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1.  平成23年5月期第1四半期の連結業績（平成22年6月1日～平成22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 ％

23年5月期第1四半期 2,012 19.3 197 229.2 220 97.5 133 24.4
22年5月期第1四半期 1,686 △22.6 59 △19.0 111 19.6 107 192.2

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5月期第1四半期 17.90 ―
22年5月期第1四半期 14.38 ―

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5月期第1四半期 9,621 6,670 68.3 880.12
22年5月期 9,444 6,621 69.0 872.42

（参考） 自己資本   23年5月期第1四半期  6,572百万円 22年5月期  6,516百万円

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   

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5月期 ― 8.00 ― 8.00 16.00
23年5月期 ―
23年5月期 

（予想）
8.00 ― 8.00 16.00

3.  平成23年5月期の連結業績予想（平成22年6月1日～平成23年5月31日） 
（％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）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 
(累計)

4,230 22.7 350 152.6 370 71.4 230 △44.0 30.79

通期 8,420 18.2 780 102.9 830 80.7 590 4.8 78.98



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（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 

（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報告書のレビュー手続きの対象外であり、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報告書のレビュー手続きは完了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上期予想数値は、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、今後様々な要因によって実際の業績と異なる
可能性があります。 
なお、業績予想の前提となる条件等につきましては、【添付資料】P.3「連結業績に関する定性的情報」を参照ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.4「その他の情報」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） 23年5月期1Q 7,480,000株 22年5月期  7,480,000株
② 期末自己株式数 23年5月期1Q  12,026株 22年5月期  10,059株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年5月期1Q 7,468,626株 22年5月期1Q 7,470,541株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、中国をはじめとする新興国の需要拡大などにより牽引され、

緩やかではありますが低迷していた景気は徐々に持ち直しつつあります。しかしながら企業収益の低迷や設備投資

の減少などにより雇用環境が依然として改善されておりません。特に米国の景気回復の遅れやヨーロッパの財務問

題、急激な円高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、関連市場は緩やかながらも回復傾向にあり、パソコン、薄型テレビなどの出荷台数の増

加や猛暑効果によるルームエアコンの出荷増など家電部品が国内生産を支えてきました。また、車載関連部品の生

産増は政府のエコカー購入補助策の打ち切りによる駆け込み需要も大きな要因となっています。 

 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や半導体関連薬品

の新規顧客の獲得及び海外においてアジア市場をターゲットに営業強化を図ってまいりました。また、引き続き徹

底したコストの低減と業務の効率化を図り資本効率の高い経営に注力してまいりました。 

 この結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は20億１千２百万円（前年同四半期比19.3％増）、営業利益は１

億９千７百万円（同229.2％増）、経常利益は２億２千万円（同97.5％増）、四半期純利益は１億３千３百万円

（同24.4％増）となりました。 

 当第１四半期連結会計期間における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17億５千８百万円（前年同四半期比10.4％増）、セグ

メント利益は３億９千万円（同40.1％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つきましては、海外において当社主力製品である硫酸銅めっき用添加剤の輸出向けを

中心に堅調に推移いたしました。 

 その結果、売上高は８億５千６百万円（同15.1％増）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は国内外の市場の低

迷などにより売上高は伸び悩んだものの、半導体関連薬品においては海外への輸出が増加したことにより堅調に推

移いたしました。 

 その結果、売上高は８億３千７百万円（同7.0％増）となりました。 

（受託加工等） 

 受託加工等の売上高は６千４百万円（同3.1％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、企業収益の低迷による設備投資の抑制が未だ

継続されており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売上高は２億５千３百万円（前年同四半期比170.3％増）、セグメント

損失は１千３百万円（前年同四半期は７千３百万円の営業損失）となりました。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（２）連結財政状態に関する定性的情報 

  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１億７千６百万円増加の96億２千１百万円、純資

産は４千９百万円増加の66億７千万円となり、自己資本比率は68.3％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１ 

億７百万円減少し17億３千４百万円となりました。 
  
（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１百万円（前年同四半期連結累計期間は１億５千万円の減少）となりました。こ

れは主に、税金等調整前四半期純利益２億２千２百万円、仕入債務の増加２億７千３百万円による増加、売上債権

の増加２億４千３百万円、棚卸資産の増加１億１千７百万円、賞与引当金の減少１億１千４百万円と法人税等の支

払額７千万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） 

  投資活動により減少した資金は２千９百万円（前年同四半期連結累計期間は７千８百万円の増加）となりまし

た。これは主に有形固定資産取得による支出３千４百万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） 

  財務活動により減少した資金は５千４百万円（前年同四半期連結累計期間は２億９千５百万円の減少）となりま

した。これは主に、配当金の支払額５千４百万円による減少の結果であります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間及び通期の見通しにつきましては、当第１四半期の実績等を勘案した結果、現時点に

