
  

１．平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無 

  

３．平成23年３月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：有 
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  （百万円未満切捨て）

（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 ％ 

23年３月期第１四半期  2,879  26.9  255  200.2  282  142.4  63  34.1

22年３月期第１四半期  2,268  △9.5  85  △57.3  116  △14.0  47  △18.8

  
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 

23年３月期第１四半期  17  48     ―      

22年３月期第１四半期  15  34  15  33

  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 

23年３月期第１四半期  10,922  5,481  50.0  1,498  47

22年３月期  10,856  5,510  50.6  1,507  69

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 5,455百万円 22年３月期 5,489百万円

  
年間配当金

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 

22年３月期     ―       27 00 ―      27 00  54  00

23年３月期     ―      

23年３月期（予想）  27 00     ―      27 00  54  00

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）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（累計）  5,899  40.8  589  299.6  582  201.5  248  313.7  68  12

通期  11,575  25.9  939  78.3  907  65.5  531  81.3  145  84



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．３「その他」をご覧ください。） 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

新規 ― 社 （ ― ） 除外 ― 社  （ ― ） 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：有 

（注）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の有無となります。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更：有 

②  ①以外の変更              ：無 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時

点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

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。 

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 3,640,900株 22年３月期 3,640,900株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 37株 22年３月期 37株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 3,640,863株 22年３月期１Ｑ 3,093,263株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、欧州の財政問題という懸念材料はあったものの、中国をはじ

めとした新興国への輸出増加、政府の景気対策等により、緩やかな回復基調に転じました。しかしながら、失業率

は高水準のまま推移し、内需回復による本格的な景気回復にまでは至っておりません。世界経済の状況は、中国を

はじめとした新興各国の経済成長が依然順調であり、世界経済成長の牽引力となっております。 

  当社グループの主要業界の一つである自動車産業におきましては、リーマンショック後大きく落ち込んだ生産

が、国内新車販売及び輸出の増加により好転し、回復基調にあります。しかしながら、政府のエコカー補助金が９

月末に終了する見込みのため、再び市場が冷え込むことが懸念されております。エレクトロニクス産業におきまし

ては、世界的な半導体需要の拡大に伴い、プリント配線板、電子部品等の生産はリーマンショック前の水準にまで

回復してまいりました。 

  このような状況のもと、当社グループの売上高は、主にエレクトロニクス産業向けの表面処理薬品の販売が好転

したこと、株式会社荏原電産からの事業譲受により販売先が増加したこと等により、28億79百万円（前年同期比

26.9％増）となりました。この結果、営業利益は２億55百万円（前年同期比200.2％増）、経常利益は２億82百万

円（前年同期比142.4％増）とそれぞれ前年同期を大きく上回っております。一方、四半期純利益につきまして

は、「資産除去債務に関する会計基準」の適用に伴い、適用初年度の影響額43百万円を特別損失に計上したこと、

法人税等調整額１億１百万円を計上したこと等により、63百万円（前年同期比34.1％増）にとどまりました。 

  

（薬品事業） 

 薬品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、ともに表面処理薬品（ウェットプロセ

ス）の販売が好調であり、売上高は14億８百万円となりました。この結果、セグメント利益は３億71百万円となり

ました。 

  

（海外事業） 

 海外事業におきましては、中国、台湾、韓国における表面処理薬品（ウェットプロセス）の販売が好調であり、

売上高は10億５百万円となりました。この結果、セグメント利益は２億６百万円となりました。 

  

（装置事業） 

 装置事業におきましては、景気に明るい兆しは見え始めたものの、未だ設備投資の本格的な回復には至らず、売

上高は３億37百万円にとどまりました。この結果、セグメント損失は14百万円となりました。 

  

（新事業） 

 新事業におきましては、プラズマ装置４台の納入を果たし、売上高は１億70百万円となったものの、営業部門や

研究開発部門における人員体制の拡充等により、販売費及び一般管理費が増加しました。この結果、セグメント損

失は１億12百万円となりました。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産、負債、純資産の状況） 

