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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第2四半期 20,324 46.1 3,019 111.6 2,922 104.8 2,293 133.9
22年3月期第2四半期 13,915 △44.1 1,426 △60.7 1,426 △61.9 980 △63.1

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2四半期 244.79 ―

22年3月期第2四半期 101.62 ―

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2四半期 43,925 32,528 69.9 3,279.34
22年3月期 42,612 31,158 69.2 3,146.17

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  30,723百万円 22年3月期  29,475百万円

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3月期 ― 0.00 ― 55.00 55.00

23年3月期 ― 0.00

23年3月期 
（予想）

― 55.00 55.00

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） 
（％表示は、対前期増減率）

（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

通期 37,220 15.2 5,780 38.7 6,060 41.0 3,910 48.6 417.34



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  有  

（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  無  
（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、四半期財務諸表に
対する四半期レビュー手続は終了しております。 

※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、当社が現時点で入手している情報及び合理的であると判断する前提に基づいたものであ
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。業績予想の前提となる条件等については、【添付資料】３ページ「連結業績予想に関
する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.３「その他の情報」をご覧ください。）

新規 1社 （社名 韓国上村株式会社 ）、 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3月期2Q 9,878,040株 22年3月期  9,878,040株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  509,281株 22年3月期  509,243株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 9,368,772株 22年3月期2Q 9,648,653株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、景気刺激策による個人消費の持続と中国やインド等のアジア

新興国への輸出の拡大に支えられて緩やかに回復しました。エレクトロニクス業界では、パソコンやスマートフォ

ンを中心とした携帯電話などデジタル家電が好調を維持、特にアジア新興国市場での需要の拡大と先進国市場の高

機能な電子機器への買い替え需要の高まりにより好調に推移しました。  

当社グループは、かかる経営環境下で、収益力の更なる向上を目指して、徹底したコスト削減、高付加価値製品

の開発と提案並びに販売活動に注力してまいりました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は203億24百万円（前年同四半期比46.1％増）、営業利益は30億

19百万円（同111.6％増）、経常利益は29億22百万円（同104.8％増）、四半期純利益は22億93百万円（同133.9％

増）となりました。 

セグメント業績は次のとおりであります。なお、前年同四半期比は、参考として記載しております。 

① 表面処理用資材事業 

アジアを中心とした新興国の内需拡大から、当社グループの主要顧客である電子部品業界の需要が旺盛とな

りました。一部ハードディスク（アルミ磁気ディスク）用めっき薬品が在庫調整の反動から大幅減産を余儀な

くされていますが、ＭＰＵ（マイクロプロセッサ）関連めっき薬品やプリント基板用めっき薬品は、パソコン

や高機能携帯電話などの生産拡大を受け好調に推移しました。その結果、ウエイトの高いめっき薬品は、需要

増となり売上を伸ばしました。 

また、工業用化学品、非鉄金属の売上は、景気回復による需要増とＬＭＥニッケル価格の上昇により増加し

ました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は167億67百万円（前年同四半期比47.7％増）、営業利益は

24億82百万円（同83.5％増）となりました。 

② 表面処理用機械事業 

景気回復の兆しから、顧客の設備投資再開の機運が高まり受注活動が活発化してまいりました。特に、中国

を中心にアジア圏での引き合い案件が多くなってきました。国内の需要は依然厳しい状況が続いていますが、

一部の主要顧客において業績回復から積極投資に転じる動きも見られるようになりました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は19億13百万円（前年同四半期比57.2％増）となり、営業利

益は１億23百万円（前年同期は１億97百万円の営業損失）となりました。 

③ めっき加工事業 

めっき加工は、国内は厳しい状況が継続しておりますが、タイの連結子会社では自動車の復調に合わせてプ

ラスチックめっき加工が順調に回復してきました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は14億15百万円（前年同四半期比32.0％増）、営業利益は２

億11百万円（同281.4％増）となりました。 

④ 不動産賃貸事業 

新たに賃貸マンションを建設し事業の拡大に努めましたが、オフィスビルにおける入居率の減少や賃料の低

下に伴い、売上高、営業利益ともに減少しました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は３億86百万円（前年同四半期比0.5％減）、営業利益は１

億95百万円（同13.9％減）となりました。 

なお、上記のセグメントの売上高には、セグメント間の内部売上高又は振替高が含まれております。  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 ① 財政状態の変動の状況 

