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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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 ％

22年3月期第2四半期 4,191 △27.5 147 △75.6 193 △65.8 59 △83.1
21年3月期第2四半期 5,783 ― 605 ― 564 ― 355 ―

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3月期第2四半期 19.38 19.36
21年3月期第2四半期 110.51 109.73

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3月期第2四半期 9,210 4,505 48.7 1,448.64
21年3月期 10,797 4,360 40.2 1,403.85

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  4,481百万円 21年3月期  4,342百万円

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3月期 ― 30.00 ― 27.00 57.00
22年3月期 ― 27.00
22年3月期 

（予想）
― 27.00 54.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3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  有   

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 8,774 △18.7 327 △39.8 333 4.0 157 ― 50.94



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５月７日に公表しました連結業績予想（通期）について、本資料において修正しております。 
２．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいてお
り、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 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） 22年3月期第2四半期 3,250,500株 21年3月期  3,250,500株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  157,237株 21年3月期  157,237株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 3,093,263株 21年3月期第2四半期 3,214,747株



  当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、昨年秋の米国金融危機に端を発した世界的景気後退の影響を大きく

受ける中、一部で改善の兆しが見られるようになりましたが、設備投資抑制の継続、為替の円高基調、高失業率等、

依然厳しい状況にあります。世界経済につきましては、先進各国は我が国同様の状況にありますが、中国における景

気回復は政府目標のＧＤＰ８％成長を達成する勢いにあり、今や世界経済は中国頼みといった状況にあります。 

 当社グループ（当社、連結子会社及び持分法適用会社）の主要業界の一つである自動車産業におきましては、エコ

カー減税や新車購入補助金が追い風となったハイブリッド車等一部の車種を除き、新車販売は依然として低調な状況

が続いております。また、エレクトロニクス産業におきましても、エコポイント制度を追い風にした薄型テレビの販

売は好調でありますが、本格的な回復は2010年以降と見られております。 

 このような状況のもと、薬品関連資材事業、装置事業及びドライ事業、いずれも売上高は前年同期より減少いたし

ました。この結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高41億91百万円（前年同期比27.5％減）、営業利益１

億47百万円（前年同期比75.6％減）、経常利益１億93百万円（前年同期比65.8％減）、四半期純利益59百万円（前年

同期比83.1％減）となりました。 

  

 事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。なお、前連結会計年度から事業区分の変更をしたため、

前年同期比較にあたっては前第２四半期連結累計期間分を変更後の区分に組み替えて行っております。 

(1) 薬品関連資材事業 

 薬品関連資材事業におきましては、自動車産業向け、エレクトロニクス産業向け、ともに薬品の販売は前年同期比

を下回り、売上高は33億48百万円（前年同期比27.4％減）となりました。この結果、営業利益は６億13百万円（前年

同期比39.5％減）となりました。 

(2) 装置事業 

 装置事業におきましては、大型めっき装置の販売が国内向け、海外向け各１台ずつあり、売上高は８億18百万円

（前年同期比28.8％減）となりましたが、営業費用の増加により、営業損失は10百万円（前年同期は営業利益99百万

円）となりました。 

(3) ドライ事業 

 ドライ事業におきましては、プラズマ装置１台、自動分析管理装置３台の販売があり、売上高は24百万円（前年同

期比13.3％増）となりましたが、営業費用の増加により、営業損失は１億20百万円（前年同期は営業損失80百万円）

となりました。 

  

 所在地別セグメントの業績は次のとおりであります。 

(1) 日本 

 国内向け薬品、装置共に販売は低調であり、売上高は36億31百万円（前年同期比27.3％減）となりました。この結

果、営業利益は２億99百万円（前年同比61.8％減）となりました。 

(2) アジア 

 薬品の販売が低調であり、売上高は10億99百万円（前年同期比20.7％減）となりました。この結果、営業利益は１

億33百万円（前年同比28.2％減）となりました。 

(3) その他 

 メキシコにおける薬品関連資材の販売が低調であり、売上高は１億14百万円（前年同期比18.7％減）となりまし

た。しかし、営業費用が減少したため、営業利益は14百万円（前年同期は営業損失346千円）となりました。 

  

