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1.  21年5月期の連結業績（平成20年6月1日～平成21年5月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年5月期 6,832 △32.3 △364 ― △261 ― △1,417 ―

20年5月期 10,099 △0.6 656 △22.2 704 △25.0 295 △27.7

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当た

り当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年5月期 △189.67 ― △20.6 △2.4 △5.3

20年5月期 39.57 ― 3.8 5.7 6.5

（参考） 持分法投資損益 21年5月期  ―百万円 20年5月期  ―百万円

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 9,797 6,211 61.9 812.33
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  6,068百万円 20年5月期  7,722百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

21年5月期 228 △209 714 2,742
20年5月期 509 △427 △354 2,059

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（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 百万円 ％ ％

20年5月期 ― 10.00 ― 10.00 20.00 149 50.5 2.0
21年5月期 ― 10.00 ― 6.00 16.00 119 △8.4 1.7

22年5月期 
（予想）

― 8.00 ― 8.00 16.00 23.0

3.  22年5月期の連結業績予想（平成21年6月1日～平成22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）

 

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

3,300 △26.1 30 △79.5 100 △46.1 350 ― 46.85

通期 7,100 3.9 200 ― 280 ― 520 ― 69.61
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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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注）詳細は、16ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、32ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

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 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  9,359株 20年5月期  8,147株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年5月期の個別業績（平成20年6月1日～平成21年5月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年5月期 5,467 △26.9 △216 ― △14 ― △1,551 ―

20年5月期 7,474 2.3 481 △16.6 628 △13.3 347 △18.4

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年5月期 △207.65 ―

20年5月期 46.52 ―

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 8,278 5,518 66.7 738.70
20年5月期 9,722 7,246 74.5 969.80

（参考） 自己資本 21年5月期  5,518百万円 20年5月期  7,246百万円

2.  22年5月期の個別業績予想（平成21年6月1日～平成22年5月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

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。 
なお、上記業績予想に関する事項は、添付資料の３ページをご参照下さい。 

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 
累計期間

2,800 △20.8 120 1.2 200 △12.1 370 ― 49.53

通期 5,700 4.3 210 ― 310 ― 510 ― 68.27
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(1）経営成績に関する分析 

 当連結会計年度におけるわが国経済は、昨年秋からの米国金融危機に端を発した金融市場の混乱や株式・為替市場

の大幅な変動により未曾有の経済危機を招き、国内外の急速な需要低下による生産調整が拡大するなど企業収益に大

きな影響を及ぼしました。 

 当業界におきましては、経済危機の影響が個人消費に波及し、自動車やデジタル家電機器などの需要が大幅に減少

したことから在庫調整を余儀なくされ、総じて厳しい環境で推移いたしました。 

 このような環境下にあって当社グループは、将来の成長分野を見据えた営業活動を展開し、特に環境にやさしい関

連薬品で新規顧客を獲得するなど売上向上に注力してまいりました。また、経済危機の影響を受け急激に売上が減少

したことから経費削減や生産効率の改善を実施いたしましたが、携帯電話、デジタル家電及び車載関連機器などの関

連部品を中心に生産調整が拡大し、厳しい状況となりました。 

 この結果、当連結会計年度の売上高は68億３千２百万円（前連結会計年度比32.3％減）、営業損失は３億６千４百

万円（同10億２千万円減）、経常損失は２億６千１百万円（同９億６千５百万円減）、当期純損失は14億１千７百万

円（同17億１千２百万円減）となりました。 

 当連結会計年度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＞ 

 当連結会計年度の表面処理薬品事業の売上高は55億２千９百万円（前連結会計年度比25.9％減）、営業利益は４億

３千万円（同65.0％減）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、世界経済危機の影響から個人消費が大幅に落ち込み、携帯電話と薄型テ

レビを中心とした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大きく影響を及ぼし、

厳しい状況となりました。 

 その結果、売上高は29億３千２百万円（同26.0％減）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、携帯電話、デジタル家電や車載関連機器などの需要停滞から多くの顧客各

社が休業体制を取るなど生産調整が著しく影響し大幅な出荷減少となりました。 

 その結果、売上高は23億９千１百万円（同26.1％減）となりました。 

（受託加工等） 

 受託加工等の売上高は２億５百万円（同20.4％減）となりました。 

＜機械装置事業＞ 

 機械装置につきましては、世界同時不況の影響により国内外のプリント配線板業界でも、昨年８月頃から多くの企

業で設備投資が凍結され装置受注が急激に低迷したばかりでなく、生産調整による一時帰休や既設装置の稼働停止、

工場の閉鎖が相次ぎ、部品販売やメンテナンスビジネスも減少となったことから、経費削減や業務の効率化などを進

めてまいりましたが、機械装置販売は大変厳しい状況となりました。 

 その結果、売上高は13億２百万円（前連結会計年度比49.8％減）、営業損失は１億３千８百万円（同１億８千５百

万円減）となりました。  

＜次期の見通し＞ 

 次期の見通しにつきましては、米国金融危機に端を発した世界的な経済危機の影響を受け企業収益の落ち込みなど

による設備投資の抑制や個人消費の低迷などの懸念もあり、景気回復までには至らず先行き不透明な状況が続くもの

と予想されます。 

 このような環境下にあって当社グループは、収益確保を 重要課題とし、生産拠点の集約を主とした構造改革を実

施するとともに国内外のグループ企業の営業体質の強化を目指してまいります。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・改良及び顧客満足度向上に注力し、業務の簡素化、効率化及び透

明性の向上を図りコスト低減の検証を行なうなど業務の改革に尽力してまいります。 

 表面処理薬品につきましては、引続き環境に優しい関連薬品及び半導体関連薬品の新規顧客の獲得に注力いたしま

す。  

 機械装置事業につきましては、機械事業の販売も厳しい環境が続くものと予想されますが、新たなビジネス展開を

図るべく既設装置の性能アップを主とし改良・改善を推し進め競争力の強化に注力してまいります。 

 なお、次期の連結業績の見通しにつきましては、売上高は71億円、営業利益は２億円、経常利益は２億８千万円、

当期純利益は５億２千万円を見込んでおります。 

１．経営成績
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(2）財政状態に関する分析 

 当連結会計年度末における財政状態につきましては、総資産額97億９千７百万円（前連結会計年度末比22億８千４

百万円減）、負債合計35億８千５百万円（同５億６千万円減）、純資産62億１千１百万円（同17億２千４百万円減）

となりました。総資産の減少の主な理由は、受取手形及び売掛金が16億２千４百万円減少したことによるものです。

負債合計の減少の主な理由は、支払手形及び買掛金が11億円減少したことによるものです。純資産の減少の主な理由

は、利益剰余金が15億６千６百万円減少したことによるものです。 

キャッシュ・フローの状況  

 当連結会計年度における連結キャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローの増加、投資活動による

キャッシュ・フローの減少、財務活動によるキャッシュ・フローの増加、現金同等物（以下「資金」という。）に係

る換算差額を加えた全体で６億８千３百万円の増加（前連結会計年度は３億８千６百万円の減少）となり当連結会計

期間末における資金残高は27億４千２百万円（前連結会計年度比33.1%増）となりました。 

 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況と主な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） 

 当連結会計年度における営業活動により増加した資金は２億２千８百万円となりました。これは主に税金等調整前

当期純損失11億２千５百万円、減価償却費４億１百万円、構造改革費６億２千４百万円、売上債権の減少額15億１百

万円による増加、仕入債務の減少額10億９千４百万円、法人税等の支払額１億４千１百万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） 

 当連結会計年度における投資活動により減少した資金は２億９百万円となりました。これは主に有形固定資産取得

による支出１億７千８百万円による減少の結果であります。 

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度における財務活動により増加した資金は７億１千４百万円となりました。これは主に短期借入金の

純増加額７億３千万円、長期借入金の借入３億円による増加と、社債の償還３億円、配当金の支払額１億４千９百万

円による減少の結果であります。 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

（注１）いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

（注２）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

（注３）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

（注４）有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としており

ます。 

  平成19年５月期 平成20年５月期 平成21年５月期 

自己資本比率（％） 61.1  63.9 61.9 

時価ベースの自己資本比率（％） 47.1 30.1 24.5 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） 113.9 129.3 681.6 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 44.2 37.8 21.8 
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(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社の利益配分に関する基本方針につきましては、株主各位に対し安定的な利益還元を継続して行うことを 重要