 当第１四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65百万円増加し、109億22百万円とな

りました。これは主に、現金及び預金が１億51百万円減少、受取手形及び売掛金が３億８百万円増加、有形固定資

産が１億２百万円増加、投資その他の資産が１億31百万円減少したことによるものであります。 

 負債は、前連結会計年度末に比べ94百万円増加し、54億41百万円となりました。これは主に、資産除去債務が１

億58百万円増加したことによるものであります。 

 純資産は、前連結会計年度末に比べ29百万円減少し、54億81百万円となりました。これは主に、配当金の支払い

により利益剰余金が34百万円減少したことによるものであります。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報



（キャッシュフローの状況） 

 当第１四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１

億74百万円減少し、16億33百万円となりました。 

 営業活動の結果獲得した資金は、24百万円（前年同期は６億37百万円の支出）となりました。これは主に、税金

等調整前四半期純利益２億17百万円、減価償却費84百万円の増加要因と、売上債権の増加額２億88百万円、仕入債

務の減少額77百万円の減少要因によるものであります。 

 投資活動の結果使用した資金は、15百万円（前年同期比84.3％減）となりました。これは主に、定期預金の増加

額11百万円、有形固定資産の取得による支出11百万円によるものであります。 

 財務活動の結果使用した資金は、１億95百万円（前年同期比32.9％増）となりました。これは主に、長期借入金

の返済による支出１億37百万円、配当金の支払額98百万円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 

 当期の連結業績予想につきましては、本日（平成22年８月５日）公表しました「平成23年３月期第２四半期累計

期間連結業績予想の修正に関するお知らせ」のとおり、第２四半期連結累計期間の連結業績予想を修正しておりま

す。 

 売上高につきましては変更はございません。表面処理装置等においては、受注獲得が当初の想定を下回り減収が

見込まれるものの、自動車関連及びエレクトロニクス関連の表面処理薬品の販売が好調であり、表面処理装置等の

減収分を補える見通しであります。営業利益、経常利益及び当期純利益につきましては、表面処理装置より比較的

利益率の高い表面処理薬品の売上構成比が上昇したこと等により採算が改善し、増益となる見通しであります。 

 なお、通期の連結業績予想につきましては、今回見直しは行っておりません。第２四半期連結決算発表時に見直

しを行う予定であります。 

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

  該当事項はありません。  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

 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。  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

   ①資産除去債務に関する会計基準の適用 

 当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月

31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31

日）を適用しております。 

 これにより、営業利益及び経常利益がそれぞれ2,198千円減少し、税金等調整前四半期純利益が45,505千円

減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は158,090千円であります。 

   ②「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

  当第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年３月10日

公表分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号 平成20年３

月10日）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。 

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

  該当事項はありません。  

  

２．その他の情報



３．四半期連結財務諸表 
（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22年６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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,920,478 2,071,624