当第２四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ13億12百万円増加し、439億25百万円とな

りました。主な増加は、現金及び預金の増加６億35百万円、受取手形及び売掛金の増加９億38百万円、主な減少

は、建物及び構築物（純額）の減少３億22百万円であります。 

負債合計は、前連結会計年度末に比べ56百万円減少し、113億97百万円となりました。主な増加は、支払手形及

び買掛金の増加５億49百万円、未払法人税等の増加１億61百万円、主な減少は、設備関係支払手形の減少３億56百

万円、繰延税金負債（固定）の減少３億14百万円であります。 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ13億69百万円増加し、325億28百万円となりました。主な増加は、利益

剰余金の増加17億78百万円であり、主な減少は、為替換算調整勘定の減少４億92百万円であります。 

以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末に比べ0.7％増加し69.9％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 キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結会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２億29百万円増加し、127億99百万円となりました。 

 各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によって獲得した資金は21億59百万円（前年同四半期は16億60百万円の資金の獲得）となりました。こ

れは主に、売上債権の増加額11億８百万円、法人税等の支払額６億76百万円等の資金の使用がありましたが、税金

等調整前四半期純利益29億82百万円、仕入債務の増加額６億36百万円等の資金の獲得があったことによるものであ

ります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動において使用された資金は10億35百万円（前年同四半期は９億38百万円の資金の使用）となりました。

これは主に、定期預金の預入による支出５億28百万円、固定資産の取得による支出６億８百万円があったことによ

るものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動において使用された資金は６億37百万円（前年同四半期は28億56百万円の資金の使用）となりました。

これは主に、配当金の支払額５億15百万円があったこと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 

個別の業績予想につきましては、パソコンや高機能携帯電話などの生産拡大を受けて、めっき薬品の販売が好調

に推移しております。また、表面処理用機械事業では、依然として先行きは不透明であるものの、企業収益の改善

に伴う顧客の積極的な設備投資によって受注環境が改善されました。 

これにより、本日(平成22年11月12日)発表しました「平成23年３月期第２四半期累計期間(個別)業績予想と実績

値との差異および個別の通期業績予想の修正に関するお知らせ」におきまして、平成23年３月期通期の個別業績予

想を上方修正いたしました。 

一方、連結業績予想につきましては、海外市場における価格競争の激化やヨーロッパの財政危機に伴う顧客の在

庫調整の影響もあり、海外連結子会社の業績が当初予想を下回る見込みであり、また、国内連結子会社のめっき加

工事業につきましても非常に厳しい受注環境が継続しております。 

これらにより、連結業績につきましては、平成22年５月14日に公表しました業績予想から変更はありません。 

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

当第２四半期連結会計期間より、新たに設立した韓国上村株式会社を連結の範囲に含めております。 

  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

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 会計処理基準に関する事項の変更  

（資産除去債務に関する会計基準の適用） 

 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。 

 なお、これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。  

② 表示方法の変更  

（四半期連結損益計算書） 

 「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２四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。 

  

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２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 15,804,307 15,168,479

受取手形及び売掛金 10,368,209 9,429,966

有価証券 21,891 24,253

商品及び製品 1,493,228 1,348,183

仕掛品 502,039 633,867

原材料及び貯蔵品 945,417 789,254

繰延税金資産 266,846 220,823

その他 501,921 429,502

貸倒引当金 △25,303 △27,977

流動資産合計 29,878,558 28,016,355

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 14,705,978 14,801,856

減価償却累計額 △7,617,464 △7,391,166

建物及び構築物（純額） 7,088,514 7,410,690

機械装置及び運搬具 6,020,762 6,378,964

減価償却累計額 △4,610,516 △4,791,625

機械装置及び運搬具（純額） 1,410,245 1,587,339

土地 2,770,602 2,797,777

リース資産 25,531 18,018

減価償却累計額 △13,200 △11,562

リース資産（純額） 12,331 6,455

建設仮勘定 135,918 74,225

その他 2,808,493 2,770,150

減価償却累計額 △2,263,781 △2,199,826

その他（純額） 544,711 570,324

有形固定資産合計 11,962,323 12,446,812

無形固定資産 222,167 232,791

投資その他の資産   

投資有価証券 824,407 883,932

長期貸付金 18,664 20,359

繰延税金資産 65,980 76,768

長期預金 600,000 600,000

その他 381,090 364,928

貸倒引当金 △27,660 △29,017

投資その他の資産合計 1,862,483 1,916,971

固定資産合計 14,046,974 14,596,574

資産合計 43,925,532 42,612,930
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,315,923 4,766,346

