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1.  平成21年5月期第2四半期の連結業績（平成20年6月1日～平成20年11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5月期第2四半期 4,466 △13.0 146 △64.0 185 △56.3 △27 ―

20年5月期第2四半期 5,132 △2.7 407 △29.8 424 △29.4 164 △48.0

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2四半期 △3.66 ―

20年5月期第2四半期 22.05 ―

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2四半期 11,154 7,702 67.5 1,007.60
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2四半期  7,527百万円 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 ― 10.00 ――― ――― ―――

21年5月期（予想） ――― ――― ― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 8,000 △20.8 50 △92.4 100 △85.8 △150 ― △20.08

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、４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、４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)平成20年７月25日に公表いたしました平成21年５月期の業績予想を修正しております。詳細につきましては、平成21年１月９日発表の「平成21年５月期第２四半期累
計期間業績予想と平成21年５月期業績予想の修正、ならびに特別損失の発生に関するお知らせ」をご参照ください。 
(2)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。 
(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。  

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2四半期  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2四半期  9,359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2四半期  7,470,957株 20年5月期第2四半期  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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、原材料価格の高騰、米国経済の景気減速から世界的な為替・金

融市場の不安が、国内経済全体に波及し企業収益や設備投資などに影響を及ぼしました。また、国内経済をけん引し

てきた輸出などの低迷が、より一層の景気減速を強める状況となりました。 

 このような環境下にあって当社グループは、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

てまいりましたが、電子部品・半導体関係市場は世界経済の減速に伴う外需の停滞や内需の不振により、デジタル家

電、携帯電話、車載関連機器の需要低迷と為替（想定為替レート１米ドル＝102円）の影響を受けるなど厳しい状況

となりました。 

 その結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は44億６千６百万円、営業利益は１億４千６百万円、経常利益は１

億８千５百万円、四半期純損失は２千７百万円となりました。 

 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２四半期連結累計期間の売上高は35億４千４百万円、営業利益は４億８千４百万円となりました。 

 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おきましては、第１四半期についてはプリント配線板ビルドアップ用硫酸銅めっき添加

剤など堅調に推移したものの、第２四半期においては経済の減速によりデジタル家電や車載関連機器などに用いるプ

リント配線板処理薬品の出荷に影響を及ぼし、海外については特に韓国経済の悪化によるプリント配線板処理薬品が

低迷するなど、厳しい状況となりました。 

 その結果、売上高は18億６千１百万円となりました。 

 （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、デジタル家電、携帯電話、車載関連機器の需要の停滞や生産調整の影響を

受け出荷が減少となりました。 

 その結果、売上高は10億５千７百万円となりました。 

 （受託加工等） 

 受託加工等の売上高は１億３千３百万円となりました。 

 ＜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、世界経済の低迷から国内

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ております。 

 その結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は９億４千３百万円、営業損失は１百万円となりました。 



２．連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期末における総資産は、前連結会計年度末に比べて９億２千７百万円減少の111億５千４百万円、純資

産は２億３千３百万円減少の77億２百万円となり、自己資本比率は67.5％となりました。  

 （キャッシュ・フローの状況） 

 当第２四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３

億２千６百万円減少し17億３千３百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期連結累計期間の営業活動により増加した資金は１億８千1百万円となりました。これは主に税金等

調整前四半期純利益９千６百万円、売上債権の減少額２億６千９百万円、減価償却費１億９千５百万円による増加

と仕入債務の減少２億８千２百万円、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。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期連結累計期間の投資活動により減少した資金は１億３千７百万円となりました。これは主に有形固

定資産取得による支出１億４千６百万円による減少と投資有価証券の売却による収入６千２百万円の増加の結果で

あります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

  当第２四半期連結累計期間の財務活動により減少した資金は３億１千３百万円となりました。これは主に社債の

償還による支出２億円、配当金の支払額７千４百万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 

 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した金融危機が実体経

済に影響し、10月に入って景気急降下により、パソコン、携帯電話、薄型テレビ、車載機器等全分野にわたって、想

定を遥かに上回る需要減が発生する状況となりました。当社製品に対する実需も日を追うごとに急激に冷え込む事態

となったことから、当第２四半期累計期間の売上は前回発表時の予想を下回る結果となりました。特に連結子会社で

はプリント配線板業界の設備投資の減少により受注額が大きく落ち込んでおります。また、この需要動向は12月以降

も継続していること、さらに 近の為替（想定為替レート１米ドル＝102円）相場の動向も勘案した結果、通期の売

上は当初予想をさらに大きく下回る見込みです。このような環境下にあって当社グループは、安定した収益を保つこ

とを重要な課題とし、業務の簡素化、効率化および透明性を図りコスト低減の検証行うなど業務の改革に尽力し、ト

ータルコスト低減を推し進めてまいります。また、引き続き原材料価格や生産工程の見直しによる生産性の向上、自

社製品の開発・改良および顧客満足度向上に注力し企業体質の強化に努めてまいります。 

 業績予想の修正の詳細につきましては、平成21年１月９日に公表しております「平成21年５月期第２四半期累計期

間業績予想と平成21年５月期業績予想の修正、ならびに特別損失の発生に関するお知らせ」をご参照ください。 



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、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 

