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1.  平成22年5月期第2四半期の連結業績（平成21年6月1日～平成21年11月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

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

22年5月期第2四半期 3,447 △22.8 138 △5.4 215 16.3 410 ―
21年5月期第2四半期 4,466 △13.0 146 △64.0 185 △56.3 △27 ―

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2四半期 55.00 ―
21年5月期第2四半期 △3.66 ―

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2四半期 9,823 6,514 65.3 858.16
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2四半期  6,410百万円 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 ― 8.00
22年5月期 

（予想）
― 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  
（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧下さい。 

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

通期 7,000 2.6 300 ― 400 ― 600 ― 80.32
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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） 

（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 
上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業 
況の変化等により、上記予想数値と異なる場合がございます。 
なお、上記予想に関する事項は４ページをご参照ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 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2四半期 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2四半期  9,659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2四半期 7,470,508株 21年5月期第2四半期 7,470,957株
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 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、昨年秋からの金融危機の影響による景気の悪化は一部に底を脱

した感があるものの、企業収益の低迷や設備投資の抑制、雇用環境の悪化など依然として厳しい状況となっており、

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、デジタル家電部品や車載部品の在庫調整の進展に加え、景気刺激策などにより関連市場の

需要は回復しつつあるものの、企業収益は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、積極的な営業活動を展開し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するとともに、構造改革による徹底したコストの低減と業務の効率化を図り収益の確保に努

めてまいりました。 

 その結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は34億４千７百万円（前年同四半期比22.8％減）、営業利益は１億

３千８百万円（同5.4％減）、経常利益は２億１千５百万円（同16.3％増）、四半期純利益は４億１千万円（前年同

四半期は２千７百万円の四半期純損失）となりました。 

  

 当第２四半期連結累計期間における事業の種類別セグメントの概況は次のとおりであります。 

  

＜表面処理薬品事業＞ 

 当第２四半期連結累計期間の表面処理薬品事業の売上高は31億７千８百万円（前年同四半期比10.3％減）、営業利

益は５億３千３百万円（同10.2％増）となりました。 

 なお、区分別販売実績は次のとおりであります。 

（プリント配線板処理薬品） 

 プリント配線板処理薬品におきましては、当社主力製品である硫酸銅めっき用添加剤の出荷は海外輸出向けを中心

に堅調に推移したものの、国内の他の薬品出荷が未だ低迷しており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15億４千５百万円（同17.0％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、当社主力製品であるチップ部品用すずめっき添加剤と半導体関連薬品は海

外への輸出増により堅調に推移したものの、国内においては市場の低迷などにより売上高は伸び悩みました。 

 その結果、売上高は15億５百万円（同2.8％減）となりました。 

（受託加工等） 

 受託加工等の売上高は１億２千７百万円（同4.9％減）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、見積依頼が増加しているものの企業収益の低迷に

よる設備投資の抑制が続いており厳しい状況で推移いたしました。 

 その結果、当第２四半期連結累計期間の機械装置事業の売上高は２億６千９百万円（前年同四半期比71.4％減）、

営業損失は７千８百万円（前年同四半期は１百万円の営業損失）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２四半期末における総資産は、前連結会計年度末に比べて２千５百万円増加の98億２千３百万円、純資産は３

億３百万円増加の65億１千４百万円となり、自己資本比率は65.3％となりました。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第２四半期連結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６億

７千４百万円減少し20億６千８百万円となりました。 

（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１億７千７百万円（前年同四半期連結累計期間は１億８千１百万円の増加）となり

ました。これは主に税金等調整前四半期純利益２億１千６百万円、仕入債務の増加４億３千３百万円による増加と売

上債権の増加７億４千１百万円、棚卸資産の増加１億３千２百万円による結果であります。 

（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１億５千６百万円（前年同四半期連結累計期間は１億３千７百万円の減少）となり

ました。これは主に有形固定資産取得による支出７千９百万円による減少と定期預金の解約による収入７千２百万

円、投資有価証券の売却による収入６千３百万円、保険積立金の解約による収入１億３百万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６億１千７百万円（前年同四半期連結累計期間は３億１千３百万円の減少）となり

ました。これは主に短期借入金の返済による支出２億８千９百万円、長期借入金の返済による支出２億４千万円、配

当金の支払額４千５百万円による減少の結果であります。  

 連結業績予想につきましては、表面処理薬品事業においては堅調に推移しているものの、機械装置事業においては

企業収益の低迷による設備投資の抑制から厳しい状況が続くものと予想されます。当社グループにおいては収益確保

を 重要課題として新規顧客の獲得や徹底したコスト低減に注力してまいります。 

 なお、売上高につきましては上記の影響から通期70億円を見込んでおります。 

 また、営業利益、経常利益及び当期純利益につきましては、売上高の減収により営業利益３億円、経常利益４億

円、当期純利益６億円を見込んでおります。 

  

 該当事項はありません。 

 該当事項はありません。  

 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、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、当第２四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

39,940千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
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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２四半期連結会計期間末
(平成21年11月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,250,107 2,997,295