受取手形及び売掛金 3,151,797 2,843,309

商品及び製品 528,635 483,492

仕掛品 32,445 93,299

原材料及び貯蔵品 203,497 207,024

繰延税金資産 136,892 175,987

その他 302,074 290,835

貸倒引当金 △23,892 △27,956

流動資産合計 6,251,928 6,137,616

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,763,275 1,630,129

機械装置及び運搬具（純額） 261,860 294,143

工具、器具及び備品（純額） 201,377 196,718

土地 522,824 522,824

リース資産（純額） 163,305 167,006

建設仮勘定 2,728 2,488

有形固定資産合計 2,915,372 2,813,310

無形固定資産   

のれん 353,748 372,922

その他 43,508 43,503

無形固定資産合計 397,256 416,425

投資その他の資産   

投資有価証券 815,930 881,222

繰延税金資産 245,134 282,779

その他 311,665 340,065

貸倒引当金 △15,161 △14,969

投資その他の資産合計 1,357,569 1,489,097

固定資産合計 4,670,197 4,718,834

資産合計 10,922,126 10,856,450



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,716,156 1,742,731

短期借入金 597,567 551,205

1年内返済予定の長期借入金 548,004 548,004

リース債務 12,697 12,572

未払法人税等 81,490 138,031

賞与引当金 105,184 179,410

前受金 55,345 14,490

その他 497,577 352,512

流動負債合計 3,614,022 3,538,957

固定負債   

長期借入金 880,657 1,017,658

リース債務 176,391 179,612

退職給付引当金 520,132 502,208

資産除去債務 158,959 －

その他 90,896 107,639

固定負債合計 1,827,037 1,807,118

負債合計 5,441,059 5,346,076

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,176,255 1,176,255

資本剰余金 1,128,904 1,128,904

利益剰余金 3,482,532 3,517,191

自己株式 △81 △81

株主資本合計 5,787,610 5,822,269

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △117,669 △82,001

為替換算調整勘定 △214,215 △250,971

評価・換算差額等合計 △331,884 △332,973

少数株主持分 25,339 21,077

純資産合計 5,481,066 5,510,374

負債純資産合計 10,922,126 10,856,450



（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21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 2,268,338 2,879,643

売上原価 1,325,426 1,477,815

売上総利益 942,911 1,401,827

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 273,126 356,967

賞与 71,191 110,381

退職給付費用 40,079 37,023

減価償却費 58,047 61,657

貸倒引当金繰入額 8,685 －

その他 406,746 580,535

販売費及び一般管理費合計 857,876 1,146,565

営業利益 85,035 255,262

営業外収益   

受取利息 3,430 2,052

受取配当金 11,066 9,611

為替差益 30,067 5,795

持分法による投資利益 82 －

受取保険金 － 20,036

その他 753 2,324

営業外収益合計 45,400 39,820

営業外費用   

支払利息 13,403 11,241

持分法による投資損失 － 140

その他 677 1,641

営業外費用合計 14,081 13,023

経常利益 116,355 282,059



（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

特別利益   

固定資産売却益 － 113

投資有価証券売却益 － 828

貸倒引当金戻入額 － 4,628

特別利益合計 － 5,570

特別損失   

固定資産売却損 － 2,744

固定資産除却損 － 4,995

投資有価証券評価損 25,216 －

減損損失 － 18,641

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 43,307

特別損失合計 25,216 69,689

税金等調整前四半期純利益 91,139 217,940

法人税、住民税及び事業税 16,955 49,938

法人税等調整額 24,002 101,537

法人税等合計 40,957 151,476

少数株主損益調整前四半期純利益 － 66,464

少数株主利益 2,737 2,820

四半期純利益 47,443 63,644



（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21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６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 91,139 217,940

減価償却費 76,714 84,297

減損損失 － 18,641

のれん償却額 880 19,174

貸倒引当金の増減額（△は減少） 8,685 △4,628

賞与引当金の増減額（△は減少） △86,032 △74,226

退職給付引当金の増減額（△は減少） 15,524 17,607

受取利息及び受取配当金 △14,497 △11,663

支払利息 13,403 11,241

為替差損益（△は益） △4,898 △146

持分法による投資損益（△は益） △82 140

固定資産売却損益（△は益） － 2,631

固定資産除却損 － 4,995

投資有価証券売却損益（△は益） － △828

投資有価証券評価損益（△は益） 25,216 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 43,307

売上債権の増減額（△は増加） 127,712 △288,821

前受金の増減額（△は減少） △679,046 40,074

たな卸資産の増減額（△は増加） 532,353 30,543

仕入債務の増減額（△は減少） △831,252 △77,201

前渡金の増減額（△は増加） 4,956 9,387

その他 95,850 83,257

小計 △623,373 125,723

利息及び配当金の受取額 17,424 12,007

利息の支払額 △13,613 △11,619

法人税等の支払額 △17,782 △101,623

営業活動によるキャッシュ・フロー △637,345 24,489

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） △33,050 △11,895

有形固定資産の取得による支出 △58,165 △11,368

有形固定資産の売却による収入 － 2,377

無形固定資産の取得による支出 △6,503 △1,914

投資有価証券の取得による支出 △149 △150

投資有価証券の売却による収入 － 6,365

その他 △964 1,029

投資活動によるキャッシュ・フロー △98,832 △15,556



（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６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） 76,000 43,393

