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1.  平成23年5月期第2四半期の連結業績（平成22年6月1日～平成22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 ％

23年5月期第2四半期 4,006 16.2 292 111.4 312 44.6 167 △59.2
22年5月期第2四半期 3,447 △22.8 138 △5.4 215 16.3 410 ―

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2四半期 23.72 ―
22年5月期第2四半期 55.00 ―

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2四半期 9,253 6,231 66.3 980.99
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2四半期  6,133百万円 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 ― 8.00
23年5月期 

（予想）
― 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、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 8,420 18.2 780 102.9 830 80.7 590 4.8 83.53



(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  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報告書の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報告書のレビュー手続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 
１．平成22年7月14日に公表致しました連結業績予想は、自己株式数の変動に伴い１株当たり当期純利益につき変更しており、その他の業績予想数値は
変更しておりません。 
２．上記に記載した予想数値は、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「連結業績予想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」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2Q 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2Q 1,227,622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2Q 7,063,002株 22年5月期2Q 7,470,508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わが国経済は、中国をはじめとする新興国などの外需主導で景気は緩やかに

持ち直してきた感があったものの、急速な円高や世界経済の減速により輸出環境が悪化し輸出や生産がやや鈍化し

てきており、先行き不透明な状況が続いています。 

 当業界におきましては、電子部品関連市場が家電エコポイント制度の縮小による薄型テレビの駆け込み需要で好

調なものの、エコカー補助金打ち切りにより車載関連部品は減産局面に入り、厳しい状況になりつつあります。 

 このような環境下にあって当社グループは、国内、海外とも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を目指し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。 

 その結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は40億６百万円（前年同四半期比16.2％増）営業利益２億９千２

百万円（同111.4％増）、経常利益３億１千２百万円（同44.6％増）、四半期純利益は１億６千７百万円（同

59.2％減）となりました。 

  

 当第２四半期連結累計期間におけるセグメントの状況は次の通りであります。 

  

＜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事業の売上高は33億１千２百万円（前年同四半期比4.2％増）、セグメン

ト利益は６億６千７百万円（同25.0％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添加剤の出荷が好調に

推移いたしました。 

 その結果、売上高は16億４千万円（同6.2％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、海外向け半導体関連薬品が好調でありましたが、当社主力製品であるチ

ップ部品用すずめっき添加剤は、国内外の生産調整もあり、売上高が伸び悩みました。 

 その結果、売上高は15億５千４百万円（同3.2％増）となりました。 

（受託加工等） 

 受託加工等の売上高は１億１千７百万円（同7.5％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、企業収益の低迷による設備投資の抑制が継続されており厳しい状況で推移いたし

ましたが、新たなビジネス展開を図るべく、新製品の開発や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。 

 その結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は６億９千４百万円（前年同四半期比157.3％増）、セグメント

利益は１千２百万円（前年同四半期は７千８百万円の営業損失）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 

① 資産、負債及び純資産の状況  

（資産）  

 流動資産は、前連結会計年度末に比べて４千７百万円減少し56億１千６百万円となりました。これは主に、現金

及び預金の減少３億５千２百万円、受取手形及び売掛金の増加１億８千６百万円、商品及び製品の増加１億１千万

円、親会社株式の増加３千２百万円によるものです。 

 固定資産は、前連結会計年度末に比べて１億４千３百万円減少し36億３千６百万円となりました。これは主に、

土地の売却による減少６千１百万円、その他投資の減少７千万円によるものです。 

（負債）  

 流動負債は、前連結会計年度末に比べて２億２千１百万円増加し20億９千４百万円となりました。これは主に、

支払手形及び買掛金の増加２億４千８百万円、その他の流動負債の増加９千７百万円、短期借入金の減少１億円に

よるものです。 

 固定負債は、前連結会計年度末に比べて２千２百万円減少し９億２千７百万円となりました。これは主に、社債

の減少２千５百万円、役員退職慰労引当金の減少９千１百万円、その他の固定負債の増加７千万円によるもので

す。 

（純資産）  

 純資産は、前連結会計年度末に比べて３億９千万円減少し62億３千１百万円となりました。これは主に、利益剰

余金の増加１億７百万円、自己株式取得による減少４億８千７百万円によるものです。 

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

２億５千２百万円減少し15億８千９百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動により増加した資金は３億２千４百万円（前年同四半期は１億７千７百万円の減少）となりました。こ

れは主に税金等調整前四半期純利益２億８千５百万円、減価償却費８千８百万円、仕入債務の増加２億５千６百万

円による増加と、売上債権の増加１億９千３百万円、たな卸資産の増加１億３千８百万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） 

 投資活動により増加した資金は１億２千２百万円（前年同四半期は１億５千６百万円の増加）となりました。こ

れは主に定期預金の減少による収入１億円、保険積立金の解約による収入８千７百万円、有形固定資産の売却によ

る収入４千４百万円による増加と有形固定資産の取得による支出１億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６億７千６百万円（前年同四半期は６億１千７百万円の減少）となりました。こ