受取手形及び売掛金 2,486,426 1,754,746

商品及び製品 416,407 328,189

仕掛品 60,196 3,277

原材料及び貯蔵品 152,627 172,231

繰延税金資産 138,218 75,466

その他 80,648 224,962

貸倒引当金 △1,896 △2,170

流動資産合計 5,582,736 5,553,998

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 909,065 932,988

機械装置及び運搬具（純額） 399,891 398,585

土地 2,045,710 2,045,710

その他（純額） 106,879 118,262

有形固定資産合計 3,461,547 3,495,547

無形固定資産   

ソフトウエア 73,919 82,812

その他 6,270 10,089

無形固定資産合計 80,190 92,901

投資その他の資産   

投資有価証券 129,480 156,586

繰延税金資産 235,259 91,676

その他 423,416 484,652

貸倒引当金 △89,350 △77,850

投資その他の資産合計 698,805 655,065

固定資産合計 4,240,543 4,243,514

資産合計 9,823,279 9,797,513
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年11月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年５月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,123,952 690,985

短期借入金 780,000 930,000

1年内返済予定の長期借入金 － 139,996

1年内償還予定の社債 50,000 50,000

未払法人税等 26,881 513

賞与引当金 186,100 73,265

製品保証引当金 9,910 20,893

その他 188,531 284,719

流動負債合計 2,365,375 2,190,371

固定負債   

社債 175,000 200,000

長期借入金 － 240,016

退職給付引当金 678,959 773,417

役員退職慰労引当金 69,629 160,343

その他 19,545 21,736

固定負債合計 943,134 1,395,513

負債合計 3,308,509 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 4,966,261 4,600,182

自己株式 △6,759 △6,644

株主資本合計 6,549,867 6,183,903

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △14,431 △23,848

為替換算調整勘定 △124,705 △91,442

評価・換算差額等合計 △139,136 △115,290

少数株主持分 104,039 143,015

純資産合計 6,514,770 6,211,628

負債純資産合計 9,823,279 9,797,513
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（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６月１日 
 至 平成20年11月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成21年11月30日) 

売上高 4,466,053 3,447,750

売上原価 2,951,389 2,146,473

売上総利益 1,514,664 1,301,276

販売費及び一般管理費 1,368,206 1,162,703

営業利益 146,457 138,572

営業外収益   

受取利息 3,527 530

受取配当金 2,458 2,075

業務受託手数料 13,500 12,900

保険解約返戻金 － 33,929

その他 30,047 38,108

営業外収益合計 49,533 87,544

営業外費用   

支払利息 5,467 6,239

手形売却損 3,619 －

その他 1,369 4,013

営業外費用合計 10,456 10,253

経常利益 185,534 215,864

特別利益   

投資有価証券売却益 16,926 17,278

その他 697 －

特別利益合計 17,623 17,278

特別損失   

固定資産除却損 8,917 3,718

投資有価証券評価損 34,900 104

貸倒引当金繰入額 － 10,326

のれん減損損失 62,572 －

その他 － 2,488

特別損失合計 106,390 16,637

税金等調整前四半期純利益 96,767 216,505

法人税、住民税及び事業税 106,430 22,413

法人税等調整額 18,262 △208,890

法人税等合計 124,693 △186,477

少数株主損失（△） △603 △7,920

四半期純利益又は四半期純損失（△） △27,321 410,902
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

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

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成21年11月30日) 

売上高 2,286,965 1,761,164

売上原価 1,545,846 1,066,303

売上総利益 741,118 694,861

販売費及び一般管理費 669,515 616,179

営業利益 71,603 78,681

営業外収益   

受取利息 1,557 150

受取配当金 416 139

業務受託手数料 6,750 6,150

その他 16,577 22,998

営業外収益合計 25,301 29,439

営業外費用   

支払利息 2,987 2,296

手形売却損 1,926 －

その他 764 1,642

営業外費用合計 5,678 3,939

経常利益 91,226 104,181

特別利益   

投資有価証券売却益 308 10,010

その他 － △1,124

特別利益合計 308 8,886

特別損失   

固定資産除却損 7,565 3,256

投資有価証券評価損 34,900 104

貸倒引当金繰入額 － 10,326

のれん減損損失 62,572 －

その他 － 2,488

特別損失合計 105,038 16,175

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△13,502 96,891

法人税、住民税及び事業税 96,033 10,997

法人税等調整額 △44,087 △211,109

法人税等合計 51,945 △200,112

少数株主損失（△） △1,368 △6,486

四半期純利益又は四半期純損失（△） △64,079 303,490
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（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６月１日 
 至 平成20年11月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成21年11月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 96,767 216,505