事項とし、長期的な事業展開を見据え経営基盤の強化と内部留保の充実を勘案し、決定することを基本方針としてお

ります。 

 また、内部留保資金につきましては、企業価値の拡大を継続するため経営体質の強化を目指し、生産力及び品質の

向上に向けた製造設備投資や製品の開発・改良及び技術力の増強のため研究開発活動投資に充当し、今後の事業展開

に備える所存であります。 

 当社の当期の配当につきましては、平成21年１月13日開催の取締役会において、１株当たり中間配当金10円と決議

し実施しており、期末配当金６円とあわせ年間配当金16円とさせて頂く予定であります。 

 なお、次期の配当につきましては、１株当たり中間配当金８円、期末配当金８円とし、年間配当金16円とさせて頂

く予定であります。 

(4）事業等のリスク 

 当社グループにおいて、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがありま

す。なお、当社グループは、各種リスク発生の回避及び発生した場合の的確な体制の確立に努める方針であります。

 また、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものでありま

す。 

① 製造物責任（ＰＬ）について 

当社グループは、厳格な品質管理のもとで製品を製造しておりますが、万が一、欠陥製品が出荷され、大規模な

製品回収が必要な場合、また欠陥製品により顧客に多大な損害が発生し、当社へ損害賠償請求を行った場合に

は、当社グループの財政状態及び経営成績に対し影響を及ぼす可能性があります。 

② 使用原料の市況変動及び法規制等の影響について 

原油価格高騰による価格の値上り分を、当社製品販売価格へ転稼出来ない場合、また使用原料が環境法規制等へ

の対応のために生産中止となり、かつ適正な代替原料が見つからない場合に当社の製品競争力に影響する可能性

があります。よって、これらの要因が発生した場合、当社グループの財政状態及び経営成績に対し影響を及ぼす

可能性があります。 

③ 研究開発について 

当社グループは「新技術開発と環境重視」を経営の基本として、各事業分野において高機能・高付加価値製品を

開発し顧客満足度を高めるよう努力しておりますが、顧客ニーズ・市場動向を的確に把握できず開発に反映でき

なかった場合、当社グループの財政状態及び経営成績に対し影響を及ぼす可能性があります。 

④ ＩＴ関連市場の動向について 

当社グループ製品群及びプリント配線板の製造装置に係る主要な需要先は、半導体・情報通信機器関連業界であ

ります。それらの業界の主力製品である多機能携帯電話、ＤＶＤ、薄型テレビなどのデジタル機器は技術的進歩

が著しく、需要も急速に拡大しておりますが、一方でそれらの消費動向、生産量が低迷した場合には、当社グル

ープの財政状態及び経営成績に対し影響を及ぼす可能性があります。  

⑤ 海外活動に潜在するリスクについて（カントリーリスク） 

当社グループは、中国及び東南アジア地域において営業活動を展開しておりますが、特に海外での営業活動につ

いては、政治的また社会的な混乱などのリスクが存在します。また海外市場における政治・経済要因として、法

規制、租税などの制度変更、テロ、伝染病などのリスクが顕在化した場合、当社グループの財政状態及び経営成

績に対し影響を及ぼす可能性があります。 

⑥ 為替レートの変動による影響について 

当社グループは、中国はじめ東南アジア地域で積極的な海外事業展開を進めており、当社グループの業績は為替

レートの変動による影響を受ける可能性があります。当社グループは、取引毎に為替予約を行うことにより、こ

れらの為替相場の変動リスクを可能な限り軽減し、回避できるよう努めておりますが、そのリスクをすべて排除

することは不可能であります。よって、為替レートの変動要因については当社グループの財政状態及び経営成績

に対し影響を及ぼす可能性があります。 
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  当社グループは、当社及び子会社５社、関連会社１社、その他の関係会社１社で構成されております。 

  表面処理薬品事業としては、自動車、弱電、プリント配線板、電子部品、精密機械等の各業界を主なユーザーとし

たプリント配線板処理薬品、電子部品等めっき薬品の製造販売等を営んでおり、更に需要先のめっき浴の管理分析、

めっき処理工程の技術面のアドバイス等の技術サービスの事業活動を展開しております。 

 生産は当社及び東海メルテックス㈱が行っております。 

 販売はイワキ株式会社の販売網を通じて国内及び海外の販売会社又はユーザーへ販売しております。なお、香港に

おいてはメルテックス香港社が、台湾においては台湾メルテックス社が販売会社としてユーザーへの納入を行ってお

ります。 

 機械装置事業は、主として東京化工機株式会社がプリント配線板業界を主なユーザーとしてアルカリエッチング装

置、デスミア処理装置、基板搬送装置等の機械装置の製造販売等を行っております。 

 事業内容と当社及び関係会社との関係は次のとおりであります。 

 事業の系統図は次のとおりであります。 

※１ 連結子会社 

※２ 非連結子会社で持分法非適用会社 

※３ 関連会社で持分法非適用会社 

※４ その他の関係会社 

  

２．企業集団の状況

事業区分 製品区分 会社 

表面処理薬品事業 プリント配線板処理薬品 当社 

  電子部品等めっき薬品 メルテックス香港社 

  受託加工等 東海メルテックス㈱ 

    台湾メルテックス社 

    イワキ㈱ 

    アイエム保険サービス㈱ 

機械装置事業 プリント配線板等の製造装置・ 当社 

        関連機器及びメンテナンス 東京化工機㈱  

    弘塑電子設備(上海)有限公司 
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(1）会社の経営の基本方針 

 当社グループは、「新技術開発と環境重視」を経営の基本とし、21世紀の業界をリードする研究体制の確立を目指

します。 

 特に、エレクトロニクス産業に重要な電子・半導体部品及びプリント配線板の製造に欠くことのできない高機能・

高付加価値製品を開発し、熟練した技術サービスと併せて顧客満足度を高めます。 

 また社会的責任の履行と環境経営を重視し、①作業環境の改善、②環境負荷の低減、③有害物質の削減、④産業廃

棄物から資源を再利用するプロセスの実用化に取組んでまいります。 

(2）目標とする経営指標 

 当社グループは、自社製品群の開発・改良をより一層推進し高品質・高収益を図るとともに、中期的に資本効率を

より意識した経営指標であるＲＯＥ（自己資本当期純利益率）について更なる向上に努めてまいります。 

(3）中長期的な会社の経営戦略 

 当社は、イワキ株式会社をはじめとするイワキ・グループの一員として、以下の施策を実行しております。 

① 営業手法・営業体制の見直し 

・両社間の役割と連携方法を見直すと同時に情報の共有化を進め、より効率的な営業体制を目指します。 

② ロジスティクス体制の再構築 

・これまで各社単体レベルで個別 適化されていたロジスティクスを両社で見直し、トータルなロジスティクスシ

ステムの構築を目指します。 

・在庫管理の両社間一元化、物流ネットワークの 適化などにより、コスト削減とサービスレベル向上に取り組み

ます。 

・大宮新倉庫が完成し、大宮・熊谷両工場にバーコードシステムを導入しました。これにより、ロジスティクス体

制の再構築を加速いたします。 

③ 生産管理体制の見直し 

・グループ各社が連携し、お客様のニーズと市場動向を的確に捉えることにより、生産計画の精度向上を目指しま

す。 

・品質の向上と製品の安定的供給を目指して、生産管理システムの再構築・導入に取り組みます。 

④ 研究開発能力の強化 

・注力すべき開発領域及び修得すべき技術領域を再定義し、積極的に研究開発人員の質と数を確保することで、開

発活動の効率向上を目指します。 

・開発計画の管理体制を見直し、より定量的な評価を行うことにより、製品化までの開発期間の短縮に努めて参り

ます。 

⑤ 両社リソースの有効活動 

・積極的な教育・研修を行い、両社間の人材交流を促進することにより、プロフェッショナル人材の育成に努めて

参ります。 

(4）会社の対処すべき課題 

 対処すべき課題につきましては、会社の経営の基本方針に従い新技術の開発、顧客満足度向上などを推進すると共

に、法改正や施行に対応した整備・実施に向け、次の課題に取り組んでまいります。 

① 自社製品群の開発・改良及び販売による高収益の実施。 

② 経済情勢に応じた中期経営計画の策定。 

③ 金融商品取引法による財務報告の整備及び実施。 

④ 関連企業と共同作業の充実。 

(5）内部管理体制の整備・運用状況 

 コーポレート・ガバナンスに関する報告書の「内部統制システムに関する基本的な考え及びその整備の状況」に記

載される事項と内容が重複しますので、記載を省略しております。 

(6）その他、会社の経営上重要な事項 

 該当事項はありません。 

  

３．経営方針
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成20年５月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,250,696 2,997,295

受取手形及び売掛金 3,378,802 1,754,746

たな卸資産 780,889 －

商品及び製品 － 328,189

仕掛品 － 3,277

原材料及び貯蔵品 － 172,231

繰延税金資産 116,745 75,466

その他 108,596 224,962

貸倒引当金 △8,058 △2,170

流動資産合計 6,627,671 5,553,998

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 ※2  3,001,349 ※2  2,760,490

減価償却累計額 △1,728,982 △1,827,501

建物及び構築物（純額） 1,272,366 932,988

機械装置及び運搬具 1,629,838 1,602,406

減価償却累計額 △1,075,247 △1,203,820

機械装置及び運搬具（純額） 554,590 398,585

土地 2,248,494 2,045,710

建設仮勘定 2,900 55

その他 955,801 899,581

減価償却累計額 △773,816 △781,374

その他（純額） 181,984 118,207

有形固定資産合計 4,260,336 3,495,547

無形固定資産   

ソフトウエア 85,448 82,812

のれん 70,180 －

その他 10,400 10,089

無形固定資産合計 166,030 92,901

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1  322,688 ※1  156,586

繰延税金資産 334,912 91,676

その他 380,393 484,652

貸倒引当金 △9,944 △77,850

投資その他の資産合計 1,028,049 655,065

固定資産合計 5,454,416 4,243,514

資産合計 12,082,087 9,797,513

メルテックス㈱（4105）　平成21年５月期決算短信

- 6 -



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成20年５月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年５月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 ※4  1,791,766 ※4  690,985

短期借入金 200,000 ※5  930,000

1年内返済予定の長期借入金 78,606 139,996

1年内償還予定の社債 300,000 50,000

未払法人税等 142,464 513

未払消費税等 30,891 2,091

賞与引当金 195,740 73,265

製品保証引当金 20,313 20,893

その他 ※4  356,117 ※4  282,628

流動負債合計 3,115,898 2,190,371

固定負債   

社債 － 200,000

長期借入金 80,012 240,016

繰延税金負債 2,774 －

退職給付引当金 801,550 773,417

役員退職慰労引当金 145,928 160,343

その他 － 21,736

固定負債合計 1,030,265 1,395,513

負債合計 4,146,163 3,585,885

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 6,166,613 4,600,182

自己株式 △6,052 △6,644

株主資本合計 7,750,925 6,183,903

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 20,276 △23,848

為替換算調整勘定 △48,924 △91,442

評価・換算差額等合計 △28,648 △115,290

少数株主持分 213,647 143,015

純資産合計 7,935,924 6,211,628

負債純資産合計 12,082,087 9,797,513
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（２）連結損益計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年６月１日 
 至 平成20年５月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成21年５月31日) 