おいて平成22年７月14日に発表いたしました業績予想から変更しておりません。 
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（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 

 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．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 

 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。 

  これによる損益に与える影響は軽微であります。 
  
 表示方法の変更 

  「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の

適用により、当第１四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しておりま

す。  

   

（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
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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22年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,916,370 2,023,887

受取手形及び売掛金 3,064,625 2,828,811

商品及び製品 410,365 375,012

仕掛品 185,961 111,578

原材料及び貯蔵品 125,747 124,083

繰延税金資産 50,484 102,867

その他 74,076 102,092

貸倒引当金 △3,860 △3,860

流動資産合計 5,823,769 5,664,474

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 831,904 839,851

機械装置及び運搬具（純額） 292,558 285,639

土地 1,790,986 1,790,986

建設仮勘定 10,000 －

その他（純額） 109,621 94,158

有形固定資産合計 3,035,070 3,010,634

無形固定資産   

ソフトウエア 44,342 49,215

その他 6,197 6,222

無形固定資産合計 50,540 55,437

投資その他の資産   

投資有価証券 62,560 74,972

繰延税金資産 428,935 430,931

その他 300,248 303,897

貸倒引当金 △79,700 △95,761

投資その他の資産合計 712,044 714,039

固定資産合計 3,797,654 3,780,112

資産合計 9,621,424 9,444,587
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22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22年５月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,451,588 1,185,323

短期借入金 100,000 100,000

1年内償還予定の社債 50,000 50,000

未払法人税等 33,784 85,236

賞与引当金 67,013 181,448

製品保証引当金 10,453 9,884

その他 292,553 260,467

流動負債合計 2,005,393 1,872,359

固定負債   

社債 150,000 150,000

退職給付引当金 680,427 665,391

役員退職慰労引当金 33,140 125,567

その他 81,517 9,636

固定負債合計 945,086 950,596

負債合計 2,950,479 2,822,956

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 5,132,637 5,058,725

自己株式 △7,808 △6,926

株主資本合計 6,715,193 6,642,164

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △11,960 △14,763

為替換算調整勘定 △130,528 △110,451

評価・換算差額等合計 △142,489 △125,214

少数株主持分 98,240 104,681

純資産合計 6,670,944 6,621,631

負債純資産合計 9,621,424 9,444,587
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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21年６月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年６月１日 
 至 平成22年８月31日) 

売上高 1,686,586 2,012,094

売上原価 1,080,170 1,212,201

売上総利益 606,415 799,893

販売費及び一般管理費 546,524 602,709

営業利益 59,891 197,183

営業外収益   

受取利息 379 130

受取配当金 1,936 8,165

保険解約返戻金 34,637 4,414

業務受託手数料 6,750 6,150

その他 14,402 10,708

営業外収益合計 58,105 29,568

営業外費用   

支払利息 3,942 771

為替差損 1,485 －

業務受託費用 － 5,313

その他 885 75

営業外費用合計 6,314 6,160

経常利益 111,683 220,591

特別利益   

投資有価証券売却益 7,268 60

貸倒引当金戻入額 － 16,061

その他 1,124 －

特別利益合計 8,392 16,122

特別損失   

固定資産除却損 461 438

投資有価証券評価損 － 9,446

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 4,057

特別損失合計 461 13,941

税金等調整前四半期純利益 119,613 222,771

法人税、住民税及び事業税 11,415 24,429

法人税等調整額 2,219 63,519

法人税等合計 13,635 87,949

少数株主損益調整前四半期純利益 － 134,822

少数株主利益又は少数株主損失（△） △1,433 1,151

四半期純利益 107,411 133,671
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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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年６月１日 
 至 平成22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 119,613 222,771