れは短期借入金の返済による支出１億円、社債の償還による支出２千５百万円、自己株式の取得による支出４億９

千２百万円、配当金の支払５千９百万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 

 業績予想につきましては、当第２四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  

    該当事項はありません。 

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  

  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  

 （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、第１四半期連結会計期間より、「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。
  
（四半期連結キャッシュ・フロー計算書）  

 財務活動によるキャッシュ・フローの「自己株式の取得による支出」は、前第２四半期連結累計期間は「その

他」に含めておりましたが、金額的重要性が増したため、区分掲記しております。 

 なお、前第２四半期連結累計期間の「その他」に含まれている「自己株式の取得による支出」は△114千円で

あります。 

  

（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２四半期連結会計期間末
(平成22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22年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,671,387 2,023,887

受取手形及び売掛金 3,015,177 2,828,811

親会社株式 32,931 －

商品及び製品 485,895 375,012

仕掛品 136,495 111,578

原材料及び貯蔵品 120,734 124,083

繰延税金資産 86,628 102,867

その他 72,844 102,092

貸倒引当金 △5,229 △3,860

流動資産合計 5,616,865 5,664,474

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 844,342 839,851

機械装置及び運搬具（純額） 314,399 285,639

土地 1,729,986 1,790,986

その他（純額） 103,605 94,158

有形固定資産合計 2,992,334 3,010,634

無形固定資産   

ソフトウエア 39,254 49,215

その他 6,174 6,222

無形固定資産合計 45,428 55,437

投資その他の資産   

投資有価証券 25,925 74,972

繰延税金資産 420,463 430,931

その他 233,040 303,897

貸倒引当金 △80,950 △95,761

投資その他の資産合計 598,479 714,039

固定資産合計 3,636,241 3,780,112

資産合計 9,253,107 9,444,587
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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22年５月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,434,281 1,185,323

短期借入金 － 100,000

1年内償還予定の社債 50,000 50,000

未払法人税等 96,261 85,236

賞与引当金 144,441 181,448

製品保証引当金 11,378 9,884

その他 357,865 260,467

流動負債合計 2,094,227 1,872,359

固定負債   

社債 125,000 150,000

退職給付引当金 688,251 665,391

役員退職慰労引当金 34,076 125,567

その他 80,484 9,636

固定負債合計 927,812 950,596

負債合計 3,022,040 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 5,166,531 5,058,725

自己株式 △494,053 △6,926

株主資本合計 6,262,843 6,642,164

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △2,602 △14,763

為替換算調整勘定 △126,673 △110,451

評価・換算差額等合計 △129,275 △125,214

少数株主持分 97,499 104,681

純資産合計 6,231,067 6,621,631

負債純資産合計 9,253,107 9,444,587
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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21年６月１日 
 至 平成21年11月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年６月１日 
 至 平成22年11月30日) 

売上高 3,447,750 4,006,720

売上原価 2,146,473 2,473,531

売上総利益 1,301,276 1,533,188

販売費及び一般管理費 1,162,703 1,240,209

営業利益 138,572 292,979

営業外収益   

受取利息 530 180

受取配当金 2,075 8,165

保険解約返戻金 33,929 4,414

業務受託手数料 12,900 10,250

その他 38,108 15,554

営業外収益合計 87,544 38,564

営業外費用   

支払利息 6,239 1,325

自己株式取得費用 － 5,000

業務受託費用 － 10,298

その他 4,013 2,813

営業外費用合計 10,253 19,437

経常利益 215,864 312,106

特別利益   

投資有価証券売却益 17,278 60

貸倒引当金戻入額 － 14,811

保険解約返戻金 － 8,327

特別利益合計 17,278 23,199

特別損失   

固定資産除却損 3,718 2,350

固定資産売却損 － 16,415

投資有価証券評価損 104 27,098

貸倒引当金繰入額 10,326 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 4,057

その他 2,488 －

特別損失合計 16,637 49,921

税金等調整前四半期純利益 216,505 285,385

法人税、住民税及び事業税 22,413 84,980

法人税等調整額 △208,890 32,250

法人税等合計 △186,477 117,231

少数株主損益調整前四半期純利益 － 168,153

少数株主利益又は少数株主損失（△） △7,920 588

四半期純利益 410,902 167,564
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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21年９月１日 
 至 平成21年11月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年９月１日 
 至 平成22年11月30日) 