売上高 10,099,026 6,832,006

売上原価 6,695,566 4,732,614

売上総利益 3,403,460 2,099,392

販売費及び一般管理費   

販売手数料及び技術料 142,240 85,674

運賃保管料 188,405 138,263

報酬・給料及び手当 851,378 864,087

賞与引当金繰入額 86,593 34,728

退職給付費用 85,385 91,273

役員退職慰労引当金繰入額 28,149 30,853

賃借料 121,864 122,303

減価償却費 49,375 45,354

のれん償却額 27,469 7,608

研究開発費 ※1  543,730 ※1  462,956

その他 622,537 580,750

販売費及び一般管理費合計 2,747,129 2,463,853

営業利益又は営業損失（△） 656,330 △364,461

営業外収益   

受取利息 22,012 4,870

受取配当金 3,455 4,447

賃貸料 13,560 13,435

業務受託手数料 18,000 27,000

保険解約返戻金 － 29,351

雇用調整補助金 － 23,591

その他 40,938 37,954

営業外収益合計 97,966 140,650

営業外費用   

支払利息 13,458 10,506

手形売却損 6,096 5,191

為替差損 24,771 －

ファクタリング料 2,642 －

保証料 1,236 389

社債発行費 － 5,420

借入手数料 － 15,000

その他 1,958 1,189

営業外費用合計 50,164 37,697

経常利益又は経常損失（△） 704,133 △261,508
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年６月１日 
 至 平成20年５月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成21年５月31日) 

特別利益   

非連結子会社清算益 12,027 －

投資有価証券売却益 － 21,913

貸倒引当金戻入額 － 5,902

特別利益合計 12,027 27,815

特別損失   

固定資産売却損 － ※2  10,517

固定資産除却損 ※3  9,015 ※3  13,910

投資有価証券売却損 － 20,295

投資有価証券評価損 55,000 39,141

過年度製品保証引当金繰入額 17,797 －

構造改革費 － 689,004

確定拠出年金移行損失 － 50,770

非連結子会社貸倒引当金繰入額 － 68,200

特別損失合計 81,812 891,839

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

634,348 △1,125,532

法人税、住民税及び事業税 264,685 4,932

過年度法人税等 44,705 －

法人税等調整額 26,032 302,350

法人税等合計 335,422 307,283

少数株主利益又は少数株主損失（△） 3,253 △15,810

当期純利益又は当期純損失（△） 295,672 △1,417,005
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年６月１日 
 至 平成20年５月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成21年５月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 933,600 933,600

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 933,600 933,600

資本剰余金   

前期末残高 656,765 656,765

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 656,765 656,765

利益剰余金   

前期末残高 6,020,389 6,166,613

当期変動額   

剰余金の配当 △149,448 △149,424

当期純利益又は当期純損失（△） 295,672 △1,417,005

当期変動額合計 146,224 △1,566,430

当期末残高 6,166,613 4,600,182

自己株式   

前期末残高 △5,369 △6,052

当期変動額   

自己株式の取得 △683 △591

当期変動額合計 △683 △591

当期末残高 △6,052 △6,644

株主資本合計   

前期末残高 7,605,384 7,750,925

当期変動額   

剰余金の配当 △149,448 △149,424

当期純利益又は当期純損失（△） 295,672 △1,417,005

自己株式の取得 △683 △591

当期変動額合計 145,540 △1,567,021

当期末残高 7,750,925 6,183,903
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年６月１日 
 至 平成20年５月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成21年５月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 68,422 20,276

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △48,145 △44,124

当期変動額合計 △48,145 △44,124

当期末残高 20,276 △23,848

為替換算調整勘定   

前期末残高 37,036 △48,924

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △85,961 △42,517

当期変動額合計 △85,961 △42,517

当期末残高 △48,924 △91,442

評価・換算差額等合計   

前期末残高 105,458 △28,648

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △134,107 △86,642

当期変動額合計 △134,107 △86,642

当期末残高 △28,648 △115,290

少数株主持分   

前期末残高 291,610 213,647

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △77,963 △70,632

当期変動額合計 △77,963 △70,632

当期末残高 213,647 143,015

純資産合計   

前期末残高 8,002,454 7,935,924

当期変動額   

剰余金の配当 △149,448 △149,424

当期純利益又は当期純損失（△） 295,672 △1,417,005

自己株式の取得 △683 △591

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △212,070 △157,274

当期変動額合計 △66,529 △1,724,296

当期末残高 7,935,924 6,211,628
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年６月１日 
 至 平成20年５月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成21年５月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純
損失（△）

634,348 △1,125,532

減価償却費 357,810 401,023

構造改革費 － 624,931

のれん償却額 27,469 70,180

固定資産除却損 9,015 13,910

投資有価証券評価損益（△は益） 55,000 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4,548 62,017

賞与引当金の増減額（△は減少） △19,988 △122,475

退職給付引当金の増減額（△は減少） △13,943 △83,263

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △12,590 14,415

為替差損益（△は益） 23,644 11,293

受取利息及び受取配当金 △25,468 △9,317

支払利息 13,458 10,506

売上債権の増減額（△は増加） △229,821 1,501,020

たな卸資産の増減額（△は増加） 101,929 260,157

仕入債務の増減額（△は減少） 117,786 △1,094,409

未払金の増減額（△は減少） △208,733 △3,540

その他 △13,569 △159,436

小計 811,799 371,480

利息及び配当金の受取額 25,450 9,327

利息の支払額 △13,293 △10,437

法人税等の支払額 △272,864 △141,483

過年度法人税等の支払 △41,820 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 509,271 228,886

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の増減額（△は増加） 93,305 △64,468

有形固定資産の取得による支出 △472,272 △178,742

無形固定資産の取得による支出 － △31,043

投資有価証券の売却による収入 － 99,111

貸付けによる支出 △7,000 －

貸付金の回収による収入 33,203 －

投資有価証券の取得による支出 △102,104 △34,291

その他 26,881 △67

投資活動によるキャッシュ・フロー △427,986 △209,503
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年６月１日 
 至 平成20年５月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成21年５月31日) 

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） △50,000 730,000

長期借入れによる収入 － 300,000

長期借入金の返済による支出 △111,956 △78,606

社債の発行による収入 － 250,000

社債の償還による支出 － △300,000

配当金の支払額 △151,020 △149,176

少数株主への配当金の支払額 △40,650 △37,320

その他 △683 △591

財務活動によるキャッシュ・フロー △354,309 714,305

現金及び現金同等物に係る換算差額 △113,926 △50,631

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △386,950 683,057

現金及び現金同等物の期首残高 2,446,565 ※1  2,059,615

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  2,059,615 2,742,672
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 該当事項はありません。 

  

継続企業の前提に関する注記

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目 
前連結会計年度

（自 平成19年６月１日 
至 平成20年５月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年６月１日 
至 平成21年５月31日） 

１．連結の範囲に関する事

項 

連結子会社  ３社 

東海メルテックス株式会社、東京化工機

株式会社、メルテックス香港社 

連結子会社  ３社 

同左 

  非連結子会社 ２社 

台湾メルテックス社、弘塑電子設備（上

海）有限公司 

なお、ＴＣＭマレーシアサービスセンタ

ー社については、清算を終了しておりま

す。  

非連結子会社 ２社 

台湾メルテックス社、弘塑電子設備（上

海）有限公司 

   非連結子会社は、総資産、売上高、当期

純損益（持分相当額）及び利益剰余金（持

分相当額）等が、いずれも連結財務諸表に

重要な影響を及ぼしておりません。 

非連結子会社は、総資産、売上高、当期純

損益（持分相当額）及び利益剰余金（持分

相当額）等が、いずれも連結財務諸表に重

要な影響を及ぼしておりません。 

２．持分法の適用に関する

事項 

 持分法を適用している非連結子会社また

は関連会社はありません。 

  持分法を適用していない非連結子会社台

湾メルテックス社、弘塑電子設備（上海）

有限公司及び関連会社アイエム保険サービ

ス株式会社は、それぞれ当期純損益（持分

相当額）及び利益剰余金（持分相当額）等

からみて、持分法の対象から除いても連結

財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ

全体としても重要性がないため持分法の適

用範囲から除外しております。 

         同左 

３．連結子会社の事業年度

等に関する事項 

 連結子会社のうち東京化工機株式会社の

決算日は４月20日であり、連結財務諸表の

作成に当っては同決算日現在の財務諸表を

使用しております。 

 その他の連結子会社の事業年度は、連結

会計年度と同一であります。 

同左 

４．会計処理基準に関する

事項 

    

(1）重要な資産の評価基

準及び評価方法 

  

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

……連結会計年度末日の市場価格等

に基づく時価法（評価差額は全

部純資産直入法により処理し、

売却原価は総平均法により算定

しております） 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

……同左 

  時価のないもの 

……総平均法による原価法 

時価のないもの 

……同左 

  ②  デリバティブ  

……時価法 

②  デリバティブ  

……同左 
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項目 
前連結会計年度

（自 平成19年６月１日 
至 平成20年５月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年６月１日 
至 平成21年５月31日） 

  ③ たな卸資産 

表面処理薬品 

……主として月別総平均法による原

価法 

③ たな卸資産 

表面処理薬品 

……主として月別総平均法による原

価法（貸借対照表価額は収益性

の低下に基づく簿価の切下げの

方法により算定） 

  機械装置 

……主として個別法による原価法 

機械装置 

……主として個別法による原価法

（貸借対照表価額は収益性の低

下に基づく簿価の切下げの方法

により算定） 

(2）重要な減価償却資産

の減価償却の方法 

① 有形固定資産……定率法 

ただし、一部の国内連結

子会社では平成10年４月

１日以降取得した建物

（建物付属設備を除く）

は定額法 

なお、主な耐用年数は以

下のとおりであります。 

① 有形固定資産……定率法 

ただし、一部の国内連結

子会社では平成10年４月

１日以降取得した建物

（建物付属設備を除く）

は定額法 

なお、主な耐用年数は以

下のとおりであります。

  建物及び構築物 

15年～38年

機械装置及び運搬具 

７年～13年

建物及び構築物 

15年～38年

機械装置及び運搬具 

７年～13年

  (追加情報)  