減価償却費 48,734 43,513

固定資産除却損 461 438

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,124 △16,061

賞与引当金の増減額（△は減少） △5,089 △114,361

退職給付引当金の増減額（△は減少） △96,834 17,158

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △99,325 △22,667

受取利息及び受取配当金 △2,315 △8,295

支払利息 3,942 771

投資有価証券評価損 － 9,446

投資有価証券売却損益（△は益） △7,268 △60

為替差損益（△は益） 2,457 479

売上債権の増減額（△は増加） △507,216 △243,217

たな卸資産の増減額（△は増加） △54,864 △117,366

仕入債務の増減額（△は減少） 419,670 273,238

未払金の増減額（△は減少） 15,381 △12,778

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 4,057

その他 15,764 24,633

小計 △148,010 61,699

利息及び配当金の受取額 2,302 8,289

利息の支払額 △3,865 △696

法人税等の支払額 △592 △70,771

営業活動によるキャッシュ・フロー △150,165 △1,478

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 △47,351 △34,042

無形固定資産の取得による支出 △2,653 △1,411

投資有価証券の取得による支出 △1,507 △1,403

投資有価証券の売却による収入 22,632 3,109

保険積立金の解約による収入 104,223 4,561

その他 2,847 △727

投資活動によるキャッシュ・フロー 78,191 △29,913

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） △150,000 －

長期借入金の返済による支出 △105,012 －

配当金の支払額 △40,696 △54,072

その他 △32 △882

財務活動によるキャッシュ・フロー △295,740 △54,955

現金及び現金同等物に係る換算差額 △14,859 △21,155

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △382,573 △107,502

現金及び現金同等物の期首残高 2,742,672 1,841,839

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,360,099 1,734,336
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 該当事項はありません。   

（セグメント情報等） 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

前第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  

 （有形固定資産の減価償却の方法の変更） 

   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。 

  

〔所在地別セグメント情報〕 

前第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。 

  

〔海外売上高〕 

前第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。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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  1,593,217  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

  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  
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〔セグメント情報〕 

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。  

当社グループは、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、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、また、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。 

したがって、当社グループは、表面処理薬品の製造販売及び技術サービスを中心とした「表面処理薬品

事業」と、機械装置の製造販売の「機械装置事業」の２つを報告セグメントとしております。 

  

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６月１日 至平成22年８月31日） 

（単位：千円）

（注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額△180,275千円には、各報告セグメントに配分していない全社費

用△180,995千円及びセグメント間取引719千円を含んでおります。  

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。  

  

（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。   

 該当事項はありません。   

  

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 

表面処理薬品事業 機械装置事業 計 

売上高            

外部顧客への売上高  1,758,516  253,577  2,012,094  －  2,012,094

セグメント間の内部売上高又は
振替高 

 －  －  －  －  －

計  1,758,516  253,577  2,012,094  －  2,012,094

セグメント利益又は損失（△）  390,968  △13,509  377,458  △180,275  197,183

（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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（１）生産、受注及び販売の状況 

  

① 生産実績 

 当第１四半期連結会計期間の生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．金額は販売価格によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

② 商品仕入実績 

 当第１四半期連結会計期間の商品仕入実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．金額は商品仕入価格によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

③ 受注状況 

 機械装置事業において、受注による営業を行っております。 

 （注）１．金額は販売価格によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

４．補足情報

セグメントの名称 製品区分 
当第１四半期連結会計期間 
（自 平成22年６月１日 
至 平成22年８月31日） 

  
前年同四半期比（％）

   

表面処理薬品事業 

プリント配線板処理薬品（千円）  421,615  103.3

電子部品等めっき薬品（千円）  435,348  112.6

受託加工等（千円）   63,926  96.7

   小計（千円）  920,890  107.0

機械装置事業 
 プリント配線板等の製造装置 

 関連機器及びメンテナンス（千円）
 242,375  296.5

合計（千円）  1,163,265  123.4

セグメントの名称 商品区分 
当第１四半期連結会計期間 
（自 平成22年６月１日 
至 平成22年８月31日） 

  
前年同四半期比(％)

  

表面処理薬品事業 
プリント配線板処理薬品（千円）  258,979  96.4

電子部品等めっき薬品（千円）  313,745  98.9

   小計（千円）  572,724  97.7

機械装置事業 
 プリント配線板等の製造装置 

 関連機器及びメンテナンス（千円）
 11,287  162.2

合計（千円）  584,001  98.5

区分 受注高（千円） 前年同四半期比(％) 受注残高（千円） 前年同四半期比(％)

機械装置事業  420,563  116.9  520,679  172.9
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④ 製品販売実績 

 当第１四半期連結会計期間の製品販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．セグメント間の取引については、相殺消去しております。 

       ２．主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。 

３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

セグメントの名称 製品区分 
当第１四半期連結会計期間 
（自 平成22年６月１日 
至 平成22年８月31日） 

  
前年同四半期比(％)

  

表面処理薬品事業 

プリント配線板処理薬品（千円）  856,104  115.1

電子部品等めっき薬品（千円）  837,934  107.0

受託加工等（千円）   64,477  96.9

   小計（千円）  1,758,516  110.4

機械装置事業 
 プリント配線板等の製造装置 

 関連機器及びメンテナンス（千円）
 253,577  270.3

合計（千円）  2,012,094  119.3

相手先 

前第１四半期連結会計期間 
（自 平成21年６月１日 
至 平成21年８月31日）  

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成22年６月１日 
至 平成22年８月31日）  

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 

イワキ株式会社  1,395,718  82.8  1,561,890  77.6
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