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1.  平成22年2月期第2四半期の連結業績（平成21年3月1日～平成21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 ％

22年2月期第2四半期 4,890 ― 207 ― 179 ― 52 ―
21年2月期第2四半期 5,119 11.3 428 39.1 426 39.6 178 38.6

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2月期第2四半期 7.29 ―
21年2月期第2四半期 24.82 ―

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2月期第2四半期 12,133 6,149 50.6 850.69
21年2月期 12,183 6,188 50.7 857.29

（参考） 自己資本   22年2月期第2四半期  6,134百万円 21年2月期  6,182百万円

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2月期 ― ― ― 20.00 20.00
22年2月期 ― ―
22年2月期 

（予想）
― 15.00 15.00

3.  平成22年2月期の連結業績予想（平成21年3月1日～平成22年2月28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  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 10,421 2.9 535 △31.4 418 △41.1 217 △20.1 30.11
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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  有  
（注）詳細は５ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご参照下さい。 

(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６ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご参照下さい。 

(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 
１．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基
準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
２．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および合理的であると判断する一定の前提に基づいてお
り、実際の業績数値等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 

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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年2月期第2四半期 7,407,800株 21年2月期  7,407,800株
② 期末自己株式数 22年2月期第2四半期  196,600株 21年2月期  196,600株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年2月期第2四半期 7,211,200株 21年2月期第2四半期 7,211,200株
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当第２四半期連結累計期間（平成21年３月1日～平成21年８月31日）におけるわが国経済は、一部で景気に底入

れの兆しが見られ始めたものの、企業収益が大幅に悪化する中、在庫調整や設備投資の減少に加え雇用悪化に伴う

個人消費の低迷等により、依然として厳しい状況が継続推移しました。  

この様な状況の中で、当社グループは、得意先への取引深耕に努める一方、原価低減や合理化を推進いたしまし

たが、当第２四半期連結累計期間における業績は、売上高は4,890百万円（前年同期比4.5％減）、営業利益は207

百万円（同51.5％減）、経常利益は179百万円(同57.9％減）、また「棚卸資産の評価に関する会計基準」適用に伴

う棚卸資産評価損55百万円を特別損失に計上したことなどから四半期純利益は52百万円（同70.6％減）となり、前

年同期に比べ減収減益になりました。 

   

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。 

なお、各セグメントの営業損益は、各セグメントに配賦することが困難な本社管理部門に係る営業費用等を控除

する前のものであります。 

①放電加工 

景気低迷の影響を受け、自動車、医療用機器関連等の受注は減少しましたが、産業用ガスタービン部品加工

は、計画通りに推移したことにより、放電加工全体で増収となりました。営業利益は岡山工場の新設（11月稼動

予定）に伴う人員の増加等による固定費の増加により減益となりました。 

 その結果、売上高は2,458百万円（同2.9％増）、営業利益は398百万円（同9.9％減）となりました。 

②金型 

アルミ押出用金型は、住宅建材や自動車関連の低迷で売上が減少しております。またセラミックスハニカム押

出用金型等も内外の自動車生産台数の大幅な減少により、減収を余儀なくされました。このため、金型全体では

減収となり、営業利益も大幅な減益となりました。 

 その結果、売上高は1,229百万円（同25.8％減）、営業利益は157百万円（同51.5％減）となりました。 

③表面処理 

自動車関連等は生産台数減少の影響を受け大幅な減収となりました。営業利益は、減収に伴うものの他、一昨

年より続けてきた設備投資等のコスト増も利益を圧迫し、表面処理全体では大幅な減益となりました。 

 その結果、売上高548百万円（同26.3％減）、営業損失46百万円（前年同期は102百万円の営業利益）となりま

した。 

④機械装置等 

自動車部品加工では、自動車生産台数減少の影響を受け受注数量が減少し、売上高は減少しましたが、機械装

置では、電解加工専用機の納入がほぼ計画通りに推移したことから増収となり、機械装置等全体でも前年同期比

増収増益となりました。 

その結果、売上高653百万円（同99.6％増）、営業利益31百万円（前年同期は59百万円の営業損失）となりま

した。 

  