短期借入金 783,517 843,370

1年内返済予定の長期借入金 55,500 100,352

リース債務 3,970 2,010

未払法人税等 948,410 787,126

賞与引当金 186,248 142,254

役員賞与引当金 26,900 53,800

設備関係支払手形 7,582 364,478

繰延税金負債 3,288 7,163

その他 1,272,107 1,273,226

流動負債合計 8,603,451 8,340,130

固定負債   

長期借入金 293,690 326,050

長期預り保証金 592,727 611,774

リース債務 7,396 2,848

繰延税金負債 1,472,378 1,787,115

退職給付引当金 236,631 198,414

役員退職慰労引当金 144,577 136,877

負ののれん 10,370 11,753

その他 36,103 38,982

固定負債合計 2,793,874 3,113,815

負債合計 11,397,326 11,453,945

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,336,936 1,336,936

資本剰余金 1,644,653 1,644,653

利益剰余金 32,564,971 30,786,844

自己株式 △2,070,411 △2,070,266

株主資本合計 33,476,150 31,698,168

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 214,372 252,431

為替換算調整勘定 △2,967,134 △2,474,799

評価・換算差額等合計 △2,752,762 △2,222,368

少数株主持分 1,804,819 1,683,184

純資産合計 32,528,206 31,158,984

負債純資産合計 43,925,532 42,612,930

上村工業㈱ (4966) 平成23年３月期第２四半期決算短信



（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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 13,915,970 20,324,375

売上原価 9,216,707 13,932,750

売上総利益 4,699,263 6,391,625

販売費及び一般管理費 3,272,521 3,372,439

営業利益 1,426,742 3,019,186

営業外収益   

受取利息 30,654 27,307

受取配当金 8,099 9,101

有価物回収益 27,358 38,756

その他 51,826 29,025

営業外収益合計 117,938 104,190

営業外費用   

支払利息 23,922 17,375

売上割引 1,279 2,362

為替差損 66,993 148,822

その他 25,708 32,225

営業外費用合計 117,904 200,786

経常利益 1,426,776 2,922,590

特別利益   

固定資産売却益 2,509 1,947

投資有価証券売却益 － 100,165

特別利益合計 2,509 102,113

特別損失   

固定資産除売却損 8,749 42,617

投資有価証券評価損 11,786 －

特別損失合計 20,535 42,617

税金等調整前四半期純利益 1,408,749 2,982,086

法人税、住民税及び事業税 191,413 858,042

法人税等調整額 119,830 △330,289

法人税等合計 311,244 527,753

少数株主損益調整前四半期純利益 － 2,454,333

少数株主利益 117,032 160,922

四半期純利益 980,472 2,293,410
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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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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 1,408,749 2,982,086

減価償却費 649,184 604,611

貸倒引当金の増減額（△は減少） 33,412 △1,554

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △27,250 △26,900

退職給付引当金の増減額（△は減少） 11,693 42,482

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △7,470 7,700

受取利息及び受取配当金 △38,753 △36,408

支払利息 23,922 17,375

有価証券評価損益（△は益） － 1,455

投資有価証券売却損益（△は益） － △100,165

投資有価証券評価損 11,786 －

固定資産除売却損益（△は益） 6,239 40,669

売上債権の増減額（△は増加） 3,108 △1,108,759

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,043,790 △250,169

仕入債務の増減額（△は減少） △626,732 636,667

その他 △385,680 7,893

小計 2,106,003 2,816,984

利息及び配当金の受取額 41,254 35,842

利息の支払額 △24,574 △16,960

法人税等の支払額 △462,675 △676,551

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,660,008 2,159,315

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △1,136,078 △528,513

定期預金の払戻による収入 528,539 12,740

長期預金の預入による支出 △500,000 －

長期預金の払戻による収入 500,000 －

固定資産の取得による支出 △359,385 △608,850

固定資産の売却による収入 11,276 3,488

投資有価証券の取得による支出 △4,542 △4,564

投資有価証券の売却による収入 － 101,845

投資有価証券の償還による収入 130 130

子会社株式の売却による収入 － 20,800

貸付けによる支出 △21,883 △5,414

貸付金の回収による収入 20,654 6,282

その他 23,276 △33,269

投資活動によるキャッシュ・フロー △938,012 △1,035,325

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） △165,267 △55,982

長期借入金の返済による支出 △81,832 △66,136

自己株式の取得による支出 △1,992,223 △145

子会社の自己株式の取得による支出 △75,605 －

配当金の支払額 △542,004 △515,283

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,856,932 △637,547

現金及び現金同等物に係る換算差額 201,431 △256,513

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,933,505 229,929

現金及び現金同等物の期首残高 13,007,605 12,569,633

現金及び現金同等物の四半期末残高 11,074,099 12,799,562
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該当事項はありません。 