  当社及び国内連結子会社は、当連結会計

年度より法人税法の改正に伴い、平成19年

３月31日以前に取得した資産については、

改正前の法人税法に基づく減価償却の方法

の適用により取得価額の５％に到達した連

結会計年度の翌連結会計年度より、取得価

額の５％相当額と備忘価額との差額を５年

間にわたり均等償却し、減価償却費に含め

て計上しております。  

  これによる損益への影響は軽微でありま

す。 

  

  ② 無形固定資産……定額法 

なお、ソフトウェア（自

社利用分）については、

社内における利用可能期

間（５年）に基づく定額

法 

② 無形固定資産……同左 

(3）繰延資産の処理方法        ―――――――― 社債発行費 

……支出時に全額費用として処理し

ております。 

(4）重要な引当金の計上

基準 

① 貸倒引当金 

……債権の貸倒れによる損失に備える

ため、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可能

性を勘案し、回収不能見込額を計

上しております。 

① 貸倒引当金 

……同左 
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項目 
前連結会計年度

（自 平成19年６月１日 
至 平成20年５月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年６月１日 
至 平成21年５月31日） 

  ② 賞与引当金 

……従業員に対して支給する賞与の支

出に充てるため、将来の支給見込

額のうち当連結会計年度の負担額

を計上しております。 

② 賞与引当金 

……同左 

  ③ 退職給付引当金 

……従業員の退職給付に備えるため、

当連結会計年度末における退職給

付債務及び年金資産の見込額に基

づき計上しております。 

③ 退職給付引当金 

……従業員の退職給付に備えるため、

当連結会計年度末における退職給

付債務の見込額に基づき計上して

おります。 

  ④ 役員退職慰労引当金 

……役員の退職慰労金の支給に備える

ため、当社及び国内連結子会社は

内規に基づく期末要支給額を計上

しております。 

④ 役員退職慰労引当金 

……同左 

  ⑤ 製品保証引当金 

……一部の国内連結子会社は、製品販

売後の無償修理費用の支出に備え

るため、過去の実績を基礎とした

見積額を計上しております。 

⑤ 製品保証引当金 

……一部の国内連結子会社は、製品販

売後の無償修理費用の支出に備え

るため、過去の実績を基礎とした

見積額を計上しております。 

  (会計方針の変更)  

 国内連結子会社の東京化工機㈱は、製品

の無償保証期間中の修理費用を従来、修理

作業発生時に計上しておりましたが、当連

結会計年度より過去の実績を基礎とした見

積額を製品保証引当金として計上する方法

に変更しております。この変更は、近年、

一部の製品において修理費用が増加した事

例が発生したこと及び過年度の無償修理費

用の実績データが整備されてきたことを契

機として、財務の健全性をより高め、期間

損益計算の適正化をはかるために行ったも

のであります。 

 この変更により、当期首にて変更後の方

法を適用した場合に計上されるべき17,797

千円を特別損失に計上しております。この

結果、従来と同一の方法を採用した場合と

比べ、売上総利益、営業利益及び経常利益

は2,516千円減少し、税金等調整前当期純

利益は20,313千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）重要なリース取引の処

理方法 

 リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・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によっておりま

す。 

―――――――― 
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項目 
前連結会計年度

（自 平成19年６月１日 
至 平成20年５月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年６月１日 
至 平成21年５月31日） 

(6）重要なヘッジ会計の方

法 

① ヘッジ会計の方法 

 ヘッジ会計の要件を満たす為替予約が

付されている外貨建金銭債権債務につい

て振当処理を行っております。 

① ヘッジ会計の方法 

            同左 

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

(1）ヘッジ手段 

……為替予約取引 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

(1）ヘッジ手段 

……同左 

  (2）ヘッジ対象 

……外貨建金銭債権債務 

(2）ヘッジ対象 

……同左 

  ③ ヘッジ方針 

 将来の為替変動による市場変動リスク

をヘッジするため、外貨建の売上・仕入

取引に係わる外貨建債権債務について外

貨建ポジションの範囲内で個別先物為替

予約を行っております。 

③ ヘッジ方針 

       同左 

  ④ ヘッジ有効性評価の方法 

 「金融商品会計に関する実務指針」

（日本公認会計士協会）の規定に基づ

き、有効性の評価を行っております。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

(7）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

  消費税等の会計処理は、税抜方式によっ

ております。 

消費税等の会計処理 

同左 

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては全面時価評価法を採用しております。

同左 

６．のれんの償却に関する事

項 

 のれんの償却については５年間で均等償

却しております。 

同左 

７．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲 

 連結キャッシュ・フロー計算書における

資金（現金及び現金同等物）は、手許現

金、随時引き出し可能な預金及び容易に換

金可能であり、かつ価値の変動について僅

少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月

以内に償還期限の到来する短期投資からな

っております。 

同左 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度 
（自 平成19年６月１日 
至 平成20年５月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年６月１日 
至 平成21年５月31日） 

         ―――――――― 会計処理基準に関する事項の変更 

（1）重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 

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、当連結会計年度より「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。 

  

（2）リース取引に関する会計基準 

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、当連結会計年度より「リー

ス取引に関する会計基準」（企業会計基準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） ）を適用し、通常の

売買取引に係る方法に準じた会計処理によっており

ます。 

 なお、リース取引開始日が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、

引き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。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

  

（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 

 当連結会計年度より、「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。 
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表示方法の変更

前連結会計年度 
（自 平成19年６月１日 
至 平成20年５月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年６月１日 
至 平成21年５月31日） 

         ―――──── 

  

（連結貸借対照表関係）  

 財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令（平成20年８

月７日内閣府令第50号）が適用となることに伴い、前連結会

計年度において、「たな卸資産」として掲記されていたもの

は、当連結会計年度から「商品及び製品」「仕掛品」「原材

料及び貯蔵品」に区分掲記しております。 

 なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれる「商品

及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」それぞれ

437,964千円、92,209千円、250,715千円であります。 

  

         ―――──── 

  

（連結損益計算書関係）  

営業外収益の「保険解約返戻金」は、前連結会計年度は

「その他」に含めて表示しておりましたが、金額的重要性が

増したため区分掲記しております。なお、前連結会計年度の

「その他」に含まれている「保険解約返戻金」は8,932千円

であります。  

  

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

 投資活動によるキャッシュ・フローの「定期預金の純

増減額」及び「投資有価証券の取得による支出」は、前

連結会計年度は「その他」に含めて表示しておりました

が、金額的重要性が増したため区分掲記しております。

 なお、前連結会計年度の「その他」に含まれている

「定期預金の純増減額」は△3,677千円、「投資有価証

券の取得による支出」は△5,854千円であります。  

          ―――──── 
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追加情報

前連結会計年度 
（自 平成19年６月１日 
至 平成20年５月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年６月１日 
至 平成21年５月31日） 

         ―――──── (有形固定資産の耐用年数の変更) 

 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

の変更により当連結会計年度の営業損失、経常損失及び税

金等調整前当期純損失は、それぞれ57,202千円増加してお

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。 

  

(退職給付制度) 

 当社は、退職給付制度として退職一時金制度と適格退職

年 

金制度を設けておりましたが、平成21年２月28日をもって

適格退職年金制度を廃止し、平成21年３月１日より確定拠

出年金制度へ移行しております。当該移行に伴い、「退職

給付制度間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準適

用指針第１号）及び「退職給付制度間の移行等の会計処理

に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第２号）を適用

し、この結果、特別損失に確定拠出年金移行損失50,770千

円を計上しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響はありません。 
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成20年５月31日） 

当連結会計年度 
（平成21年５月31日） 

※１．非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとお

りであります。 

※１．非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとお

りであります。 

投資有価証券（株式） 52,298千円 投資有価証券（株式） 16,131千円 

※２．担保提供資産 

 担保に供している資産 

※２．担保提供資産 

 担保に供している資産 

建物及び構築物 294,859千円 

土地 283,978  

合計 578,838  

建物及び構築物 65,136千円 

土地 236,792  

合計 301,928  

上記に対応する債務 上記に対応する債務 

短期借入金 100,000千円 

１年以内返済予定長期借入金 63,606  

長期借入金 80,012  

支払承諾 200,000  

合計 443,618  

短期借入金 150,000千円 

１年以内返済予定長期借入金 39,996  

長期借入金 40,016  

合計 230,012  

  ３．受取手形割引高 328,087千円   ３．受取手形割引高 28,624千円 

※４．連結会計年度末日満期手形  

   連結会計年度末日満期手形の会計処理については、

手形交換日をもって決済処理をしております。なお、

当連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、

次の連結会計年度末日満期手形が連結会計年度末残高

に含まれております。 

※４．連結会計年度末日満期手形  

   連結会計年度末日満期手形の会計処理については、

手形交換日をもって決済処理をしております。なお、

当連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、

次の連結会計年度末日満期手形が連結会計年度末残高

に含まれております。 

支払手形 41,044千円 

設備関係支払手形  20,622  

支払手形 10,742千円 

設備関係支払手形  546  

  ※５．当座借越契約 

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため三菱東京

UFJ銀行と当座借越契約を締結しております。当連結

会計年度末における当座借越契約に係る借入金実行残

高は次のとおりであります。 

上記の「当座借越契約」について、以下の財務制限条

項が付されております。 

①  平成21年５月期決算以降の決算（年度決算および第２

四半期決算とする。）において、連結貸借対照表の純

資産の部の合計金額が、直前決算期末における連結貸

借対照表の純資産の部の合計金額又は平成21年５月期

第２四半期末の連結貸借対照表における純資産の部の

合計金額のいずれか大きい方の金額の75％以上を維持

すること。 

②  平成21年５月期決算以降の決算（年度決算および第２

四半期決算とする。）において、２期連続して連結損

益計算書の営業損益又は経常損益のいずれか一方を赤

字としないこと（営業損益及び経常損益ともに赤字に

なる場合を含む。）。 

  

総額 600,000 千円

借入金実行残高 600,000 千円
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成19年６月１日 
至 平成20年５月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年６月１日 
至 平成21年５月31日） 

※１．一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

の総額は543,730千円であります。 

 なお、内訳は次のとおりであります。  

※１．一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

の総額は462,956千円であります。 

 なお、内訳は次のとおりであります。 

  