なお、連結経営成績に関する定性的情報の前年同期比は参考として記載しております。 

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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①資産、負債及び純資産の状況 

（資産）  

当第２四半期連結会計期間末の流動資産は、前連結会計年度末に比べ281百万円減少し、4,477百万円となりまし

た。その主な要因は、現金及び預金の減少143百万円、受取手形及び売掛金の減少141百万円によるものです。固定

資産は前連結会計年度末に比べ232百万円増加し、7,655百万円となりました。その主な要因は、工場建設等に伴う

建設仮勘定の増加390百万円、投資有価証券の増加71百万円、建物及び構築物の減少75百万円、機械装置及び運搬

具の減少78百万円、無形固定資産の減少47百万円によるものであります。 

 （負債） 

当第２四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ10百万円減少し5,984百万円となりまし

た。その主な要因は、支払手形及び買掛金の増加78百万円、借入金の増加178百万円、未払法人税等の減少129百万

円、賞与引当金の減少11百万円によるものであります。 

（純資産） 

当第２四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べ39百万円減少し、6,149百万円となりまし

た。その主な要因は、利益剰余金の減少91百万円、評価・換算差額等の増加44百万円、新株予約権の増加８百万円

によるものであります。 

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連結ベースの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143百万円減少し、552百万円となりました。その主な内訳は、営業活動による資金の増加354百万

円、投資活動による資金の減少530百万円、財務活動による資金の増加32百万円であり、当第２四半期連結累計期

間における各キャッシュ・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）  

営業活動の結果得られた資金は、354百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益97百万円、

減価償却費270百万円、仕入債務の増加額78百万円、売上債権の減少額142百万円、棚卸資産の増加額33百万円、法

人税等の支払額174百万円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）  

投資活動の結果使用した資金は、530百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出563百万

円、有形固定資産及び無形固定資産の売却による収入25百万円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）  

財務活動の結果得られた資金は、32百万円となりました。これは主に、短期借入金の増加額（純額）79百万円、

長期借入金の増加額（純額）97百万円、配当金の支払による支出が144百万円あったことによるものであります。 

  

  

平成22年２月期第２四半期累計期間の業績予想につきましては、平成21年６月23日に公表いたしました業績予想を修

正しております。詳細につきましては、平成21年９月28日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照くだ

さい。  

 なお、上記予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後

の様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。  

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
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該当事項はありません。  

  

  

１．簡便な会計処理  

 ①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認

められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

 ②固定資産の減価償却費の算出方法 

 定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算出する方法

によっております。 

 ③繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等の著しい変化が生じて

おらず、かつ、一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度末において使

用した将来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。  

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

 税金費用の計算 

 税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計

適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

 なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。 

  

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
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①四半期財務諸表に関する会計基準の適用  

 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務

諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

 なお、四半期連結財務諸表は「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20年８月７日 内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号のただし書きにより、改正後の四半期

連結財務諸表規則に基づいて作成しております。  

②棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

 第１四半期連結会計期間から「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５

日公表分 企業会計基準第９号）を適用し、評価基準については、主として総平均法及び個別法による原価法

から主として総平均法及び個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価の切下

げの方法）に変更しております。 

 これにより、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益は19百

万円減少し、税金等調整前四半期純利益は74百万円減少しております。 

③「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用  

 「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第18号 平成18

年５月17日）を第１四半期連結会計期間から適用しております。 

 これにより従来の方法によった場合と比べて、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

影響は軽微であります。 

④リース取引に関する会計基準の適用 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月17日 終改正平成

19年３月30日 企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会

平成６年１月18日 終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号）が平成20年４月１日以降開始

する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができるようになったことに伴い、第１四半期

連結会計期間から適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 

 また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法についてはリース期間を

耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法を採用しております。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の

賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引続き採用しております。 

 これにより従来の方法に比べ、リース資産が有形固定資産に14,274千円計上され、またリース債務が流動負

債に7,116千円、固定負債に7,157千円、それぞれ計上されておりますが、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。  

  