 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27,679千円減少

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11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５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,925,246 2,250,696

受取手形及び売掛金 3,095,452 3,378,802

商品及び製品 469,881 437,964

原材料及び貯蔵品 268,067 250,715

仕掛品 24,408 92,209

その他 194,995 225,341

貸倒引当金 △7,361 △8,058

流動資産合計 5,970,690 6,627,671

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,222,783 1,272,366

機械装置及び運搬具（純額） 516,422 554,590

土地 2,248,494 2,248,494

その他（純額） 162,337 184,884

有形固定資産合計 4,150,039 4,260,336

無形固定資産   

のれん － 70,180

その他 97,528 95,849

無形固定資産合計 97,528 166,030

投資その他の資産   

投資有価証券 194,942 322,688

その他 751,526 715,305

貸倒引当金 △9,944 △9,944

投資その他の資産合計 936,524 1,028,049

固定資産合計 5,184,091 5,454,416

資産合計 11,154,782 12,082,087



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年11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５月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,496,737 1,791,766

短期借入金 230,000 200,000

1年内返済予定の長期借入金 48,626 78,606

1年内償還予定の社債 100,000 300,000

未払法人税等 116,335 142,464

賞与引当金 177,476 195,740

製品保証引当金 23,792 20,313

その他 244,007 387,008

流動負債合計 2,436,975 3,115,898

固定負債   

長期借入金 60,014 80,012

退職給付引当金 808,085 801,550

役員退職慰労引当金 144,517 145,928

その他 2,577 2,774

固定負債合計 1,015,193 1,030,265

負債合計 3,452,169 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 6,064,572 6,166,613

自己株式 △6,644 △6,052

株主資本合計 7,648,293 7,750,925

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △26,672 20,276

為替換算調整勘定 △94,177 △48,924

評価・換算差額等合計 △120,850 △28,648

少数株主持分 175,169 213,647

純資産合計 7,702,613 7,935,924

負債純資産合計 11,154,782 12,082,087



（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６月１日 
 至 平成20年11月30日) 

売上高 4,466,053

売上原価 2,951,389

売上総利益 1,514,664

販売費及び一般管理費 1,368,206

営業利益 146,457

営業外収益  

受取利息 3,527

受取配当金 2,458

業務受託手数料 13,500

その他 30,047

営業外収益合計 49,533

営業外費用  

支払利息 5,467

手形売却損 3,619

その他 1,369

営業外費用合計 10,456

経常利益 185,534

特別利益  

投資有価証券売却益 16,926

その他 697

特別利益合計 17,623

特別損失  

固定資産除却損 8,917

投資有価証券評価損 34,900

のれん減損損失 62,572

特別損失合計 106,390

税金等調整前四半期純利益 96,767

法人税、住民税及び事業税 106,430

法人税等調整額 18,262

法人税等合計 124,693

少数株主損失（△） △603

四半期純損失（△） △27,321



（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成20年11月30日) 

売上高 2,286,965

売上原価 1,545,846

売上総利益 741,118

販売費及び一般管理費 669,515

営業利益 71,603

営業外収益  

受取利息 1,557

受取配当金 416

業務受託手数料 6,750

その他 16,577

営業外収益合計 25,301

営業外費用  

支払利息 2,987

手形売却損 1,926

その他 764

営業外費用合計 5,678

経常利益 91,226

特別利益  

投資有価証券売却益 308

特別利益合計 308

特別損失  

固定資産除却損 7,565

投資有価証券評価損 34,900

のれん減損損失 62,572

特別損失合計 105,038

税金等調整前四半期純損失（△） △13,502

法人税、住民税及び事業税 96,033

法人税等調整額 △44,087

法人税等合計 51,945

少数株主損失（△） △1,368

四半期純損失（△） △64,079



（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６月１日 
 至 平成20年11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 96,767

減価償却費 195,083

のれん償却額 70,180

固定資産除却損 8,917

貸倒引当金の増減額（△は減少） △697

賞与引当金の増減額（△は減少） △18,263

退職給付引当金の増減額（△は減少） 11,574

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △1,411

受取利息及び受取配当金 △5,986

支払利息 5,467

投資有価証券評価損 34,900

投資有価証券売却損益（△は益） △16,926

為替差損益（△は益） 8,559

売上債権の増減額（△は増加） 269,630

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,710

仕入債務の増減額（△は減少） △282,667

未払金の増減額（△は減少） △25,851

その他 △34,135

小計 313,433

利息及び配当金の受取額 5,941

利息の支払額 △5,665

法人税等の支払額 △132,358

営業活動によるキャッシュ・フロー 181,350

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 △146,841

無形固定資産の取得による支出 △20,404

投資有価証券の取得による支出 △31,166

投資有価証券の売却による収入 62,522

その他 △1,840

投資活動によるキャッシュ・フロー △137,729

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） 30,000

長期借入金の返済による支出 △49,978

社債の償還による支出 △200,000

配当金の支払額 △74,804

少数株主への配当金の支払額 △18,480

その他 △591

財務活動によるキャッシュ・フロー △313,854

現金及び現金同等物に係る換算差額 △56,213

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △326,446

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 1,733,168



 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２四半期連結会計期間（自平成20年９月１日 至平成20年11月30日） 

