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１．平成21年３月期第３四半期の連結業績（平成20年４月１日～平成20年12月31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３四半期 36,475 － 5,184 － 5,190 － 3,458 －

20年３月期第３四半期 42,956 11.7 5,342 △10.9 5,295 △12.4 3,315 △1.1

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３四半期 351 00 － －

20年３月期第３四半期 336 43 － －

(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３四半期 46,219 32,110 65.0 3,048 64

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３四半期 30,043 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 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 44,130 △23.0 5,240 △29.6 5,150 △28.6 3,140 △27.1 318 63

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無：有
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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３四半期 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３四半期 23,373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３四半期 9,854,760株 20年３月期第３四半期 9,855,070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．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。

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。
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【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３四半期連結累計期間における我が国経済は、原油、原材料等の価格高騰の影響を受け、景気回復は足踏み状

態にある中で推移しました。

また、後半には世界の金融資本市場の危機を契機に世界的な実需減少、株式・為替市場の大幅な変動から景気は急

速に悪化し、当社グループの需要業界の景気も悪化しました。

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。

この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は364億75百万円（前年同期比15.1％減）、営業利益は51億84百万円

（同3.0％減）、経常利益は51億90百万円（同2.0％減）、四半期純利益は34億58百万円（同4.3％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。

めっき薬品におきましては、前半は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堅調に推移しましたが、後半は金融市場の混乱の影響を受け、世界経済の失速が鮮明となり、当

社グループの主要顧客である電子部品業界からの需要も減退が顕著となりました。

この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は293億52百万円（前年同期比17.0％減）、営業利益は44億55百万

円（同4.8％減）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たものの、国内の受注環境は益々厳しくなる傾向にあり、

後半には、世界の金融資本市場の危機を契機に企業の設備投資が抑制されたことにより、より厳しさを増しました。

この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は40億37百万円（前年同期比6.3％減）となり、営業損失40百万円

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３四半期連結累計期間の売上高は６億２百万円（前年同期比5.5％増）、営業利益は３億43百万円

（同8.5％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、コスト競争の激しい状況は継続し、金融資本市場の危機を契機にさらに悪化しまし

たが、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３四半期連結累計期間の売上高は27億93百万円（前年同期比9.7％減）、営業利益は４億22百万円

（同63.2％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、前半は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が、昨年秋以降、電子部品メーカーの工場稼働率が大きく落ち込んだ影

響を受け、国内販売は低迷しました。

もう一つの柱である表面処理用機械におきましても、顧客の設備投資の抑制によって受注環境は一層厳しくなりま

した。

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。

国内のめっき加工は、コスト競争の激しい状況が継続しております。

この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は233億95百万円（前年同期比23.0％減）、営業利益は21億４百万

円（同11.6％減）となりました。
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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３四半期連結累計期間の売上高は27億99百万円（前年同期比3.7％増）、営業利益は23百万円（同

61.7％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３四半期連結累計期間の売上高は146億84百万円（前年同期比1.2％減）、営業利益は30億22百万円

（同2.6％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３四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21億68百万円減少し、462億19百万円となりま

した。主な増加は、現金及び預金の増加25億77百万円であり、主な減少は、受取手形及び売掛金の減少29億99百万円

であります。

負債合計は、前連結会計年度末に比べ31億14百万円減少し、141億９百万円となりました。主な減少は、支払手形及

び買掛金の減少17億38百万円、短期借入金の減少７億47百万円であります。

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ９億46百万円増加し、321億10百万円となりました。主な増加は、利益剰余

金の増加24億32百万円であり、主な減少は、為替換算調整勘定の減少13億36百万円であります。

以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末に比べ4.7％増加し65.0％となりました。

(2) キャッシュ・フローの状況

当第３四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、

22億86百万円増加し、132億39百万円となりました。

当第３四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、59億97百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益50億56百

万円、売上債権の減少額24億13百万円などの増加要因がありましたが、仕入債務の減少額14億69百万円、法人税等の

支払額14億51百万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、20億29百万円となりました。これは主に、固定資産の取得による支出16億83

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)

財務活動において使用された資金は、13億72百万円となりました。これは主に、短期借入金の減少額６億76百万円

や配当金の支払額５億42百万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月期の通期の業績予想につきましては、当社グループの最近の経営環境を踏まえ、連結・個別ともに修

正しております。詳細につきましては、平成21年２月10日発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さ

い。
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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３四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

55,497千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３四半期連結累計期間の営業利益は9,657千円減少し、経常利益及び税金等調整前四半期純利

益は、それぞれ25,926千円減少し、四半期純利益は201,639千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３四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３四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

47,641千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。
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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３四半期連結会計期間末
(平成20年12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３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 13,569,943 10,992,847