一般管理費 543,730千円

  

一般管理費 462,956千円 

※２．       ―――――――― ※２．固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。 

  

  

機械装置 10,517千円 

※３．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※３．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

  

建物及び構築物 118千円 

機械装置及び運搬具 4,573  

その他 1,821  

撤去費用 2,503  

計 9,015  

建物及び構築物 13千円 

機械装置及び運搬具 7,360  

その他 3,898  

撤去費用 2,637  

計 13,910  

  

  

※４．構造改革費 

 昨年秋からの米国金融危機に端を発した世界的景気

後退により生産調整が拡大し、かつてない厳しい状況

が継続しており、今後も売上回復が見込めない事が予

想されるため、当社グループは抜本的な構造改革が不

可欠であると判断し構造改革費用を特別損失に計上い

たしました。 

 構造改革費の主な内訳は次のとおりです。 

  

場所 種類 減損損失 

 メルテックス㈱大

宮工場(埼玉県さい

たま市) 

土地、建物、機
械装置、その他 千円194,895

メルテックス㈱熊谷

工場(埼玉県熊谷市) 

建物、機械装
置、その他 千円2,737

メルテックス㈱福利

厚生施設(新潟県湯

沢市) 

土地  千円2,907

東京化工機㈱本社及

び工場（東京都江戸

川区） 

建物、その他 千円59,743

東京化工機㈱上野原

工場（山梨県） 

土地、建物、機
械装置 千円221,074

東京化工機㈱旧長野

工場（長野県） 
土地、建物 千円3,455

のれん  千円62,571
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 当社グループは、管理会計上の区分をキャッシュ・

フローを生み出す 小単位として捉え、その単位を基

礎にグルーピングを行っております。 

 当連結会計年度において当社及び連結子会社は生産

コスト削減を目的とした生産拠点を集約することによ

る構造改革費を計上いたしました。 

 大宮工場につきましては、熊谷工場へ生産拠点を集

約することによる売却予定の一部土地、一部倉庫及び

製造設備について194,895千円の減損損失を構造改革

費として特別損失に計上しました。 

 また、退職割増金、一部倉庫の解体費用、製造設備

の移設費用121,900千円を構造改革費として特別損失

に計上しました。 

 熊谷工場につきましても集約により2,737千円の減

損損失、1,740千円の構造改革費を構造改革費として

特別損失に計上しました。 

 福利厚生施設の土地につきましては時価が著しく下

落し回復する見込みがないため2,907千円の減損損失

を構造改革費用として特別損失に計上しました。 

 東京化工機㈱につきましても拠点を長野工場へ集約

することによる、本社の売却予定の土地、建物など

59,743千円の減損損失を特別損失として計上しまし

た。上野原工場についても売却予定の土地、建物、製

造設備なので221,074千円の減損損失、一部長野工場

の売却予定の土地、他建物での3,455千円の減損損失

を構造改革費として特別損失に計上しています。 

 また集約により退職割増金、転職奨励金などの

17,977千円を構造改革費として特別損失に計上してお

ります。 

 なお当該資産の回収可能価額は、正味売却価額によ

り測定しております。 

 のれんについては、株式取得の際に検討した事業計

画において想定していた利益計画の見直しを行った結

果、62,571千円の減損損失を構造改革費として特別損

失に計上しています。 

  

場所 種類 構造改革費 

 メルテックス㈱大

宮工場(埼玉県さい

たま市) 

退職割増金、建
物解体、設備移
転及び移設費
用、その他 

千円121,900

メルテックス㈱熊谷

工場(埼玉県熊谷市) 

建物、機械装

置、その他 
千円1,740

東京化工機㈱本社及

び工場（東京都江戸

川区） 

退職割増金、転

職奨励金、その

他 構造改革費 

千円17,977
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 前連結会計年度（自 平成19年６月１日 至 平成20年５月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

２．自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（変動事由の概要） 

増加は単元未満株式の買取によるものです。 

３．配当に関する事項 

 (1)配当金支払額 

 (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

（連結株主資本等変動計算書関係）

株式の種類 
前連結会計年度末 

株式数 
（株） 

当連結会計年度
増加株式数 
（株） 

当連結会計年度
減少株式数 
（株） 

当連結会計年度末
株式数 
（株） 

普通株式   7,480,000  －  －  7,480,000

株式の種類 
前連結会計年度末 

株式数 
（株） 

当連結会計年度
増加株式数 
（株） 

当連結会計年度
減少株式数 
（株） 

当連結会計年度末
株式数 
（株） 

普通株式   7,147  1,000  －  8,147

決議 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり配当額
（円） 

基準日 効力発生日

平成19年８月30日 

定時株主総会 
普通株式  74,728  10.00 平成19年５月31日 平成19年８月31日 

平成20年１月25日 

取締役会 
普通株式  74,719  10.00 平成19年11月30日  平成20年２月18日 

決議 株式の種類 配当の原資 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成20年８月28日 

定時株主総会 
普通株式 利益剰余金  74,718  10.00 平成20年５月31日 平成20年８月29日 
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 当連結会計年度（自 平成20年６月１日 至 平成21年５月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

２．自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（変動事由の概要） 

増加は単元未満株式の買取によるものです。 

３．配当に関する事項 

 (1)配当金支払額 

 (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

  

  

株式の種類 
前連結会計年度末 

株式数 
（株） 

当連結会計年度
増加株式数 
（株） 

当連結会計年度
減少株式数 
（株） 

当連結会計年度末
株式数 
（株） 

普通株式   7,480,000  －  －  7,480,000

株式の種類 
前連結会計年度末 

株式数 
（株） 

当連結会計年度
増加株式数 
（株） 

当連結会計年度
減少株式数 
（株） 

当連結会計年度末
株式数 
（株） 

普通株式   8,147  1,212  －  9,359

決議 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり配当額
（円） 

基準日 効力発生日

平成20年８月28日 

定時株主総会 
普通株式  74,718  10.00 平成20年５月31日 平成20年８月29日 

平成21年１月13日 

取締役会 
普通株式  74,706  10.00 平成20年11月30日  平成21年２月16日 

決議 株式の種類 配当の原資 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり
配当額（円） 

基準日 効力発生日

平成21年８月28日 

定時株主総会 
普通株式 利益剰余金  44,823  6.00 平成21年５月31日 平成21年８月31日 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成19年６月１日 
至 平成20年５月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年６月１日 
至 平成21年５月31日） 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

（平成20年５月31日現在） （平成21年５月31日現在）

現金及び預金勘定 2,250,696千円 

預入期間が３か月を超える定期預金 △191,080  

現金及び現金同等物 2,059,615  

現金及び預金勘定 2,997,295千円 

預入期間が３か月を超える定期預金 △254,622  

現金及び現金同等物 2,742,672  
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（税効果会計関係）

前連結会計年度 
（平成20年５月31日） 

当連結会計年度 
（平成21年５月31日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

繰延税金資産     

税務上の繰越欠損金 80,141千円 

賞与引当金否認額 79,281  

未払事業税 13,594  

退職給付引当金超過額 308,737  

役員退職慰労引当金否認額 54,098  

関係会社株式評価損  11,195  

たな卸資産評価損 66,975  

貸倒引当金超過額  43,786  

未実現利益調整額 18,714  

その他 67,717  

繰延税金資産小計 744,244  

評価性引当額 △258,425  

繰延税金資産計 485,818  

繰延税金負債     

特別償却準備金 △226  

その他有価証券評価差額金 △22,686  

その他 △14,023  

繰延税金負債計 △36,935  

繰延税金資産の純額 448,883  

繰延税金資産     

税務上の繰越欠損金 281,168千円 

賞与引当金否認額 29,700  

未払事業税 2,013  

退職給付引当金超過額 273,823  

役員退職慰労引当金否認額 64,940  

関係会社株式評価損  54,598  

たな卸資産評価損 63,933  

貸倒引当金超過額  51,424  

構造改革費  167,211  

減価償却超過額（減損損失）  123,625  

その他 112,485  

繰延税金資産小計 1,224,926  

評価性引当額 △1,046,932  

繰延税金資産計 177,994  

繰延税金負債     

その他有価証券評価差額金 △2,075  

その他 △8,672  

繰延税金負債計 △10,851  

繰延税金資産の純額 167,142  

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳 

  

法定実効税率 40.4％ 

（調 整）     

  交際費等永久に損金に算入されない項

目 

1.1  

住民税均等割等 1.5  

研究費等の法人税額特別控除 △5.4  

海外連結子会社からの受取配当金  5.3  

のれん償却額  1.8  

過年度法人税、住民税及び事業税  7.1  

その他 1.0  

税効果会計適用後の法人税等の負担率 52.8  

 税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載

しておりません。 
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前連結会計年度（自平成19年６月１日 至平成20年５月31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619,975千円であり、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。 

４. 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は1,183,436千円であり、その主なものは当社で

の余資運用資金(現金預金及び有価証券)、長期投資資金(投資有価証券等)及び管理部門に係る資産等であり

ます。 

５. 減価償却費及び資本的支出には長期前払費用と同費用に係る償却額が含まれております。 

６．追加情報 

（当連結会計年度） 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当社及び国内連結子会社は、当連結

会計年度より法人税法の改正に伴い、平成19年３月31日以前に取得した資産については、改正前の法人税法

に基づく減価償却の方法の適用により取得価額の５％に到達した連結会計年度の翌連結会計年度より、取得

価額の５％相当額と備忘価額との差額を５年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上しておりま

す。これによる各事業の営業費用に与える影響は軽微であります。  

７．会計方針の変更 

（当連結会計年度） 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、国内連結子会社の東京化工機㈱は、

当連結会計年度より過去の実績を基礎とした見積額を製品保証引当金として計上する方法に変更しておりま

す。この変更に伴い、従来と同一の方法を採用した場合と比べ、機械装置事業の営業費用は2,516千円増加

し、営業利益は同額減少しております。 

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

  
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） 

Ⅰ 売上高及び営業損益           

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  7,458,111  2,640,914  10,099,026  －  10,099,026