（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21年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 682,698 825,962

受取手形及び売掛金 2,977,539 3,119,306

たな卸資産 － 645,453

製品 13,393 －

仕掛品 405,126 －

原材料及び貯蔵品 205,147 －

繰延税金資産 164,992 164,812

その他 45,083 20,320

貸倒引当金 △16,212 △16,819

流動資産合計 4,477,769 4,759,035

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,978,163 2,053,838

機械装置及び運搬具（純額） 1,056,929 1,134,993

土地 2,902,285 2,902,285

リース資産（純額） 14,274 －

建設仮勘定 505,597 115,036

その他（純額） 178,852 186,703

有形固定資産合計 6,636,103 6,392,857

無形固定資産   

ソフトウエア 24,872 29,229

その他 8,836 52,206

無形固定資産合計 33,708 81,435

投資その他の資産   

投資有価証券 319,437 247,790

繰延税金資産 422,943 441,230

その他 263,276 281,619

貸倒引当金 △19,620 △20,898

投資その他の資産合計 986,036 949,741

固定資産合計 7,655,848 7,424,034

資産合計 12,133,618 12,183,069
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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21年２月28日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,019,878 941,261

短期借入金 1,747,300 1,736,162

未払法人税等 56,762 185,898

リース債務 7,116 －

賞与引当金 205,900 217,600

役員賞与引当金 7,680 11,460

工場移転費用引当金 40,090 40,090

事業撤退損失引当金 3,629 4,687

その他 459,105 637,032

流動負債合計 3,547,463 3,774,191

固定負債   

長期借入金 1,608,491 1,441,000

リース債務 7,157 －

退職給付引当金 710,805 663,978

役員退職慰労引当金 110,145 114,582

その他 － 391

固定負債合計 2,436,599 2,219,951

負債合計 5,984,063 5,994,143

純資産の部   

株主資本   

資本金 889,190 889,190

資本剰余金 766,634 766,634

利益剰余金 4,646,713 4,738,393

自己株式 △131,877 △131,877

株主資本合計 6,170,660 6,262,340

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 15,741 △10,009

為替換算調整勘定 △51,877 △70,236

評価・換算差額等合計 △36,135 △80,245

新株予約権 15,030 6,832

純資産合計 6,149,555 6,188,926

負債純資産合計 12,133,618 12,183,069
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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）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 

 至 平成21年８月31日) 

売上高 4,890,692

売上原価 3,742,538

売上総利益 1,148,153

販売費及び一般管理費  

運搬費 35,637

給料 269,288

賞与引当金繰入額 58,396

役員賞与引当金繰入額 7,680

退職給付費用 27,022

役員退職慰労引当金繰入額 5,562

株式報酬費用 5,619

旅費及び交通費 49,967

減価償却費 26,300

研究開発費 54,884

その他 400,013

販売費及び一般管理費合計 940,373

営業利益 207,780

営業外収益  

受取利息 2,052

受取配当金 1,118

受取割引料 2,080

受取賃貸料 2,217

為替差益 376

持分法による投資利益 15,864

その他 5,209

営業外収益合計 28,918

営業外費用  

支払利息 28,248

賃貸費用 2,467

シンジケートローン手数料 12,600

債権売却損 9,235

その他 4,576

営業外費用合計 57,128

経常利益 179,570

特別利益  

貸倒引当金戻入額 870

固定資産売却益 53

特別利益合計 923

特別損失  

固定資産売却損 26,175

固定資産除却損 632

たな卸資産評価損 55,786

特別損失合計 82,594

税金等調整前四半期純利益 97,900

法人税等 45,355
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（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 

 至 平成21年８月31日) 

四半期純利益 52,544
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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）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 