減価償却費 195,083 103,367

のれん償却額 70,180 －

固定資産除却損 8,917 3,718

貸倒引当金の増減額（△は減少） △697 11,226

賞与引当金の増減額（△は減少） △18,263 112,835

退職給付引当金の増減額（△は減少） 11,574 △82,163

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △1,411 △90,714

受取利息及び受取配当金 △5,986 △2,606

支払利息 5,467 6,239

投資有価証券評価損 34,900 104

投資有価証券売却損益（△は益） △16,926 △17,278

為替差損益（△は益） 8,559 3,107

売上債権の増減額（△は増加） 269,630 △741,520

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,710 △132,835

仕入債務の増減額（△は減少） △282,667 433,660

未払金の増減額（△は減少） △25,851 △91,463

その他 △34,135 6,643

小計 313,433 △261,172

利息及び配当金の受取額 5,941 2,522

利息の支払額 △5,665 △6,204

法人税等の還付額 － 88,134

法人税等の支払額 △132,358 △645

営業活動によるキャッシュ・フロー 181,350 △177,364

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の純増減額（△は増加） － 72,622

有形固定資産の取得による支出 △146,841 △79,926

無形固定資産の取得による支出 △20,404 △3,622

投資有価証券の取得による支出 △31,166 △2,705

投資有価証券の売却による収入 62,522 63,272

保険積立金の解約による収入 － 103,722

その他 △1,840 3,017

投資活動によるキャッシュ・フロー △137,729 156,380

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 30,000 △150,000

長期借入金の返済による支出 △49,978 △380,012

社債の償還による支出 △200,000 △25,000

配当金の支払額 △74,804 △45,191

少数株主への配当金の支払額 △18,480 △16,800

その他 △591 △114

財務活動によるキャッシュ・フロー △313,854 △617,118

現金及び現金同等物に係る換算差額 △56,213 △36,463

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △326,446 △674,565

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 1,733,168 2,068,107
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 該当事項はありません。 

  

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

当第２四半期連結会計期間（自平成21年９月１日 至平成21年11月30日） 

  

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

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
―  72  72  (72) ―

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

営業利益  201,102  37,583  238,686  (167,082)  71,603

  
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  1,584,810  176,353  1,761,164  ―  1,761,164

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
―  ―  ―  ― ―

計  1,584,810  176,353  1,761,164  ―  1,761,164

営業利益  254,869  △4,985  249,883  (171,202)  78,681
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前第２四半期連結累計期間（自平成20年６月１日 至平成20年11月30日） 

当第２四半期連結累計期間（自平成21年６月１日 至平成21年11月30日） 

  

 （注）１．事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．各事業の主な内容は、次のとおりであります。 

        ①表面処理薬品事業……表面処理薬品の製造販売及び受託加工等 

              ②機械装置事業……プリント配線板等の製造装置・関連機器の製造販売等 

３．会計処理の方法の変更 

 前第２四半期連結累計期間 

（棚卸資産の評価に関する基準）  

 「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載のとおり、第１四半期連結会

計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）を適用してお

ります。この変更による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２四半期連結累計期間 

（有形固定資産の減価償却の方法の変更） 

 「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、第１四半

期連結会計期間より有形固定資産の減価償却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、当第２四半期連結累計期間の表面処理薬品事業の営業利益は39,940千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２四半期連結累計期間 

（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。この変更により表面処理薬品事業の営業利益は27,679千円減少しております。また、機械

装置事業の営業損失への影響はありません。 

  
表面処理薬品事業

（千円） 
機械装置事業 

（千円） 
計 

（千円） 
消去又は全社 

（千円） 
連結 

（千円） 

売上高            

(1）外部顧客に対する売上高  3,544,483  921,570  4,466,053  ―  4,466,053

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
―  22,024  22,024  (22,024) ―

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

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

  
表面処理薬品事業

（千円） 
機械装置事業 

（千円） 
計 

（千円） 
消去又は全社 

（千円） 
連結 

（千円） 

売上高            

(1）外部顧客に対する売上高  3,178,028  269,721  3,447,750  ―  3,447,750

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
―  ―  ―  ― ―

計  3,178,028  269,721  3,447,750  ―  3,447,750

営業利益又は営業損失（△）  533,868  △78,250  455,618  (317,045)  138,572
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 前第２四半期連結累計期間（自平成20年６月１日 至平成20年11月30日） 

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

の記載を省略しております。 

 

 当第２四半期連結累計期間（自平成21年６月１日 至平成21年11月30日） 

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

の記載を省略しております。  

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

当第２四半期連結会計期間（自平成21年９月１日 至平成21年11月30日） 

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

当第２四半期連結累計期間（自平成21年６月１日 至平成21年11月30日） 

（注）１．海外売上高は、アジア地域のみであり、地域の主な内訳は次のとおりであります。 

    香港、台湾、韓国 

   ２．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。  

  

 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）  407,837  407,837

Ⅱ 連結売上高（千円）    2,286,965

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  17.8  17.8

  アジア 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  336,652  336,652

Ⅱ 連結売上高（千円）    1,761,164

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  19.1  19.1

  アジア 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  768,414  768,414

Ⅱ 連結売上高（千円）    4,466,053

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  17.2  17.2

  アジア 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  629,718  629,718

Ⅱ 連結売上高（千円）    3,447,750

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  18.3  18.3

（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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