(2）セグメント間の内部売上高又は振替高  －  －  －  －  －

計  7,458,111  2,640,914  10,099,026  －  10,099,026

営業費用  6,229,172  2,593,547  8,822,720  619,975  9,442,695

営業利益  1,228,938  47,367  1,276,306  (619,975)  656,330

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的支出           

資産   8,918,534  1,980,116  10,898,650  1,183,436  12,082,087

減価償却費   310,631  24,941  335,573  22,236  357,810

資本的支出   452,473  27,976  480,450  16,633  497,084
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当連結会計年度（自平成20年６月１日 至平成21年５月31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634,592千円であり、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。 

４. 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は674,778千円であり、その主なものは当社での

余資運用資金(現金預金及び有価証券)、長期投資資金(投資有価証券等)及び管理部門に係る資産等でありま

す。 

５. 減価償却費及び資本的支出には長期前払費用と同費用に係る償却額が含まれております。 

６．会計処理の方法の変更 

  （棚卸資産の評価に関する基準） 

   「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、当連結会計年度より「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。 

７．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。この変更により当連結会計年度の表面処理薬品事業の

営業利益は57,202千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。 

  

前連結会計年度（自平成19年６月１日 至平成20年５月31日）及び当連結会計年度（自平成20年６月１日 至

平成21年５月31日） 

本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高及び全セグメントの資産の金額の合計高に占める割合

がいずれも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。 

  
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） 

Ⅰ 売上高及び営業損益           

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  5,529,477  1,302,529  6,832,006  －  6,832,006

(2）セグメント間の内部売上高又は振替高  －  22,163  22,163  (22,163)  －

計  5,529,477  1,324,693  6,854,170  (22,163)  6,832,006

営業費用  5,099,171  1,462,704  6,561,876  634,592  7,196,468

営業利益  430,305  △138,011  292,293  (656,755)  △364,461

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的支出           

資産   7,540,615  1,582,120  9,122,735  674,778  9,797,513

減価償却費   342,126  42,314  384,441  16,582  401,023

資本的支出   98,870  47,391  146,261  △8,917  137,343

ｂ．所在地別セグメント情報
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近２連結会計年度の海外売上高は次のとおりであります。 

 （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。 

 （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。 

ｃ．海外売上高

    アジア 計 

前連結会計年度 
（自 平成19年６月１日 
至 平成20年５月31日） 

Ⅰ 海外売上高（千円）  2,190,793  2,190,793

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  10,099,026

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 21.7  21.7

    アジア 計 

当連結会計年度 
（自 平成20年６月１日 
至 平成21年５月31日） 

Ⅰ 海外売上高（千円）  1,117,216  1,117,216

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  6,832,006

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 16.4  16.4
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 （注） １株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

 該当事項はありません。 

リース取引関係、有価証券関係、デリバティブ取引関係、退職給付関係、ストック・オプション等関係、関連当事

者関係、企業結合等関係に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられる

ため開示を省略しております。 

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成19年６月１日 
至 平成20年５月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年６月１日 
至 平成21年５月31日） 

１株当たり純資産額     円 銭1,033 52

１株当たり当期純利益 円 銭39 57

１株当たり純資産額 円 銭812 33

１株当たり当期純損失 円 銭△189 67

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に 

ついては、１株当たり当期純損失であり、また、潜在 

株式が存在しないため記載しておりません。 

  
前連結会計年度

（自 平成19年６月１日 
至 平成20年５月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年６月１日 
至 平成21年５月31日） 

当期純利益又は当期純損失（△）（千円）  295,672  △1,417,005

普通株主に帰属しない金額（千円） ―  ― 

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失

（△）（千円） 
 295,672  △1,417,005

期中平均株式数（千株）  7,472  7,470

（重要な後発事象）

（開示の省略）
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年５月31日) 

当事業年度 
(平成21年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,369,233 1,704,072

受取手形 11,065 6,210

売掛金 ※1  2,586,717 ※1  1,439,007

商品 183,849 －

製品 99,889 －

原材料 120,325 －

商品及び製品 － 205,236

仕掛品 1,542 1,668

貯蔵品 47,349 －

原材料及び貯蔵品 － 107,948

前払費用 31,215 23,731

繰延税金資産 90,493 75,263

関係会社短期貸付金 － 600,000

未収入金 53,400 67,238

未収還付法人税等 － 80,931

その他 7,860 4,363

流動資産合計 4,602,942 4,315,673

固定資産   

有形固定資産   

建物 1,874,207 1,851,542

減価償却累計額 △1,009,166 △1,080,934

建物（純額） 865,041 770,608

構築物 198,626 198,137

減価償却累計額 △155,631 △163,528

構築物（純額） 42,994 34,608

機械及び装置 1,272,003 1,246,728

減価償却累計額 △841,140 △926,022

機械及び装置（純額） 430,863 320,705

車両運搬具 51,023 48,692

減価償却累計額 △43,113 △44,517

車両運搬具（純額） 7,909 4,174

工具、器具及び備品 846,110 799,738

減価償却累計額 △678,750 △690,887

工具、器具及び備品（純額） 167,360 108,851

土地 1,928,946 1,777,029

建設仮勘定 2,900 －

有形固定資産合計 3,446,016 3,015,978
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年５月31日) 

当事業年度 
(平成21年５月31日) 

無形固定資産   

ソフトウエア 76,866 73,538

電話加入権 8,438 8,438

その他 333 236

無形固定資産合計 85,637 82,213

投資その他の資産   

投資有価証券 184,451 77,818

関係会社株式 440,293 182,116

出資金 450 450

関係会社長期貸付金 300,000 800,000

長期前払費用 1,380 572

繰延税金資産 338,271 85,674

差入保証金 54,620 54,122

保険積立金 267,179 260,795

その他 1,611 1,611

貸倒引当金 － △598,100

投資その他の資産合計 1,588,257 865,061

固定資産合計 5,119,912 3,963,252

資産合計 9,722,854 8,278,925

負債の部   

流動負債   

支払手形 ※2  244,023 ※2  84,418

買掛金 881,087 435,225

短期借入金 － ※3  600,000

1年内返済予定の長期借入金 － 100,000

1年内償還予定の社債 － 50,000

未払金 119,762 154,590

未払費用 42,499 40,015

未払法人税等 105,481 －

未払消費税等 27,228 －

預り金 8,517 7,971

賞与引当金 165,000 58,000

設備関係支払手形 ※2  66,067 ※2  23,736

その他 865 865

流動負債合計 1,660,533 1,554,821

固定負債   

社債 － 200,000

長期借入金 － 200,000

退職給付引当金 687,611 645,547

役員退職慰労引当金 128,540 138,270
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年５月31日) 

当事業年度 
(平成21年５月31日) 

その他 － 21,736

固定負債合計 816,151 1,205,554

負債合計 2,476,684 2,760,375

純資産の部   

株主資本   

資本金 933,600 933,600

資本剰余金   

資本準備金 656,765 656,765

資本剰余金合計 656,765 656,765

利益剰余金   

利益準備金 227,800 227,800

その他利益剰余金   

特別償却準備金 333 －

別途積立金 4,800,000 5,000,000

繰越利益剰余金 604,349 △1,296,033

利益剰余金合計 5,632,483 3,931,766

自己株式 △6,052 △6,644

株主資本合計 7,216,795 5,515,487

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 29,374 3,062

評価・換算差額等合計 29,374 3,062

純資産合計 7,246,170 5,518,549

負債純資産合計 9,722,854 8,278,925
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年６月１日 
 至 平成20年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成21年５月31日) 

売上高   

製品売上高 ※4  2,682,867 ※4  1,990,699

商品売上高 ※4  4,791,789 ※4  3,476,669

売上高合計 7,474,656 5,467,369

売上原価   

製品売上原価   

製品期首たな卸高 89,019 99,889

当期製品製造原価 1,736,207 1,382,023

合計 1,825,226 1,481,912

製品期末たな卸高 99,889 91,550

製品売上原価 ※4  1,725,337 ※4  1,390,362

商品売上原価   

商品期首たな卸高 194,790 183,849

当期商品仕入高 3,040,686 2,178,997

合計 3,235,477 2,362,847

商品期末たな卸高 183,849 113,686

商品売上原価 ※4  3,051,628 ※4  2,249,160

売上原価合計 4,776,965 3,639,523

売上総利益 2,697,690 1,827,845

販売費及び一般管理費   

販売手数料 71,254 45,950

運賃保管料 188,330 136,852

支払技術料 56,255 39,723

広告宣伝費 22,567 26,051

消耗品費 35,047 34,514

役員報酬 94,240 104,301

給料及び手当 521,796 551,395

賞与引当金繰入額 82,175 31,417

退職給付費用 75,257 84,298

役員退職慰労引当金繰入額 23,500 25,600

福利厚生費 103,040 98,801

賃借料 75,932 71,647

旅費及び交通費 124,764 114,611

通信費 20,010 18,893

交際費 18,407 10,795

減価償却費 45,398 42,952

雑費 179,159 180,803

研究開発費 ※1  479,166 ※1  425,951

販売費及び一般管理費 2,216,304 2,044,563

営業利益又は営業損失（△） 481,385 △216,717
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年６月１日 
 至 平成20年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成21年５月31日) 

営業外収益   

受取利息 10,103 8,293

受取配当金 ※4  100,326 ※4  118,632

賃貸料 13,560 13,435

販売支援料 ※4  13,121 ※4  12,014

業務受託手数料 － ※4  27,000

保険解約返戻金 － 29,351

その他 47,375 23,210

営業外収益合計 184,487 231,936

営業外費用   

支払利息 － 1,140

社債利息 － 488

社債発行費 － 5,420

借入手数料 － 15,000

為替差損 37,411 7,498

その他 － 63

営業外費用合計 37,411 29,610

経常利益又は経常損失（△） 628,461 △14,391

特別利益   

投資有価証券売却益 － 21,913

特別利益合計 － 21,913

特別損失   

固定資産売却損 － ※2  10,517

固定資産除却損 ※3  6,392 ※3  9,363

投資有価証券売却損 － 20,295

関係会社株式評価損 － 255,874

貸倒引当金繰入額 － 598,100

構造改革費 － 324,181

確定拠出年金移行損失 － 50,770

特別損失合計 6,392 1,269,103

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 622,068 △1,261,581

法人税、住民税及び事業税 213,550 4,049

過年度法人税等 44,705 －

法人税等調整額 16,179 285,661

法人税等合計 274,435 289,710

当期純利益又は当期純損失（△） 347,633 △1,551,292
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脚注 