当第２四半期連結累計期間（自平成20年６月１日 至平成20年11月30日） 

 （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）  

 「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。この変更による当第２四半期連結累計期間の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）  

 「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。この変更により当第２四半期連結累計期間の表面処

理薬品事業の営業利益は27,679千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。 

 
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 1,687,586 599,378 2,286,965 ― 2,286,965 

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
― 72 72 (72) ―

計 1,687,586 599,451 2,287,038 (72) 2,286,965 

営業利益 201,102 38,501 239,604 (167,082) 72,521 

 
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 3,544,483 921,570 4,466,053 ― 4,466,053 

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
― 22,024 22,024 (22,024) ―

計 3,544,483 943,594 4,488,078 (22,024) 4,466,053 

営業利益又は営業損失（△） 484,329 △1,591 482,738 (336,280) 146,457 



〔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６月1日 至平成20年11月30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〕 

当第２四半期連結会計期間（自平成20年９月１日 至平成20年11月30日） 

当第２四半期連結累計期間（自平成20年６月１日 至平成20年11月30日） 

（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。 

  アジア 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 407,837 407,837 

Ⅱ 連結売上高（千円）   2,286,965 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 17.8 17.8 

  アジア 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 768,414 768,414 

Ⅱ 連結売上高（千円）   4,466,053 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 17.2 17.2 



「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６月１日 
至 平成19年11月30日） 

区分 金額（百万円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高   5,132,346 100.0 

Ⅱ 売上原価   3,358,868 65.5 

売上総利益   1,773,477 34.5 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   1,366,157 26.6 

営業利益   407,320 7.9 

Ⅳ 営業外収益       

１．受取利息 13,238     

２．賃借料 6,780     

３．保険積立返戻金  6,147     

４．その他 23,288 49,454 1.0 

Ⅴ 営業外費用       

１．支払利息 7,985     

２．為替差損 16,883     

３．その他 7,740 32,609 0.6 

経常利益   424,164 8.3 

Ⅵ 特別利益   ― ― 

Ⅶ 特別損失       

１．固定資産除却損 4,636     

２．投資有価証券評価損 55,000     

３．過年度製品保証引当金繰入額 17,797 77,433 1.5 

税金等調整前中間純利益   346,731 6.8 

法人税、住民税及び事業税 157,257     

法人税等調整額 19,425 176,683 3.5 

少数株主利益   5,246 0.1 

中間純利益   164,801 3.2 

       



（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６月１日 
至 平成19年11月30日） 

区分 金額（百万円） 

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  346,731 

減価償却費 163,943 

のれん償却額 13,734 

投資有価証券評価損 55,000 

貸倒引当金の減少額 △566 

賞与引当金の減少額  △10,072 

退職給付引当金の減少額  △16,248 

役員退職慰労引当金の減少額  △26,386 

為替差益 15,363 

受取利息及び受取配当金  △14,998 

支払利息  7,985 

売上債権の増加額 △298,504 

たな卸資産の減少額  24,820 

その他流動資産の減少額 5,056 

仕入債務の増加額 212,116 

その他流動負債の減少額 △86,371 

その他  △2,436 

小計 389,168 

利息及び配当金の受取額  14,786 

利息の支払額 △7,339 

法人税等の支払額  △138,669 

営業活動によるキャッシュ・フロー 257,945 

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 △442,518 

定期預金の純減少額 93,743 

投資有価証券の取得による支出 △84,628 

その他  62,174 

投資活動によるキャッシュ・フロー △371,230 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純減少額 △150,000 

長期借入金の返済による支出 △61,978 

配当金の支払額 △75,822 

その他  △21,838 

財務活動によるキャッシュ・フロー △309,638 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △74,679 

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額 △497,602 

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中間期末残高 1,948,963 

   



（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6月１日 至 平成19年11月30日） 

 （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 299,524千円であり、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。 

〔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６月１日 至 平成19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。  

〔海外売上高〕 

前中間連結会計期間（自 平成20年6月１日 至 平成20年11月30日） 

（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。 

 
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 3,800,482 1,331,863 5,132,346 ― 5,132,346 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
― ― ― ― ―

計 3,800,482 1,331,863 5,132,346 ― 5,132,346 

営業費用  3,147,899 1,277,602 4,425,501 299,524 4,725,025 

営業利益 652,583 54,260 2,706,844 (299,524) 407,320 

  アジア 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 1,101,588 1,101,588 

Ⅱ 連結売上高（千円）   5,132,346 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 21.5 21.5 
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