 至 平成21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 97,900

減価償却費 270,198

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,885

退職給付引当金の増減額（△は減少） 46,827

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △4,437

賞与引当金の増減額（△は減少） △11,700

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △3,780

受取利息及び受取配当金 △3,170

支払利息 28,248

株式報酬費用 8,198

持分法による投資損益（△は益） △15,864

固定資産売却損益（△は益） 26,121

固定資産除却損 632

たな卸資産評価損 55,786

売上債権の増減額（△は増加） 142,172

たな卸資産の増減額（△は増加） △33,811

仕入債務の増減額（△は減少） 78,544

その他 △133,388

小計 546,593

利息及び配当金の受取額 11,779

利息の支払額 △28,808

法人税等の支払額 △174,700

営業活動によるキャッシュ・フロー 354,864

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 △563,312

有形固定資産の売却による収入 8,408

投資有価証券の取得による支出 △3,006

無形固定資産の取得による支出 △3,883

無形固定資産の売却による収入 17,500

貸付金の回収による収入 4,371

その他投資の取得による支出 △2,800

その他投資の返還等による収入 12,337

投資活動によるキャッシュ・フロー △530,385

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 1,640,800

短期借入金の返済による支出 △1,561,470

長期借入れによる収入 380,956

長期借入金の返済による支出 △283,000

配当金の支払額 △144,224

リース債務の返済による支出 △463

財務活動によるキャッシュ・フロー 32,598

現金及び現金同等物に係る換算差額 △339

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △143,263

現金及び現金同等物の期首残高 695,962
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（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 

 至 平成21年８月31日) 

現金及び現金同等物の四半期末残高 552,698
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 該当事項はありません。 

  

当第２四半期連結累計期間（自平成21年３月１日 至平成21年８月31日）  

（注）上記金額には、消費税等は含まれておりません。  

  

  

当第２四半期連結累計期間（自平成21年３月１日 至平成21年８月31日） 

全セグメントの売上高の合計額に占める「本邦」の割合が90％を超えているため、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３月１日 至平成21年８月31日） 

海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。  

  

  

 該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

  
放電加工 
（千円） 

金型
（千円） 

表面処理
（千円） 

機械装置等
（千円） 計（千円） 消去又は全

社（千円） 
連結

（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益               

売上高               

(1) 外部顧客に対する売上高   2,458,416  1,229,962  548,886  653,425  4,890,692 ー  4,890,692

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 11,775  126,989 52  1,178  139,996 ( ) 139,996 ー 

計  2,470,192  1,356,952  548,938  654,604  5,030,688 ( ) 139,996  4,890,692

営業費用  2,071,431  1,199,285  595,701  623,307  4,489,724  193,186  4,682,911

営業利益（△営業損失）  398,761  157,667  △46,762  31,297  540,963 ( ) 333,183  207,780

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高

（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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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）要約中間連結損益計算書 

科目 

前中間連結会計期間 
（自 平成20年３月１日 

  至 平成20年８月31日） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高  5,119,145

Ⅱ 売上原価 3,643,117 

売上総利益 1,476,028 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,047,201 

営業利益 428,827 

Ⅳ 営業外収益      

 1.受取利息            3,157 

 2.受取配当金 1,716 

 3.賃貸収入 1,703 

 4.持分法による投資利益 30,335 

 5.その他 8,125 

 営業外収益合計 45,039 

Ⅴ 営業外費用      

 1.支払利息 28,945 

 2.賃貸費用 2,649 

 3.債権売却損  12,985  

 4.その他  3,164  

 営業外費用合計 47,745 

経常利益 426,121 

Ⅵ 特別利益   

 1.貸倒引当金戻入益  1,216

特別利益合計  1,216

Ⅶ 特別損失      

 1.固定資産売却損 64,265 

 2.固定資産除却損 48,144 

 3.役員退職金 2,000 

 特別損失合計 114,409 

税金等調整前中間純利益 312,927 

税金費用 133,934 

中間純利益 178,993 
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（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書

  
前中間連結会計期間 

（自 平成20年３月１日 
  至 平成20年８月31日） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税金等調整前中間純利益  312,927

