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1.  平成22年5月期第1四半期の連結業績（平成21年6月1日～平成21年8月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年5月期第1四半期 1,686 △22.6 59 △19.0 111 19.6 107 192.2
21年5月期第1四半期 2,179 △11.3 73 △61.3 93 △51.2 36 △64.6

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

22年5月期第1四半期 14.38 ―

21年5月期第1四半期 4.92 ―

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

22年5月期第1四半期 9,887 6,283 62.2 822.87
21年5月期 9,797 6,211 61.9 812.33

（参考） 自己資本   22年5月期第1四半期  6,147百万円 21年5月期  6,068百万円

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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年5月期 ― 10.00 ― 6.00 16.00
22年5月期 ―

22年5月期 
（予想）

8.00 ― 8.00 16.00

3.  平成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）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
連結累計期間 3,500 △21.6 150 2.4 220 18.6 400 ― 53.54

通期 7,200 5.4 380 ― 500 ― 680 ― 91.02

- 1 -



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21年７月15日に公表いたしました平成22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10月13日発表の「業績予想の修
正及び会計方針の変更に関するお知らせ」をご参照下さい。 
（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。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年5月期第1四半期 7,480,000株 21年5月期  7,480,000株

② 期末自己株式数 22年5月期第1四半期  9,459株 21年5月期  9,359株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年5月期第1四半期 7,470,541株 21年5月期第1四半期 7,471,141株
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 当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、景気対策の効果や在庫調整の一巡による需要回復の兆しはある

ものの、世界的な金融危機の影響を受け企業収益の低迷による設備投資の抑制、雇用環境の悪化、個人消費の低迷な

ど、先行き不透明な状況が続いております。 

 当業界におきましては、デジタル家電や自動車産業の在庫調整の進展や省エネ家電の促進、エコカー減税などの景

気対策による需要喚起により関連市場の需要は回復しつつあります。しかしながら企業収益の低迷など依然として厳

しい状況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、収益確保を重要課題とし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し売上向上を図るとともに、構造改革を推し進め徹底したコストの低減に努めてまいり

ました。 

 その結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は16億８千６百万円（前年同四半期比22.6％減）、営業利益は５千

９百万円（同19.0％減）、経常利益は１億１千１百万円（同19.6％増）、四半期純利益は１億７百万円（同192.2％

増）となりました。 

  

 当第１四半期連結会計期間における事業の種類別セグメントの概況は次のとおりであります。 

  

＜表面処理薬品事業＞ 

 当第１四半期連結会計期間の表面処理薬品事業の売上高は15億９千３百万円（前年同四半期比14.2％減）、営業利

益は２億７千８百万円（同1.5％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、韓国市場においては当社主力製品である硫酸銅めっき用添加剤などは回

復したものの、国内においては個人消費低迷の影響を受け出荷が鈍化するなど売上回復までは至らず厳しい状況とな

りました。 

 その結果、売上高は７億４千３百万円（同26.4％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、国内においては市場の低迷により依然として厳しい状況であったものの、

当社主力製品であるチップ部品用すずめっき添加剤が海外への輸出増と堅調に推移しました。 

 その結果、売上高は７億８千３百万円（同0.4％増）となりました。 

（受託加工等） 

 受託加工等の売上高は６千６百万円（同0.6％増）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、新たなビジネス展開を図るべく、既存装置の性能向上及びコスト削減を目的とした

改良・改善を推し進め、競争力の強化に注力してまいりましたが、企業収益の低迷による設備投資の抑制が続き厳し

い状況で推移いたしました。 

 その結果、当第１四半期連結会計期間の機械装置事業の売上高は９千３百万円（前年同四半期比71.0％減）、営業

損失は７千３百万円（前年同四半期は４千万円の営業損失）となりました。  

  

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
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 当第１四半期末における総資産は、前連結会計年度末に比べて９千万円増加の98億８千７百万円、純資産は７千１

百万円増加の62億８千３百万円となり、自己資本比率は62.2％となりました。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第１四半期連結累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

８千２百万円減少し23億６千万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動により減少した資金は１億５千万円（前年同四半期連結累計期間は１億４千６百万円の減少）となりまし