売上高 1,761,164 1,994,626

売上原価 1,066,303 1,261,330

売上総利益 694,861 733,295

販売費及び一般管理費 616,179 637,499

営業利益 78,681 95,795

営業外収益   

受取利息 150 50

受取配当金 139 －

業務受託手数料 6,150 4,100

その他 22,998 4,846

営業外収益合計 29,439 8,996

営業外費用   

支払利息 2,296 554

自己株式取得費用 － 5,000

業務受託費用 － 4,985

その他 1,642 2,737

営業外費用合計 3,939 13,276

経常利益 104,181 91,515

特別利益   

投資有価証券売却益 10,010 －

保険解約返戻金 － 8,327

その他 △1,124 △1,250

特別利益合計 8,886 7,077

特別損失   

固定資産売却損 － 16,415

固定資産除却損 3,256 1,912

投資有価証券評価損 104 17,652

貸倒引当金繰入額 10,326 －

その他 2,488 －

特別損失合計 16,175 35,980

税金等調整前四半期純利益 96,891 62,613

法人税、住民税及び事業税 10,997 60,550

法人税等調整額 △211,109 △31,268

法人税等合計 △200,112 29,282

少数株主損益調整前四半期純利益 － 33,331

少数株主損失（△） △6,486 △562

四半期純利益 303,490 33,893
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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６月１日 
 至 平成21年11月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年６月１日 
 至 平成22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 216,505 285,385

減価償却費 103,367 88,485

固定資産除却損 3,718 2,350

固定資産売却損益（△は益） － 16,415

貸倒引当金の増減額（△は減少） 11,226 △13,442

賞与引当金の増減額（△は減少） 112,835 △36,932

退職給付引当金の増減額（△は減少） △82,163 25,031

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △90,714 △22,704

受取利息及び受取配当金 △2,606 △8,346

支払利息 6,239 1,325

保険解約返戻金 － △8,327

自己株式取得費用 － 5,000

投資有価証券評価損 104 27,098

投資有価証券売却損益（△は益） △17,278 △60

為替差損益（△は益） 3,107 3,898

売上債権の増減額（△は増加） △741,520 △193,943

たな卸資産の増減額（△は増加） △132,835 △138,558

仕入債務の増減額（△は減少） 433,660 256,042

未払金の増減額（△は減少） △91,463 37,945

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 4,057

その他 6,643 57,703

小計 △261,172 388,424

利息及び配当金の受取額 2,522 8,349

利息の支払額 △6,204 △1,325

法人税等の還付額 88,134 －

法人税等の支払額 △645 △70,783

営業活動によるキャッシュ・フロー △177,364 324,664

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） 72,622 100,047

有形固定資産の取得による支出 △79,926 △100,491

有形固定資産の売却による収入 － 44,584

無形固定資産の取得による支出 △3,622 △1,411

投資有価証券の取得による支出 △2,705 △2,457

投資有価証券の売却による収入 63,272 3,175

保険積立金の解約による収入 103,722 87,439

その他 3,017 △8,495

投資活動によるキャッシュ・フロー 156,380 122,390

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 △100,000

長期借入金の返済による支出 △380,012 －

社債の償還による支出 △25,000 △25,000

自己株式の取得による支出 － △492,126

配当金の支払額 △45,191 △59,592

少数株主への配当金の支払額 △16,800 －

その他 △114 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △617,118 △676,719

現金及び現金同等物に係る換算差額 △36,463 △22,787

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △674,565 △252,452

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 2,068,107 1,589,387
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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  

 （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。 

  

〔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。 

  

〔海外売上高〕 

前第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。 

（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  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

  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  
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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２四半期連結累計期間（自平成22年６月１日 至平成22年11月30日） 

（単位：千円）

（注）１．セグメント利益の調整額△387,055千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△387,822千円

及びセグメント間取引767千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） 

 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。  

 当社は、平成22年10月７日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される 

同法第156条の規定に基づき自己株式を取得すること及びその具体的な取得方法について決議し、平成22年10月 

８日に自己株式1,215千株を486,000千円で取得いたしました。 

  

  

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  3,312,648  694,072  4,006,720  －  4,006,720

セグメント間の内部売上高又は
振替高 

 －  11,280  11,280  △11,280  －

計  3,312,648  705,352  4,018,001  △11,280  4,006,720

セグメント利益  667,211  12,822  680,034  △387,055  292,979

（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２四半期連結累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２四半期連結累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２四半期連結累計期間 
（自 平成22年６月１日 
至 平成22年11月30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）  837,644  104.3

電子部品等めっき薬品（千円）  867,994  112.5

受託加工等（千円）   116,652  92.3

   小計（千円）  1,822,291  107.1

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）
 666,560  272.4

合計（千円）  2,488,851  127.9

セグメントの名称 商品区分 
当第２四半期連結累計期間 
（自 平成22年６月１日 
至 平成22年11月30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）  569,858  106.2

電子部品等めっき薬品（千円）  508,086  93.1

   小計（千円）  1,077,944  99.6

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）
 31,898  224.2

合計（千円）  1,109,842  101.2

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  323,464  68.1  353,505  147.0
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④ 販売実績 

当第２四半期連結累計期間の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２四半期連結累計期間 
（自 平成22年６月１日 
至 平成22年11月30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）  1,640,639  106.2

電子部品等めっき薬品（千円）  1,554,344  103.2

受託加工等（千円）   117,664  92.5

   小計（千円）  3,312,648  104.2

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）
 694,072  257.3

合計（千円）  4,006,720  116.2

相手先 

前第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） 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成22年６月１日 
至 平成22年11月30日） 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 

イワキ株式会社  2,821,930  81.8  2,930,626  73.1
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