長期借入金の返済による支出 △137,001 △137,001

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △2,569 △3,652

配当金の支払額 △83,597 △98,344

財務活動によるキャッシュ・フロー △147,167 △195,605

現金及び現金同等物に係る換算差額 13,751 11,776

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △869,594 △174,895

現金及び現金同等物の期首残高 2,496,748 1,808,164

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,627,153 1,633,268



   該当事項はありません。 

  

１. 報告セグメントの概要 

 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源

の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

 当社は、製品・サービス別の構成単位、地域別の構成単位及び職種別の構成単位の３つの観点から、国内営業本

部、海外事業本部、装置営業本部、新事業営業推進本部、総合研究所（本部扱い）、生産本部及び管理本部の７本

部を設置しております。このうち、独立して収益を獲得する単位である国内営業本部、海外事業本部、装置営業本

部及び新事業営業推進本部の４つをセグメントの構成単位とし、「薬品事業」「海外事業」「装置事業」「新事

業」を報告セグメントとしております。 

 「薬品事業」は、国内市場における表面処理薬品（ウェットプロセス）及び関連資材の販売を行っております。

 「装置事業」は、国内市場及び海外市場において、当社が請負主となる表面処理装置等（ウエットプロセス）の

製造・販売を行っております。 

 「海外事業」は、海外市場における表面処理薬品（ウェットプロセス）及び関連資材の販売並びに海外の連結子

会社が請負主となる表面処理装置等（ウェットプロセス）の販売を行っております。 

 「新事業」は、当社が従来から事業活動の中心として位置づけてきたウェットプロセスによる表面処理薬品及び

表面処理装置に対して、近年、新たな事業の柱として拡大を目指している分野の事業であります。その主な製品・

サービスの内容は、スパッタリング装置による部品のカラーリング加工、プラズマ技術を利用したプリント配線板

洗浄装置、太陽光発電や排水処理などの環境関連装置、太陽光パネルやボルト・ナット等に適用される新機能コー

ティング材料、貴金属めっき薬品、化粧品等であります。 

  

２. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 当第１四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年６月30日）  

（単位：千円）

（注）１．セグメント利益の調整額△195,544千円には、セグメント間取引消去39千円及び全社費用△195,584千円

が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

      ２．セグメント利益又はセグメント損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っておりま

す。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  

報告セグメント 
調整額 
（注）１ 

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）２ 薬品事業  海外事業 装置事業 新事業  計   

売上高                                          

外部顧客への売上高  1,408,250  1,002,990  297,802  170,600  2,879,643  －  2,879,643

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 420  2,038  39,816  －  42,274  △42,274  －

計  1,408,670  1,005,028  337,618  170,600  2,921,917  △42,274  2,879,643

セグメント利益又は 

セグメント損失（△） 
 371,238  206,401  △14,595  △112,238  450,806  △195,544  255,262



３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

（固定資産に係る重要な減損損失） 

 当第１四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年６月30日）  

（単位：千円）

 当該減損損失は、除却を計画している当社藤沢工場の表面処理薬品製造設備について、当初の予定よりも早期

に処分（除却）することとしたため、計上したものであります。 

  

（のれんの金額の重要な変動）  

 該当事項はありません。  

  

（重要な負ののれん発生益） 

 該当事項はありません。 

  

（追加情報） 

 当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21

年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成

20年３月21日）を適用しております。 

  

株主資本の金額は、前連結会計年度末に比して著しい変動がないため、記載を省略しております。 

  

  
報告セグメント 

調整額 
四半期連結
損益計算書
計上額 薬品事業  海外事業 装置事業 新事業  計   

減損損失  11,319  7,322  －  －  18,641  －  18,641

（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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