た。これは主に税金等調整前四半期純利益１億１千９百万円、仕入債務の増加４億１千９百万円による増加と売上債

権の増加５億７百万円、退職給付引当金の減少９千６百万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） 

 投資活動により増加した資金は７千８百万円（前年同四半期連結累計期間は３千５百万円の減少）となりました。

これは主に有形固定資産取得による支出４千７百万円による減少と投資有価証券の売却による収入２千２百万円、保

険解約返戻金による収入１億４百万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） 

 財務活動により減少した資金は２億９千５百万円（前年同四半期連結累計期間は１億円の減少）となりました。こ

れは主に短期借入金の純減少額１億５千万円による減少と長期借入金の返済による支出１億５百万円、配当金の支払

額４千万円による減少の結果であります。 

  

 平成21年７月15日に公表いたしました平成22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10月13日発表の「業績予想の修正及び会計方針の変更に関するお知らせ」をご参照ください。  

  

 該当事項はありません。 

  

１．簡便な会計処理 

  棚卸資産の評価方法 

  当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関して当社及び一部の連結子会社は、実地棚卸を省略し、

前連結会計年度末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算出する方法によっております。 

 また、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。 

  

<:tempcaret>dummy-text 

有形固定資産の減価償却方法の変更 

      従来、当社及び連結子会社は有形固定資産の減価償却方法については、主として定率法を採用しておりまし

たが、当第１四半期連結会計期間より当社及び一部の連結子会社については、定額法に変更しております。 

         これは、一連の構造改革による拠点統合に伴い、当社の製品ライフサイクルに基づく有形固定資産の稼動状

況の見直しを行った結果、主要な設備について陳腐化のリスクがほとんどなく投資効果は長期にわたり発生す

ると予想され、さらに修繕費等の設備維持コストも長期安定的な発生が見込まれることから、有形固定資産の

稼動状況の実態を反映して期間損益計算をより適正に行うためであります。これにより、従来の方法によった

場合と比べて、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20,713千円増加しておりま

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。 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報

３．連結業績予想に関する定性的情報

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）

（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

（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

メルテックス㈱（4105）平成22年５月期 第１四半期決算短信

- 4 -



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年８月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,611,091 2,997,295

受取手形及び売掛金 2,258,153 1,754,746

商品及び製品 398,601 328,189

仕掛品 4,175 3,277

原材料及び貯蔵品 152,959 172,231

繰延税金資産 137,021 75,466

その他 204,587 224,962

貸倒引当金 △1,046 △2,170

流動資産合計 5,765,544 5,553,998

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 920,830 932,988

機械装置及び運搬具（純額） 421,135 398,585

土地 2,045,710 2,045,710

その他（純額） 112,228 118,262

有形固定資産合計 3,499,904 3,495,547

無形固定資産   

ソフトウエア 76,972 82,812

その他 10,064 10,089

無形固定資産合計 87,037 92,901

投資その他の資産   

投資有価証券 179,833 156,586

繰延税金資産 19,606 91,676

その他 413,706 484,652

貸倒引当金 △77,850 △77,850

投資その他の資産合計 535,296 655,065

固定資産合計 4,122,238 4,243,514

資産合計 9,887,782 9,797,513
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年８月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年５月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,105,932 690,985

短期借入金 780,000 930,000

1年内返済予定の長期借入金 100,000 139,996

1年内償還予定の社債 50,000 50,000

未払法人税等 13,136 513

賞与引当金 68,175 73,265

製品保証引当金 13,860 20,893

その他 352,142 284,719

流動負債合計 2,483,247 2,190,371

固定負債   

社債 200,000 200,000

長期借入金 175,000 240,016

退職給付引当金 655,187 773,417

役員退職慰労引当金 61,018 160,343

その他 29,965 21,736

固定負債合計 1,121,170 1,395,513

負債合計 3,604,417 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 4,662,770 4,600,182

自己株式 △6,676 △6,644

株主資本合計 6,246,459 6,183,903

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 5,160 △23,848

為替換算調整勘定 △104,318 △91,442

評価・換算差額等合計 △99,158 △115,290

少数株主持分 136,063 143,015

純資産合計 6,283,364 6,211,628

負債純資産合計 9,887,782 9,797,513
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成20年８月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成21年８月31日) 