製造原価報告書

    
前事業年度

（自 平成19年６月１日 
至 平成20年５月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年６月１日 
至 平成21年５月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

Ⅰ 原材料費      826,918  47.6    595,873  43.1

Ⅱ 労務費 ※１    494,372  28.5    387,447  28.0

Ⅲ 経費               

１．外注加工費    13,327      11,016     

２．減価償却費    179,829      206,904     

３．その他 ※２  221,096  414,252  23.9  180,907  398,828  28.9

当期総製造費用      1,735,543  100.0    1,382,149  100.0

期首仕掛品たな卸高      2,206      1,542   

合計      1,737,750      1,383,692   

期末仕掛品たな卸高      1,542      1,668   

当期製品製造原価      1,736,207      1,382,023   

                

前事業年度 
（自 平成19年６月１日 

  至 平成20年５月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年６月１日 

  至 平成21年５月31日） 

※１．労務費には以下のものが含まれております。 ※１．労務費には以下のものが含まれております。 

賞与引当金繰入額 46,677千円 

退職給付費用 52,114  

賞与引当金繰入額 15,617千円 

退職給付費用 35,351  

※２．このうち、賃借料8,148千円が含まれております。 ※２．このうち、賃借料8,584千円が含まれております。 

３．原価計算方法 

組別総合原価計算（一部予定原価による）を採用し

ており、原価差額については、僅少である場合を除

き売上原価及びたな卸資産に配賦しております。 

３．原価計算方法 

同左 
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年６月１日 
 至 平成20年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成21年５月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 933,600 933,600

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 933,600 933,600

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 656,765 656,765

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 656,765 656,765

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 227,800 227,800

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 227,800 227,800

その他利益剰余金   

特別償却準備金   

前期末残高 955 333

当期変動額   

特別償却準備金の取崩 △622 △333

当期変動額合計 △622 △333

当期末残高 333 －

別途積立金   

前期末残高 4,530,000 4,800,000

当期変動額   

別途積立金の積立 270,000 200,000

当期変動額合計 270,000 200,000

当期末残高 4,800,000 5,000,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 675,542 604,349

当期変動額   

剰余金の配当 △149,448 △149,424

特別償却準備金の取崩 622 333

別途積立金の積立 △270,000 △200,000

当期純利益又は当期純損失（△） 347,633 △1,551,292

当期変動額合計 △71,192 △1,900,383

当期末残高 604,349 △1,296,033
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年６月１日 
 至 平成20年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成21年５月31日) 

利益剰余金合計   

前期末残高 5,434,298 5,632,483

当期変動額   

剰余金の配当 △149,448 △149,424

特別償却準備金の取崩 － －

別途積立金の積立 － －

当期純利益又は当期純損失（△） 347,633 △1,551,292

当期変動額合計 198,185 △1,700,717

当期末残高 5,632,483 3,931,766

自己株式   

前期末残高 △5,369 △6,052

当期変動額   

自己株式の取得 △683 △591

当期変動額合計 △683 △591

当期末残高 △6,052 △6,644

株主資本合計   

前期末残高 7,019,293 7,216,795

当期変動額   

剰余金の配当 △149,448 △149,424

当期純利益又は当期純損失（△） 347,633 △1,551,292

自己株式の取得 △683 △591

当期変動額合計 197,501 △1,701,308

当期末残高 7,216,795 5,515,487

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 65,716 29,374

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △36,342 △26,311

当期変動額合計 △36,342 △26,311

当期末残高 29,374 3,062

純資産合計   

前期末残高 7,085,010 7,246,170

当期変動額   

剰余金の配当 △149,448 △149,424

当期純利益又は当期純損失（△） 347,633 △1,551,292

自己株式の取得 △683 △591

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △36,342 △26,311

当期変動額合計 161,159 △1,727,620

当期末残高 7,246,170 5,518,549

メルテックス㈱（4105）　平成21年５月期決算短信

- 38 -



 該当事項はありません。 

継続企業の前提に関する注記

重要な会計方針

項目 
前事業年度

（自 平成19年６月１日 
至 平成20年５月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年６月１日 
至 平成21年５月31日） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

（1）子会社株式及び関連会社株式 

…総平均法による原価法 

（1）子会社株式及び関連会社株式 

…同左 

  （2）その他有価証券 

時価のあるもの…期末日の市場価格等に

基づく時価法（評価差

額は全部純資産直入法

により処理し、売却原

価は総平均法により算

定しております）  

（2）その他有価証券 

時価のあるもの…同左 

  時価のないもの…総平均法による原価法 時価のないもの…同左 

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

月別総平均法による原価法 主として月別総平均法による原価法（貸借

対照表価額は収益性の低下に基づく簿価の

切下げの方法により算定） 

３．固定資産の減価償却の方

法 

（1）有形固定資産………定率法 

なお、主な耐用年数は

以下のとおりでありま

す。 

建  物 

15年～38年

機械装置 

７年～13年

（1）有形固定資産………定率法 

なお、主な耐用年数は

以下のとおりでありま

す。 

建  物 

15年～38年

機械装置 

７年～13年

  (追加情報)  

  法人税法の改正に伴い、平成19年３月31

日以前に取得した資産については、改正前

の法人税法に基づく減価償却の方法の適用

により取得価額の５％に到達した事業年度

の翌事業年度より、取得価額の５％相当額

と備忘価額との差額を５年間にわたり均等

償却し、減価償却費に含めて計上しており

ます。  

  これによる損益への影響は軽微でありま

す。 

  

  （2）無形固定資産………定額法 

なお、ソフトウェア

（自社利用分）につい

ては、社内における利

用可能期間（５年）に

基づく定額法 

（2）無形固定資産………同左 

  （3）長期前払費用………定額法 （3）長期前払費用………同左 

４．繰延資産の処理方法            ――――――――  社債発行費 

 ……支出時に全額費用として処理し

ております。 
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項目 
前事業年度

（自 平成19年６月１日 
至 平成20年５月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年６月１日 
至 平成21年５月31日） 

４．引当金の計上基準     

  （1）貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率により算定

しております。 

 なお、当期については貸倒実績率がない

ため貸倒引当金を計上しておりません。 

（1）貸倒引当金 

同左 

  （2）賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与の支出に充

てるため、将来の支給見込額のうち当期の

負担額を計上しております。 

（2）賞与引当金 

同左 

  （3）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当事業

年度末における退職給付債務及び年金資産

の見込額に基づき計上しております。 

（3）退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当事業年

度末における退職給付債務の見込額に基づ

き計上しております。 

  （4）役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支給に備えるため、

内規に基づく期末要支給額を計上しており

ます。 

（4）役員退職慰労引当金 

同左 

５．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・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によっておりま

す。 

      ――――――――

６．ヘッジ会計の方法 ① ヘッジ会計の方法 

 ヘッジ会計の要件を満たす為替予約が

付されている外貨建金銭債権債務につい

て、振当処理を行っております。 

① ヘッジ会計の方法 

同左 

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

(1）ヘッジ手段 

為替予約取引 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

(1）ヘッジ手段 

同左 

  (2）ヘッジ対象 

外貨建金銭債権債務 

(2）ヘッジ対象 

同左 

  ③ ヘッジ方針 

 将来の為替変動による市場変動リスク

をヘッジするため、外貨建の売上・仕入

取引に係わる外貨建債権債務について外

貨建ポジションの範囲内で個別先物為替

予約を行なっております。 

③ ヘッジ方針 

同左 

  ④ ヘッジ有効性評価の方法 

 「金融商品会計に関する実務指針」

（日本公認会計士協会）の規定に基づ

き、有効性の評価を行っております。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

７．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理は、税抜方式によっ

ております。 

消費税等の会計処理 

同左 
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会計処理の変更

前事業年度 
（自 平成19年６月１日 
至 平成20年５月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年６月１日 
至 平成21年５月31日） 

         ―――──── （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 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、当連結会計年度より「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。 

  

          ―――──── （リース取引に関する会計基準） 

 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、当事業年度より「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））を適用し、通常

の売買取引に準じた会計処理によっております。 

 なお、リース取引開始日が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、引き続き通常

の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

す。 

 これに伴う損益に与える影響はありません。 

表示方法の変更

前事業年度
（自 平成19年６月１日 
至 平成20年５月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年６月１日 
至 平成21年５月31日） 

         ―――──── 

  

（損益計算書関係）  

営業外収益の「業務受託手数料」及び「保険解約返戻金」

は、前事業年度は「その他」に含めて表示しておりました

が、金額的重要性が増したため区分掲記しております。な

お、前事業年度の「その他」に含まれている「業務受託手数

料」「保険解約返戻金」はそれぞれ18,000千円、7,294千円で

あります。  
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追加情報

前事業年度 
（自 平成19年６月１日 
至 平成20年５月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年６月１日 
至 平成21年５月31日） 

         ―――──── (有形固定資産の耐用年数の変更) 

 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

の変更により当事業年度の営業損失、経常損失及び税引前

当期純損失は、それぞれ47,736千円増加しております。 

   

(退職給付制度) 

 当社は、退職給付制度として退職一時金制度と適格退職

年金制度を設けておりましたが、平成21年２月28日をもっ

て適格退職年金制度を廃止し、平成21年３月１日より確定

拠出年金制度へ移行しております。当該移行に伴い、「退

職給付制度間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準

適用指針第１号）及び「退職給付制度間の移行等の会計処

理に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第２号）を適

用し、この結果、特別損失に確定拠出年金移行損失50,770

千円を計上しております。 
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度 
（平成20年５月31日） 