受取手形及び売掛金 12,183,848 15,183,145

有価証券 46,676 59,146

商品 677,852 987,944

製品 1,048,380 1,019,564

原材料 1,239,101 1,180,631

仕掛品 789,913 872,074

貯蔵品 16,719 17,399

繰延税金資産 159,724 238,406

その他 479,425 592,291

貸倒引当金 △10,522 △20,673

流動資産合計 30,201,064 31,122,778

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 14,640,186 15,115,412

減価償却累計額 △7,009,739 △6,810,272

建物及び構築物（純額） 7,630,447 8,305,140

機械装置及び運搬具 7,455,663 7,881,913

減価償却累計額 △5,165,255 △5,182,331

機械装置及び運搬具（純額） 2,290,408 2,699,582

土地 2,925,136 3,016,700

建設仮勘定 376,817 8,840

その他 2,799,546 2,728,303

減価償却累計額 △2,013,692 △1,903,033

その他（純額） 785,854 825,270

有形固定資産合計 14,008,664 14,855,534

無形固定資産 300,891 287,235

投資その他の資産   

投資有価証券 683,578 1,121,067

長期貸付金 10,845 10,175

繰延税金資産 78,341 68,647

長期預金 600,000 600,000

その他 372,764 353,858

貸倒引当金 △36,365 △31,363

投資その他の資産合計 1,709,163 2,122,385

固定資産合計 16,018,719 17,265,155

資産合計 46,219,783 48,387,933



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12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３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,251,746 7,990,363

短期借入金 1,036,203 1,784,014

1年内返済予定の長期借入金 169,440 211,138

未払法人税等 558,279 717,821

賞与引当金 71,852 150,441

役員賞与引当金 53,925 71,900

設備関係支払手形 33,459 616,853

繰延税金負債 6,530 1,140

その他 1,800,996 1,556,807

流動負債合計 9,982,433 13,100,479

固定負債   

長期借入金 519,446 669,792

長期預り保証金 624,905 583,581

繰延税金負債 2,577,130 2,373,267

退職給付引当金 200,011 216,216

役員退職慰労引当金 150,418 143,951

その他 54,721 136,742

固定負債合計 4,126,632 4,123,550

負債合計 14,109,066 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 28,094,337 25,662,052

自己株式 △77,540 △76,442

株主資本合計 30,998,387 28,567,200

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 130,373 343,471

為替換算調整勘定 △1,085,426 251,403

評価・換算差額等合計 △955,053 594,874

少数株主持分 2,067,382 2,001,827

純資産合計 32,110,716 31,163,903

負債純資産合計 46,219,783 48,387,933



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 36,475,850

売上原価 25,245,388

売上総利益 11,230,462

販売費及び一般管理費 6,046,139

営業利益 5,184,323

営業外収益  

受取利息 98,978

受取配当金 15,718

有価物回収益 27,979

その他 59,826

営業外収益合計 202,503

営業外費用  

支払利息 58,138

売上割引 6,072

為替差損 92,319

その他 40,122

営業外費用合計 196,652

経常利益 5,190,174

特別利益  

固定資産売却益 11,796

貸倒引当金戻入額 2,379

特別利益合計 14,175

特別損失  

固定資産除売却損 17,166

投資有価証券評価損 130,468

特別損失合計 147,634

税金等調整前四半期純利益 5,056,714

法人税、住民税及び事業税 859,047

法人税等調整額 382,650

法人税等合計 1,241,697

少数株主利益 356,020

四半期純利益 3,458,996



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12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 5,056,714

減価償却費 1,165,119

貸倒引当金の増減額（△は減少） 650

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △17,975

退職給付引当金の増減額（△は減少） △22,123

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6,467

受取利息及び受取配当金 △114,697

支払利息 58,138

有価証券評価損益（△は益） 7,140

投資有価証券評価損益（△は益） 130,468

固定資産除売却損益（△は益） 5,370

売上債権の増減額（△は増加） 2,413,231

たな卸資産の増減額（△は増加） △19,607

仕入債務の増減額（△は減少） △1,469,530

その他 199,671

小計 7,399,040

利息及び配当金の受取額 113,510

利息の支払額 △63,135

法人税等の支払額 △1,451,885

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,997,530

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 △593,440

定期預金の払戻による収入 285,120

固定資産の取得による支出 △1,683,056

固定資産の売却による収入 35,410

投資有価証券の取得による支出 △52,933

貸付けによる支出 △16,628

貸付金の回収による収入 17,323

その他 △21,586

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,029,789

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） △676,719

長期借入金の返済による支出 △152,368

自己株式の取得による支出 △1,098

配当金の支払額 △542,021

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,372,207

現金及び現金同等物に係る換算差額 △308,851

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,286,681

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 13,239,783



　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３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日　至 平成20年12月31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 29,072,803 4,008,340 602,888 2,791,818 36,475,850 － 36,475,850

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
279,627 29,552 － 2,115 311,295 (311,295) －

計 29,352,430 4,037,892 602,888 2,793,934 36,787,146 (311,295) 36,475,850

営業利益（△は営業損失） 4,455,313 △40,017 343,212 422,815 5,181,323 3,000 5,184,323

　（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３四半期連結累計期間の営業利益が、表面処理用資材

事業で52,073千円、表面処理用機械事業で1,205千円、その他事業で2,218千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３四半期連結