(1) 資産、負債、純資産の状況 

 当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ、主に現金及び預金が６億40百万円減

少、受取手形及び売掛金が３億25百万円減少、仕掛品が４億50百万円減少したことにより、15億86百万円減少し、92

億10百万円となりました。 

 負債は、前連結会計年度末に比べ、主に支払手形及び買掛金が８億33百万円減少、前受金が６億78百万円減少した

ことにより、17億31百万円減少し、47億４百万円となりました。 

 純資産は、前連結会計年度末に比べ、主にその他有価証券評価差額金が98百万円増加したことにより、145百万円

増加し、45億５百万円となりました。 

  

(2) キャッシュフローの状況 

 当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュフローは、２億24百万円の支出（前年同期は10億40

定性的情報・財務諸表等
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百万円の獲得）となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益90百万円、減価償却費１億64百万円、売上債

権の減少額３億63百万円、たな卸資産の減少額４億89百万円などの増加と、前受金の減少額６億84百万円、仕入債務

の減少額８億35百万円などの減少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は、１億52百万円の支出（前年同期比62.4％減）となりました。これは主に、有

形固定資産の取得による支出１億49百万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は、３億13百万円の支出（前年同期比11.2％減）となりました。これは主に、長

期借入金の返済による支出２億74百万円などによるものであります。 

  

  当社グループの主要業界である自動車業界及びエレクトロニクス業界におきましては、需要回復の兆しが見えるも

のの、事業環境は引き続き厳しい状況にあります。当社グループの業績につきましては、薬品関連資材事業の販売は

好転しているものの、装置事業及びドライ事業は設備投資の冷え込みのため新規受注は非常に少なく、売上高は当初

予想を下回る見込みでありますが、営業利益、経常利益、当期純利益につきましては、薬品関連資材事業における売

上原価低減の成果により、平成21年５月７日公表の予想値を上回る見込みであるため、本日公表いたしました「平成

22年３月期第２四半期累計期間業績予想値との差異および通期業績予想の修正に関するお知らせ」のとおり予想値を

修正しております。  

  

   該当事項はありません。 

  

 ①簡便な会計処理 

   簡便な会計処理については、重要性が乏しいため記載を省略しております。  

 ②四半期連結財務諸表作成に特有の会計処理 

   該当事項はありません。  

  

  売上高及び売上原価の計上基準の変更 

   請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契約 

  に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用 

  指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を当第１四半期連結会計期間より適用し、当 

  第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から、当第２四半期連結会計期間末までの進捗部分について 

  成果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その 

  他の工事については工事完成基準を適用しております。 

   これにより損益に与える影響はありません。 

  

  

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



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21年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,064,398 2,704,533

受取手形及び売掛金 1,883,850 2,209,204

商品及び製品 422,038 398,764

仕掛品 65,282 516,074

原材料及び貯蔵品 191,246 232,540

繰延税金資産 90,864 96,640

その他 ※3  220,723 ※3  300,792

貸倒引当金 △26,126 △21,304

流動資産合計 4,912,276 6,437,244

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） ※1, ※2  1,652,462 ※1, ※2  1,714,277