 減価償却費  268,891

 退職給付引当金の増減額（△：減少）  19,794

 役員退職慰労引当金の増減額（△：減少）  1,365

 賞与引当金の増減額（△：減少）  △13,510

 役員賞与引当金の増減額（△：減少）  △7,394

 貸倒引当金の増減額（△：減少）  △7

 受取利息及び受取配当金  △4,874

 支払利息  28,945

 持分法による投資損益（△：益）  △30,335

 固定資産除却損  48,144

 固定資産売却損  64,265

 売上債権の増減額（△：増加）  132,226

 たな卸資産の増減額（△：増加）  △42,767

 その他流動資産の増減額（△：増加）  20,598

 仕入債務の増減額（△：減少）  6,481

 未払消費税等の増減額（△：減少）  51,021

 その他流動負債の増減額（△：減少）  98,156

小計  953,929

 利息及び配当金の受取額  17,451

 利息の支払額  △29,507

 法人税等の支払額  △115,267

営業活動によるキャッシュ・フロー  826,606

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー      

 投資有価証券の取得による支出  △4,682

 有形固定資産の取得による支出  △529,093

 有形固定資産の売却による収入  129,223

 無形固定資産の取得による支出  △873

 その他投資の取得による支出  △12,761

 その他投資の返還等による収入  72,501

 貸付金の回収による収入  3,122

 その他  △6,329

投資活動によるキャッシュ・フロー  △348,893

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

 短期借入れによる収入  1,330,700

 短期借入金の返済による支出  △907,000

 長期借入れによる収入  12,720

 長期借入金の返済による支出  △301,920

 配当金の支払額  △108,168

財務活動によるキャッシュ・フロー  26,332

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  △2,699

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  501,344

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  405,995

Ⅶ  連結子会社の増加に伴う現金及び現金同等物の増加額  13,393

Ⅷ 現金及び現金同等物の中間期末残高  920,733
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前中間連結会計期間（自 平成20年３月１日 至 平成20年８月31日） 

  

  

  

前中間連結会計期間（自 平成20年３月１日 至 平成20年８月31日） 

全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「本邦」の割合がいずれも90％

を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

  

前中間連結会計期間（自 平成20年３月１日 至 平成20年８月31日） 

海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。  

  

  

（３）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

  
放電加工 
（千円） 

金型
（千円） 

表面処理
（千円） 

機械装置等
（千円） 計（千円） 消去又は全

社（千円） 
連結

（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益               

売上高               

(1) 外部顧客に対する売上高  2,389,610  1,656,896  745,256    327,382  5,119,145     －  5,119,145

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 4,827  157,853  276  3,370  166,328 ( ) 166,328   － 

計  2,394,437   1,814,750  745,532  330,752  5,285,473 ( ) 166,328  5,119,145

営業費用  1,951,999  1,489,447  643,132  390,550  4,475,130  215,188  4,690,318

営業利益（△営業損失）  442,437  325,303  102,400  △59,797  810,343 ( ) 381,516  428,827

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高
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                                            （単位：千円） 

 （注）１．上記金額は、販売価格によって表示しております。 

    ２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。  

  

                                            （単位：千円） 

 （注）１．上記金額は、販売価格によって表示しております。 

    ２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。  

  

                                            （単位：千円） 

 （注）上記金額には、消費税等は含まれておりません。  

  

６．その他の情報

セグメント情報 生産、受注及び販売の実績

（１）生産実績

事業の種類別セグメントの名称 
第２四半期連結累計期間   

（平成21年３月１日～８月31日） 前年同期比（％） 

放電加工  2,416,663  99.4

金型  1,216,305  75.2

表面処理  538,375  72.5

機械装置等  785,460    219.5

合計    4,956,804  96.2

（２）受注状況

事業の種類別セグメントの名称 
第２四半期連結累計期間   

（平成21年３月１日～８月31日） 前年同期比（％） 

放電加工  2,313,037  97.1

金型   1,256,811  74.4

表面処理  534,259  75.1

機械装置等  888,256    294.2

合計    4,992,365  98.2

（３）販売実績

事業の種類別セグメントの名称 
第２四半期連結累計期間   

（平成21年３月１日～８月31日） 前年同期比（％） 

放電加工  2,458,416  102.9

金型   1,229,962  74.2

表面処理  548,886  73.7

機械装置等  653,425    199.6

合計    4,890,692  95.5
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