累計期間の営業利益が、表面処理用資材事業で8,524千円、表面処理用機械事業で2,504千円減少し、その他

事業で1,372千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３四半期連結累計期間の営業利益が、表面処理用

資材事業で48,249千円減少し、その他事業で607千円増加しております。

－ 1 －



〔所在地別セグメント情報〕

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日　至 平成20年12月31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 19,152,439 2,799,079 14,524,331 36,475,850 － 36,475,850

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
4,243,306 141 160,616 4,404,064 (4,404,064) －

計 23,395,746 2,799,220 14,684,948 40,879,915 (4,404,064) 36,475,850

営業利益 2,104,632 23,033 3,022,435 5,150,101 34,222 5,184,323

　（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３四半期連結累計期間の営業利益が、日本で55,497千

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３四半期連結

累計期間の営業利益が、アジア地域で9,657千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３四半期連結累計期間の営業利益が、日本で47,641

千円減少しております。

－ 2 －



〔海外売上高〕

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日　至 平成20年12月31日）

 北米地域 アジア地域 その他地域 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 2,736,628 15,834,222 73,654 18,644,505

Ⅱ　連結売上高（千円） － － － 36,475,850

Ⅲ　連結売上高に占める海外

売上高の割合（％）
7.5 43.4 0.2 51.1

　（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、インド、マレーシア、インドネシア

その他地域：ドイツ

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。

－ 3 －



「参考資料」

前年同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３四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日  至 平成19年12月31日）

 前年同四半期
（平成20年３月期第３四半期）

区分 金額（千円）

Ⅰ　売上高  42,956,789

Ⅱ　売上原価  31,569,078

売上総利益  11,387,711

Ⅲ　販売費及び一般管理費  6,045,228

営業利益  5,342,482

Ⅳ　営業外収益   

１．受取利息 63,374  

２．受取配当金 18,193  

３．その他 135,914 217,483

Ⅴ　営業外費用   

１．支払利息 80,413  

２．為替差損 103,417  

３．その他 80,729 264,559

経常利益  5,295,406

Ⅵ　特別利益  53,365

Ⅶ　特別損失  89,083

税金等調整前四半期純利益  5,259,687

法人税等  1,631,293

少数株主利益  312,856

四半期純利益  3,315,537

   

－ 4 －



(2)（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

　前第３四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日  至 平成19年12月31日）

前年同四半期
（平成20年３月期第３四半期）

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 5,259,687

減価償却費 1,204,135

貸倒引当金の減少額 △19,076

役員賞与引当金の減少額 △41,375

退職給付引当金の減少額 △25,126

役員退職慰労引当金の減少額 △22,758

受取利息及び受取配当金 △81,568

支払利息 80,413

固定資産除売却損益 68,911

売上債権の減少額 1,609,934

たな卸資産の増加額 △979,350

仕入債務の減少額 △1,749,636

その他 △186,813

小計 5,117,378

利息及び配当金の受取額 85,316

利息の支払額 △78,461

法人税等の支払額 △1,904,739

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,219,492

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 △26,414

定期預金の払出による収入 82,304

固定資産の取得による支出 △1,433,124

固定資産の売却による収入 24,666

投資有価証券の取得による支出 △351,082

投資有価証券の売却による収入 253,400

投資有価証券の償還による収入 62,163

貸付けによる支出 △13,070

貸付金の回収による収入 22,364

その他 92

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,378,700

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減 705,178

長期借入れによる収入 358,230

長期借入金の返済による支出 △270,326

自己株式の取得による支出 △1,561

配当金の支払額 △542,034

財務活動によるキャッシュ・フロー 249,486

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 △101,138

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額 1,989,140

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期末残高 8,805,110

－ 5 －



(3)セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

前第３四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日　至 平成19年12月31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 34,987,860 4,304,011 571,327 3,093,590 42,956,789 － 42,956,789

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
368,629 5,730 － 884 375,244 (375,244) －

計 35,356,490 4,309,741 571,327 3,094,474 43,332,033 (375,244) 42,956,789

営業費用 30,675,115 4,224,170 254,870 2,835,393 37,989,550 (375,244) 37,614,306

営業利益 4,681,374 85,571 316,457 259,080 5,342,482 － 5,342,482

　（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〕

前第３四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日　至 平成19年12月31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
25,568,029 2,700,142 14,688,617 42,956,789 － 42,956,789

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
4,827,971 13 172,760 5,000,745 (5,000,745) －

計 30,396,000 2,700,155 14,861,378 47,957,535 (5,000,745) 42,956,789

営業費用 28,016,480 2,639,949 11,916,016 42,572,445 (4,958,139) 37,614,306

営業利益 2,379,520 60,206 2,945,362 5,385,089 (42,606) 5,342,482

　（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

－ 6 －
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