機械装置及び運搬具（純額） ※1, ※2  290,871 ※1, ※2  221,964

工具、器具及び備品（純額） ※1, ※2  232,382 ※1, ※2  269,429

土地 628,998 672,824

リース資産（純額） ※1  157,803 ※1  162,186

建設仮勘定 3,336 62,299

有形固定資産合計 2,965,854 3,102,982

無形固定資産   

のれん 8,802 10,562

その他 50,301 54,693

無形固定資産合計 59,103 65,255

投資その他の資産   

投資有価証券 827,339 705,993

繰延税金資産 119,152 156,112

その他 337,539 340,476

貸倒引当金 △10,662 △10,662

投資その他の資産合計 1,273,368 1,191,919

固定資産合計 4,298,326 4,360,157

資産合計 9,210,603 10,797,402



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,030,684 1,864,571

短期借入金 576,220 518,900

1年内返済予定の長期借入金 548,004 548,004

リース債務 6,111 5,927

未払法人税等 50,100 46,893

賞与引当金 169,336 167,923

前受金 10,951 689,754

その他 262,967 333,023

流動負債合計 2,654,376 4,174,998

固定負債   

長期借入金 1,291,660 1,565,662

リース債務 174,800 177,903

退職給付引当金 475,604 422,428

その他 108,410 95,852

固定負債合計 2,050,475 2,261,845

負債合計 4,704,851 6,436,844

純資産の部   

株主資本   

資本金 922,562 922,562

資本剰余金 875,211 875,211

利益剰余金 3,367,701 3,391,269

自己株式 △346,293 △346,293

株主資本合計 4,819,181 4,842,749

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △104,243 △202,308

繰延ヘッジ損益 － △2,605

為替換算調整勘定 △233,910 △295,367

評価・換算差額等合計 △338,153 △500,280

少数株主持分 24,723 18,088

純資産合計 4,505,751 4,360,557

負債純資産合計 9,210,603 10,797,402



（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）

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

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 5,783,995 4,191,109

売上原価 3,156,237 2,301,269

売上総利益 2,627,757 1,889,840

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 593,840 555,904

賞与 175,870 142,524

退職給付費用 79,068 73,233

減価償却費 112,638 127,421

貸倒引当金繰入額 23,939 3,922

その他 1,037,063 839,424

販売費及び一般管理費合計 2,022,421 1,742,430

営業利益 605,335 147,409

営業外収益   

受取利息 7,801 6,990

受取配当金 7,872 11,561

為替差益 － 31,890

持分法による投資利益 － 101

助成金収入 － 16,495

その他 5,085 7,015

営業外収益合計 20,759 74,055

営業外費用   

支払利息 23,856 26,819

為替差損 29,369 －

持分法による投資損失 24 －

その他 8,065 1,601

営業外費用合計 61,316 28,421

経常利益 564,778 193,044

特別利益   

固定資産売却益 1,890 －

特別利益合計 1,890 －

特別損失   

固定資産売却損 66 366

固定資産除却損 3,395 7,281

投資有価証券売却損 － 28,748

減損損失 － 57,973

その他 － 8,173

特別損失合計 3,461 102,543

税金等調整前四半期純利益 563,206 90,500

法人税、住民税及び事業税 172,410 51,342

法人税等調整額 36,965 △25,964

法人税等合計 209,375 25,378

少数株主利益又は少数株主損失（△） △1,434 5,172

四半期純利益 355,265 59,950



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 563,206 90,500

減価償却費 154,303 164,899

減損損失 － 57,973

のれん償却額 1,760 1,760

貸倒引当金の増減額（△は減少） 23,939 3,922

賞与引当金の増減額（△は減少） △3,524 1,377

退職給付引当金の増減額（△は減少） △19,184 53,159

受取利息及び受取配当金 △15,673 △18,552

支払利息 23,856 26,819

為替差損益（△は益） 17,277 △506

持分法による投資損益（△は益） 24 △101

固定資産売却損益（△は益） △1,823 366

固定資産除却損 3,395 7,281

投資有価証券売却損益（△は益） － 28,748

売上債権の増減額（△は増加） △355,833 363,393

前受金の増減額（△は減少） 328,858 △684,995

たな卸資産の増減額（△は増加） △166,329 489,868

仕入債務の増減額（△は減少） 545,834 △835,000

前渡金の増減額（△は増加） △12,530 △12,007

その他 △42,403 16,449

小計 1,045,153 △244,644

利息及び配当金の受取額 13,787 21,711

利息の支払額 △23,731 △26,611

法人税等の支払額 △35,155 △59,017

法人税等の還付額 40,460 84,081

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,040,513 △224,481

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） △27,120 △14,881

有形固定資産の取得による支出 △133,070 △149,254

有形固定資産の売却による収入 3,083 5,542

無形固定資産の取得による支出 △4,304 △7,013

投資有価証券の取得による支出 △244,986 △372

投資有価証券の売却による収入 － 16,167

その他 △369 △3,020

投資活動によるキャッシュ・フロー △406,767 △152,834



（単位：千円）

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

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30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） 405,760 49,790