  

〔事業の種類別セグメント情報〕  

前第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、製品及び商品等の種類、性質等を勘案して区分しております。  

２．各事業の主要な製品及び商品等 

(1) 表面処理用資材事業   アルミ磁気ディスク用めっき薬品、プリント基板用めっき薬品、工業用化

学品、非鉄金属 

(2) 表面処理用機械事業   アルミ磁気ディスク用めっき機械、プリント基板用めっき機械 

(3) 不動産賃貸事業     オフィスビル及びマンションの賃貸 

(4) その他事業       めっき加工、ロイヤルティー収入 

〔所在地別セグメント情報〕  

前第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．国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域  

(1) 国又は地域の区分方法……………地理的近接度による。 

(2) 各区分に属する主な国又は地域 

北米地域 ：米国 

アジア地域：台湾、シンガポール、マレーシア、中国、タイ 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
表面処理用資
材事業 

（千円） 

表面処理用
機械事業 
（千円） 

不動産賃貸
事業 
（千円） 

その他事業
(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 
 11,230,031 1,214,149 388,367 1,083,422  13,915,970  － 13,915,970

(2）セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 122,659 2,905 － －  125,564 (125,564) －

計  11,352,690 1,217,054 388,367 1,083,422  14,041,535 (125,564) 13,915,970

営業利益(△は営業損失)  1,352,647 △197,067 226,417 44,745  1,426,742  － 1,426,742

  
日本 

（千円） 
北米地域
（千円） 

アジア地域
（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 
 8,182,241  1,033,566  4,700,162  13,915,970  －  13,915,970

(2）セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 1,841,706  30  215,408  2,057,146 (2,057,146)  －

計  10,023,948  1,033,597  4,915,571  15,973,117 (2,057,146)  13,915,970

営業利益(△は営業損失)  836,330  △23,684  557,513  1,370,159  56,582  1,426,742
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〔海外売上高〕  

前第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．国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

(1) 国又は地域の区分方法……………地理的近接度による。 

(2) 各区分に属する主な国又は地域 

北米地域 ：米国 

アジア地域：台湾、シンガポール、中国、韓国、タイ、フィリピン、マレーシア、インドネシア 

その他地域：ドイツ、オーストラリア 

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の合計額（ただし、連結会

社間の内部売上高を除く）であります。 

  北米地域 アジア地域 その他地域 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  1,033,597  5,686,183  52,333  6,772,114

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  13,915,970

Ⅲ 連結売上高に占める海外 

売上高の割合（％） 
 7.4  40.9  0.4  48.7
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〔セグメント情報〕  

１．報告セグメントの概要 

当第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日） 

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・商品及びサービスの種類別、性質別に販売体制を置き、取り扱う製・商品及びサービスについて

国内及び海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

したがって、当社は、製・商品及びサービスの種類別、性質別のセグメントから構成されており、「表面処理

用資材事業」、「表面処理用機械事業」、「めっき加工事業」、「不動産賃貸事業」の４つを報告セグメントと

しております。 

「表面処理用資材事業」は、プリント基板用めっき薬品、アルミ磁気ディスク用めっき薬品、工業用化学品、

非鉄金属を主に販売しております。「表面処理用機械事業」は、プリント基板用めっき機械、アルミ磁気ディス

ク用めっき機械を主に販売しております。「めっき加工事業」は、プラスチックのめっき加工、プリント基板の

めっき加工等を行っております。「不動産賃貸事業」は、オフィスビル及びマンションの賃貸を行っておりま

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２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日） 

 （単位：千円）

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ロイヤルティ収入を含んで

おります。 

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一致しております。   

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 

当第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日）  

該当事項はありません。 

（追加情報） 

 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

その他

（注）１ 
合計 調整額 

四半期連結

損益計算書

計上額 
（注）２

表面処理用

資材事業 
表面処理用

機械事業 
めっき加工

事業  
不動産賃貸

事業 
計

売上高                 

外部顧客への売上

高 
 16,612,391  1,902,322  1,415,555  386,518  20,316,787  7,588  20,324,375  －  20,324,375

セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

 155,490  11,413  269  －  167,173  －  167,173  △167,173  －

計  16,767,882  1,913,735  1,415,824  386,518  20,483,960  7,588  20,491,548  △167,173  20,324,375

セグメント利益  2,482,404  123,859  211,251  195,022  3,012,537  6,648  3,019,186  －  3,019,186

（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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