当事業年度 
（平成21年５月31日） 

※１．関係会社に対する主なものが次のとおり含まれてお

ります。 

※１．関係会社に対する主なものが次のとおり含まれてお

ります。 

流動資産 売掛金 2,507,754千円

流動負債 買掛金 105,568千円

流動資産 売掛金 1,366,796千円

流動負債 買掛金 55,732千円

※２．期末日満期手形 

 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日

をもって決済処理しております。なお、当期末日が金

融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が期

末残高に含まれております。 

※２．期末日満期手形 

 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日

をもって決済処理しております。なお、当期末日が金

融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が期

末残高に含まれております。 

支払手形 39,495千円 

設備関係支払手形 20,622千円 

支払手形 10,742千円 

設備関係支払手形 546千円 

          ―――──── ※３．当座借越契約 

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため三菱東京

UFJ銀行と当座借越契約を締結しております。当事業

年度末における当座借越契約に係る借入金実行残高は

次のとおりであります。 

上記の「当座借越契約」について、以下の財務制限条

項が付されております。 

①  平成21年５月期決算以降の決算（年度決算および第２

四半期決算とする。）において、貸借対照表の純資産

の部の合計金額が、直前決算期末における貸借対照表

の純資産の部の合計金額又は平成21年５月期第２四半

期末の貸借対照表における純資産の部の合計金額のい

ずれか大きい方の金額の75％以上を維持すること。 

②  平成21年５月期決算以降の決算（年度決算および第２

四半期決算とする。）において、２期連続して損益計

算書の営業損益又は経常損益のいずれか一方を赤字と

しないこと（営業損益及び経常損益ともに赤字になる

場合を含む。）。 

総額 600,000 千円

借入金実行残高 600,000 千円
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（損益計算書関係）

前事業年度 
（自 平成19年６月１日 
至 平成20年５月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年６月１日 
至 平成21年５月31日） 

※１．研究開発費には次のものが含まれております。 ※１．研究開発費には次のものが含まれております。 

賞与引当金繰入額 36,147千円 

退職給付費用 27,825  

減価償却費 49,364  

賞与引当金繰入額 10,964千円 

退職給付費用 18,612  

減価償却費 60,675  

 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費の総額は479,166千円であります。 

 なお、内訳は次のとおりであります。 

 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

の総額は425,951千円であります。 

 なお、内訳は次のとおりであります。 

一般管理費 479,166千円 

  

一般管理費 425,951千円 

※２．             ―――──── ※２．固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。 

  

  

機械装置 10,517千円 

※３．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※３．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

建物 78千円 

構築物  39  

機械装置 3,316  

工具器具備品他 1,943  

撤去費用 1,015  

計 6,392  

建物 5千円 

機械装置 2,845  

工具器具備品他 3,875  

撤去費用 2,637  

計 9,363  

※４．関係会社に対する主なものは次のとおりでありま

す。 

※４．関係会社に対する主なものは次のとおりでありま

す。 

  

売上高     

製品売上高 2,173,821千円

商品売上高 4,747,732  

売上原価     

原材料仕入高 477,408千円

商品仕入高  686,945  

営業外収益     

販売支援料  13,121千円

業務受託手数料 18,000  

受取配当金  98,607  
  

売上高     

製品売上高 1,781,898千円

商品売上高 3,276,237  

売上原価     

原材料仕入高 337,144千円

商品仕入高 508,861  

営業外収益     

販売支援料 12,014千円

業務受託手数料 27,000  

受取配当金 116,462  
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         ―――──── ※４．構造改革費 

 昨年秋からの米国金融危機に端を発した世界的景気

後退により生産調整が拡大し、かつてない厳しい状況

が継続しており、今後も売上回復が見込めない事が予

想されるため、当社は抜本的な構造改革が不可欠であ

ると判断し構造改革費用を特別損失に計上いたしまし

た。 

 構造改革費の主な内訳は次のとおりです。 

  
  

  

 当社は、管理会計上の区分をキャッシュ・フローを

生み出す 小単位として捉え、その単位を基礎にグル

ーピングを行っております。 

 当事業年度において当社は生産コスト削減を目的と

した生産拠点を集約することによる構造改革費を計上

いたしました。 

 大宮工場につきましては、熊谷工場へ生産拠点を集

約することによる売却予定の一部土地、一部倉庫及び

製造設備について194,895千円の減損損失を構造改革

費として特別損失に計上しました。 

 また、退職割増金、一部倉庫の解体費用、製造設備

の移設費用121,900千円を構造改革費として特別損失

に計上しました。 

 熊谷工場につきましても集約により2,737千円の減

損損失、1,740千円の構造改革費を構造改革費として

特別損失に計上しました。 

 福利厚生施設の土地につきましては時価が著しく下

落し回復する見込みがないため2,907千円の減損損失

を構造改革費用として特別損失に計上しました。 

   

場所 種類 減損損失 

 メルテックス㈱大

宮工場(埼玉県さい

たま市) 

土地、建物、機
械装置、その他 千円194,895

メルテックス㈱熊谷

工場(埼玉県熊谷市) 

建物、機械装
置、その他 千円2,737

メルテックス㈱福利

厚生施設(新潟県湯

沢市) 

土地  千円2,907

場所 種類 構造改革費 

 メルテックス㈱大

宮工場(埼玉県さい

たま市) 

退職割増金、建
物解体、設備移
転及び移設費
用、その他 

千円121,900

メルテックス㈱熊谷

工場(埼玉県熊谷市) 

建物、機械装

置、その他 
千円1,740
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 前事業年度（自 平成19年６月１日 至 平成20年５月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（変動事由の概要） 

増加は単元未満株式の買取によるものです。 

 当事業年度（自 平成20年６月１日 至 平成21年５月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（変動事由の概要） 

増加は単元未満株式の買取によるものです。 

（株主資本等変動計算書関係）

株式の種類 
前事業年度末 

株式数 
（株） 

当事業年度
増加株式数 
（株） 

当事業年度
減少株式数 
（株） 

当事業年度末
株式数 
（株） 

普通株式   7,147  1,000  －  8,147

株式の種類 
前事業年度末 

株式数 
（株） 

当事業年度
増加株式数 
（株） 

当事業年度
減少株式数 
（株） 

当事業年度末
株式数 
（株） 

普通株式   8,147  1,212  －  9,359
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（税効果会計関係）

前事業年度 
（平成20年５月31日） 

当事業年度 
（平成21年５月31日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

（繰延税金資産）     

賞与引当金否認額 66,660千円 

未払事業税 10,434  

退職給付引当金超過額 277,794  

役員退職慰労引当金否認額 51,930  

その他 45,863  

繰延税金資産小計 452,683  

評価性引当額 △3,781  

繰延税金資産計 448,902  

（繰延税金負債）     

特別償却準備金 △226  

その他有価証券評価差額金 △19,911  

繰延税金負債計 △20,137  

繰延税金資産の純額 428,764  

（繰延税金資産）     

賞与引当金否認額 23,432千円 

未払事業税 2,013  

貸倒引当金超過額  241,632  

退職給付引当金超過額 245,834  

役員退職慰労引当金否認額 55,861  

構造改革費          101,953  

関係会社株式評価損  103,373  

税務上の繰越欠損金 117,130  

その他 118,881  

繰延税金資産小計  1,010,112  

評価性引当額 △847,098  

繰延税金資産計 163,014  

（繰延税金負債）     

その他有価証券評価差額金 △2,075  

繰延税金負債計 △2,075  

繰延税金資産の純額 160,938  

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳 

  

法定実効税率 40.4％ 

（調 整）     

交際費等永久に損金に算入されない項

目 
1.1  

受取配当金等永久に益金に算入されな

い項目 
△0.1  

住民税均等割等 1.5  

研究費等の法人税額特別控除 △5.5  

過年度法人税、住民税及び事業税  7.2  

その他 △0.5  

税効果会計適用後の法人税等の負担率 44.1  

 税引前当期純損失を計上しているため、記載してお

りません。 
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 （注） １株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

 該当事項はありません。 

（１株当たり情報）

前事業年度 
（自 平成19年６月１日 
至 平成20年５月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年６月１日 
至 平成21年５月31日） 

１株当たり純資産額 円 銭969 80

１株当たり当期純利益 円 銭46 52

１株当たり純資産額 円 銭738 70

１株当たり当期純損失 円 銭△207 65

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に 

ついては、１株当たり当期純損失であり、また、潜在 

株式が存在しないため記載しておりません。 

  
前事業年度

（自 平成19年６月１日 
至 平成20年５月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年６月１日 
至 平成21年５月31日） 

当期純利益又は当期純損失（△）（千円）  347,633  △1,551,292

普通株主に帰属しない金額（千円） ―    ― 

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失

（△）（千円） 
 347,633  △1,551,292

期中平均株式数（千株）  7,472  7,470

（重要な後発事象）
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(1）役員の異動 

① 代表取締役の異動  

代表取締役社長  岩城 慶太郎 （現 副社長）  

② 新任取締役候補者 

取締役      岩城 慶太郎 （現 副社長） 

取締役      松本 康男  （現 常勤監査役） 

（注）松本康男氏は、社外取締役候補者であります。 

③ 退任予定取締役 

下郡 愼治           （現 代表取締役社長） 

中村 祐幸           （現 取締役）  

宮間 伸治           （現 取締役）  

④ 新任監査役候補者 

常勤監査役    宮間 伸治  （現 取締役） 

監査役      熊谷 一雄 

（注）熊谷一雄氏は、社外監査役候補者であります。 

⑤ 退任予定監査役 

渡辺 秀雄           （現 常勤監査役） 

松本 康男           （現 常勤監査役） 

宮  道夫           （現 監査役） 

（注）渡辺秀雄氏、松本康男氏、宮 道夫氏の３名は、社外監査役であります。 

⑥ 昇任予定取締役 

常務取締役    松本 康男  （現 常勤監査役） 

⑦ 就任、退任予定日 

平成21年８月28日 

  

６．その他
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