長期借入金の返済による支出 △324,000 △274,002

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △5,837 △5,327

株式の発行による収入 12,000 －

自己株式の取得による支出 △345,701 －

配当金の支払額 △95,481 △83,383

少数株主への配当金の支払額 － △805

財務活動によるキャッシュ・フロー △353,259 △313,729

現金及び現金同等物に係る換算差額 △43,633 21,322

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 236,852 △669,722

現金及び現金同等物の期首残高 1,855,179 2,496,748

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  2,092,032 ※  1,827,026



  該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９月30日） 

 （注）１．事業区分は、製品の系列及び性質等から総合的に区分しております。 

２．各区分に属する主要な製品 

(1) 薬品関連資材事業………自動車部品用樹脂めっき薬品、プリント配線板用めっき薬品、半導体用めっ

き薬品、工業用化学品、非鉄金属 

(2) 装置事業…………………自動車部品用樹脂めっき装置、プリント配線板用めっき装置、 

(3) ドライ事業………………スパッタリング装置、プラズマデスミア装置、ハードコート装置、めっき液

自動管理装置  

３．事業区分の方法の変更 

 事業区分の方法については、従来、事業の種類・性質の類似性等の観点から２事業に区分しておりまし

たが、前連結会計年度より、従来「装置事業」に含めておりました「ドライ事業」を、主力のスパッタリ

ング装置の製品化に目処が立ち、また平成21年１月19日付けで組織改変を実施し、新事業推進統括部を新

設したことを踏まえ、「ドライ事業」として個別表示することに変更いたしました。 

 なお、前第２四半期連結累計期間のセグメント情報を、当第２四半期連結累計期間において用いた事業

区分の方法により区分すると次のようになります。 

（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〕

  
薬品関連資材
事業（千円） 

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  4,613,453  1,170,541  5,783,995  －  5,783,995

(2）セグメント間の内部売上高 

  又は振替高 
 －  175  175 (175)  －

計  4,613,453  1,170,717  5,784,170 (175)  5,783,995

営業利益又は営業損失（△）  1,014,535  18,912  1,033,447 (428,111)  605,335

  
薬品関連 
資材事業
（千円） 

装置事業 
（千円） 

ドライ事業 
（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  3,348,874  818,041  24,193  4,191,109  －  4,191,109

(2）セグメント間の内部売上高 

  又は振替高 
 －  －  －  －  －  －

計  3,348,874  818,041  24,193  4,191,109  －  4,191,109

営業利益又は営業損失（△）  613,734  △10,634  △120,000  483,099 (335,689)  147,409



前第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日） 

  

前第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９月30日） 

 （注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

 ２．日本以外の区分に属する主な国又は地域 

アジア……………韓国、台湾、中国、タイ、ベトナム 

その他の地域……メキシコ 

  
薬品関連 
資材事業 
（千円） 

装置事業 
（千円） 

ドライ事業 
（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  4,613,453  1,149,179  21,362  5,783,995  －  5,783,995

(2）セグメント間の内部売上高 

  又は振替高 
 －  175  －  175 (175)  －

計  4,613,453  1,149,354  21,362  5,784,170 (175)  5,783,995

営業利益又は営業損失（△）  1,014,535  99,692  △80,780  1,033,447 (428,111)  605,335

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本 

（千円） 
アジア 
（千円） 

その他 
（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  4,368,821  1,274,796  140,376  5,783,995  －  5,783,995

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 625,411  111,162  －  736,574 (736,574)  －

計  4,994,233  1,385,959  140,376  6,520,569 (736,574)  5,783,995

営業利益又は営業損失(△)  783,511  185,726  △346  968,890 (363,555)  605,335

  
日本 

（千円） 
アジア 
（千円） 

その他 
（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  3,093,140  983,808  114,160  4,191,109  －  4,191,109

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 538,376  115,458  －  653,835 (653,835)  －

計  3,631,517  1,099,267  114,160  4,844,945 (653,835)  4,191,109

営業利益又は営業損失(△)  299,577  133,420  14,346  447,345 (299,935)  147,409



前第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９月30日） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

(1) アジア……………韓国、台湾、中国、タイ、ベトナム等 

(2) その他の地域……アメリカ、メキシコ 

３．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。 

〔海外売上高〕

  アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  1,552,429  140,882  1,693,311

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  5,783,995

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の 

割合（％） 
 26.8  2.5  29.3

  アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  1,466,110  114,298  1,580,409

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  4,191,109

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の 

割合（％） 
 35.0  2.7  37.7

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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