地域の区分方法……………地理的近接度による。

２．各区分に属する主な国又は地域

北米地域　：米国

アジア地域：台湾、シンガポール、マレーシア、中国、タイ



〔海外売上高〕

前中間連結会計期間（自 平成19年４月１日　至 平成19年９月30日）

北米地域 アジア地域 その他地域 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 1,833,089 11,072,447 6,701 12,912,237

Ⅱ　連結売上高（千円） － － － 28,628,170

Ⅲ　海外売上高の連結売上高に

占める割合（％）
6.4 38.7 0.0 45.1

　（注）１．国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域

①　国又は地域の区分方法……………地理的近接度による。

②　各区分に属する主な国又は地域

北米地域　：米国

アジア地域：台湾、シンガポール、中国、韓国、タイ、フィリピン、マレーシア、インドネシア

その他地域：ドイツ、ニュージーランド

　　　　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の合計額（ただし、連結会社

間の内部売上高を除く）であります。
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