売上高 2,179,088 1,686,586

売上原価 1,405,542 1,080,170

売上総利益 773,545 606,415

販売費及び一般管理費 699,609 546,524

営業利益 73,936 59,891

営業外収益   

受取利息 1,969 379

受取配当金 2,042 1,936

保険解約返戻金 － 34,637

業務受託手数料 6,750 6,750

その他 13,469 14,402

営業外収益合計 24,231 58,105

営業外費用   

支払利息 2,480 3,942

手形売却損 1,692 －

為替差損 － 1,485

その他 605 885

営業外費用合計 4,778 6,314

経常利益 93,389 111,683

特別利益   

投資有価証券売却益 16,618 7,268

貸倒引当金戻入額 － 1,124

その他 1,615 －

特別利益合計 18,233 8,392

特別損失   

固定資産除却損 1,352 461

特別損失合計 1,352 461

税金等調整前四半期純利益 110,270 119,613

法人税、住民税及び事業税 10,397 11,415

法人税等調整額 62,350 2,219

法人税等合計 72,747 13,635

少数株主利益又は少数株主損失（△） 764 △1,433

四半期純利益 36,757 107,411

メルテックス㈱（4105）平成22年５月期 第１四半期決算短信

- 7 -



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成20年８月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成21年８月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 110,270 119,613

減価償却費 95,493 48,734

のれん償却額 7,608 －

固定資産除却損 1,352 461

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,615 △1,124

賞与引当金の増減額（△は減少） △102,958 △5,089

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,287 △96,834

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △9,604 △99,325

受取利息及び受取配当金 △4,012 △2,315

支払利息 2,480 3,942

投資有価証券売却損益（△は益） △16,618 △7,268

為替差損益（△は益） △5,316 2,457

売上債権の増減額（△は増加） 183,416 △507,216

たな卸資産の増減額（△は増加） △215,852 △54,864

仕入債務の増減額（△は減少） △35,620 419,670

未払金の増減額（△は減少） △10,904 15,381

その他 △12,084 15,764

小計 △15,252 △148,010

利息及び配当金の受取額 3,940 2,302

利息の支払額 △2,729 △3,865

法人税等の支払額 △132,860 △592

営業活動によるキャッシュ・フロー △146,902 △150,165

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △87,686 △47,351

無形固定資産の取得による支出 △7,070 △2,653

投資有価証券の取得による支出 △1,534 △1,507

投資有価証券の売却による収入 61,691 22,632

保険積立金の解約による収入 － 104,223

その他 △1,129 2,847

投資活動によるキャッシュ・フロー △35,730 78,191

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 200,000 △150,000

長期借入金の返済による支出 △24,989 △105,012

社債の償還による支出 △200,000 －

配当金の支払額 △75,122 △40,696

その他 △363 △32

財務活動によるキャッシュ・フロー △100,474 △295,740

現金及び現金同等物に係る換算差額 20,965 △14,859

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △262,142 △382,573

現金及び現金同等物の期首残高 2,059,615 2,742,672

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,797,472 2,360,099
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 該当事項はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間（自平成20年６月１日 至平成20年８月31日） 

  

当第１四半期連結累計期間（自平成21年６月１日 至平成21年８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．会計処理の方法の変更 

 前第１四半期連結累計期間 

 （棚卸資産の評価に関する基準） 

   「四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更」２．に記載のとおり、当第

１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５

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

 当第１四半期連結累計期間 

 （有形固定資産の減価償却方法の変更）  

   「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」に記載のとおり、減価償却

費を算定する方法について定率法から定額法に変更をしております。この変更により表面処理薬品事業の営

業利益は20,707千円増加しております。また、機械装置事業の営業損失への影響は軽微であります。 

４．追加情報 

 前第１四半期連結累計期間  

 （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。この変更により表面処理薬品事業の営業利益は13,658千

円減少しております。また、機械装置事業の営業損失への影響はありません。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔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） 

売上高            

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

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 ―  21,951  21,951  (21,951)  ―

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

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

  
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  1,593,217  93,368  1,686,586  －  1,686,586

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 －  －  －  －  －

計  1,593,217  93,368  1,686,586  －  1,686,586

営業利益又は営業損失（△）  278,999  △73,264  205,734  (145,842)  59,891
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前第１四半期連結累計期間（自平成20年６月１日 至平成20年８月31日） 

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

の記載を省略しております。 

  

当第１四半期連結累計期間（自平成21年６月１日 至平成21年８月31日） 

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

の記載を省略しております。    

前第１四半期連結累計期間（自平成20年６月１日 至平成20年８月31日） 

  

当第１四半期連結累計期間（自平成21年６月１日 至平成21年８月31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。    

 該当事項はありません。 

   

 該当事項はありません。  

  

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

  アジア 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  360,577  360,577

Ⅱ 連結売上高（千円）    2,179,088

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  16.5  16.5

  アジア 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  293,065  293,065

Ⅱ 連結売上高（千円）    1,686,586

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  17.4  17.4

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

６．その他の情報
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