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

22年2月期第3四半期 7,183 ― 269 ― 233 ― 72 ―
21年2月期第3四半期 7,775 10.5 684 30.4 673 28.1 323 26.5

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3四半期 10.06 ―
21年2月期第3四半期 44.81 ―

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3四半期 13,452 6,143 45.5 849.33
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3四半期  6,124百万円 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）
7.00 7.00

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 9,609 △5.1 265 △65.9 217 △69.4 49 △82.0 6.79
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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  

（注）なお、平成21年12月25日開催の当社臨時取締役会において、連結子会社であるHSKT．CO．，LTD．（所在地：タイ国バンコク市）を解散すること
を決議しました。詳細につきましては、17ページ６．その他の情報の重要な後発事象をご参照下さい。 

(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４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他（２）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５ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他（３）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3四半期 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3四半期  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3四半期 7,211,200株 21年2月期第3四半期 7,211,200株
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当第３四半期連結累計期間（平成21年３月1日～平成21年11月30日）におけるわが国経済は、世界的な景気後退

から一部持ち直しの傾向が見られるものの、依然として企業収益や雇用情勢の悪化傾向が続いており、景気は全般

的に厳しい状況で推移いたしました。 

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３四半期連結累計期間における業績は、売上高は7,183百万円（前年同期比7.6％減）、営業利益は269

百万円（同60.7％減）、経常利益は233百万円(同65.3％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72百万円（同77.6％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 

放電加工は、景気低迷の影響を受け、自動車、医療機器関連等の受注が減少いたしました。また、第２四半期

までほぼ順調に推移してまいりました産業用ガスタービン部品加工が、第３四半期に入り景気低迷の影響が出始

め、受注量が減少したことから、放電加工全体では減収となりました。営業利益は、岡山工場の新設に伴う人員

の増加等による固定費増加により減益となりました。 

その結果、売上高は3,509百万円（同5.6％減）、営業利益は472百万円（同34.4％減）となりました。 

②金型 

金型の主力製品であります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いたしました。ま

た、もう一つの主力製品であります自動車排気ガス浄化用のセラミックスハニカム押出用金型も、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。 

その結果、売上高は1,895百万円（同24.4％減）、営業利益は278百万円（同43.1％減）となりました。 

③表面処理 

表面処理は、自動車関連及び航空機エンジン部品関連が景気低迷の影響を受け、大幅な減収となりました。営

業利益は、設備投資等のコスト増加も影響し、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863百万円（同21.2％減）、営業損失55百万円（前年同期は138百万円の営業利益）となりま

した。 

④機械装置等 

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

たが、機械装置では、電解加工専用機の売上により増収となりました。 

その結果、売上高915百万円（同100.0％増）、営業利益56百万円（前年同期は91百万円の営業損失）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３四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243百万円増加し、5,002百万円となりまし

た。その主な要因は、受取手形及び売掛金の増加282百万円、現金及び預金の減少149百万円、原材料及び貯蔵品の

減少63百万円によるものです。固定資産は前連結会計年度末に比べ1,026百万円増加し、8,450百万円となりまし

た。その主な要因は、建物及び構築物の増加685百万円、機械装置及び運搬具の増加155百万円、工場建設等に伴う

建設仮勘定の増加190百万円、無形固定資産の減少51百万円、投資有価証券の増加41百万円によるものでありま

す。 

 （負債） 

当第３四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1,314百万円増加し7,309百万円となりまし

た。その主な要因は、借入金の増加1,386百万円、未払法人税等の減少185百万円、賞与引当金の増加119百万円、

退職給付引当金の増加62百万円によるものであります。 

（純資産） 

当第３四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45百万円減少し、6,143百万円となりまし

た。その主な要因は、利益剰余金の減少71百万円、評価・換算差額等の増加14百万円、新株予約権の増加12百万円

によるものであります。 

②キャッシュ・フローの状況 

当第３四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149百万円減少し、546百万円となりました。その主な内訳は、営業活動による資金の減少25百万

円、投資活動による資金の減少1,363百万円、財務活動による資金の増加1,240百万円であり、当第３四半期連結累

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）  

営業活動の結果使用した資金は、25百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益148百万円、

減価償却費433百万円、賞与引当金の増加額119百万円、売上債権の増加額282百万円、たな卸資産の増加額50百万

円、法人税等の支払額324百万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、1,363百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出1,397

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、1,240百万円となりました。これは主に、短期借入金の増加額（純額）708百万

円、長期借入金の増加額（純額）677百万円、配当金の支払による支出144百万円によるものであります。 

  

  

  

  平成21年４月７日に公表いたしました平成22年２月期の業績予想につきましては、平成21年12月25日付「業績 

予想の修正に関するお知らせ」にて修正しております。詳細につきましては、平成21年12月25日付「業績予想の 

修正に関するお知らせ」をご覧ください。  

  

該当事項はありません。  

 なお、平成21年12月25日開催の当社臨時取締役会で、連結子会社であるHSKT.CO.,LTD.（タイ国）を解散する

ことを決議しました。詳細につきましては、６.その他の情報の重要な後発事象をご参照ください。  

   

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３四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．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

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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 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３四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。 

  

  

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３四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益は

19,465千円減少し、税金等調整前四半期純利益は75,251千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17,357千円計上され、またリース債務が流動負

債に7,466千円、固定負債に9,891千円、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３四半期連結会計期間末
(平成21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21年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 676,504 825,962

受取手形及び売掛金 3,402,251 3,119,306

たな卸資産 － 645,453

製品 8,229 －

仕掛品 433,807 －

原材料及び貯蔵品 198,292 －

繰延税金資産 164,844 164,812

その他 136,492 20,320

貸倒引当金 △18,251 △16,819

流動資産合計 5,002,172 4,759,035

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,738,931 2,053,838

機械装置及び運搬具（純額） 1,290,404 1,134,993

土地 2,902,285 2,902,285

リース資産（純額） 17,357 －

建設仮勘定 305,388 115,036

その他（純額） 204,619 186,703

有形固定資産合計 7,458,987 6,392,857

無形固定資産   

ソフトウエア 20,849 29,229

その他 8,836 52,206

無形固定資産合計 29,685 81,435

投資その他の資産   

投資有価証券 288,818 247,790

繰延税金資産 432,226 441,230

その他 260,604 281,619

貸倒引当金 △19,610 △20,898

投資その他の資産合計 962,039 949,741

固定資産合計 8,450,712 7,424,034

資産合計 13,452,885 12,183,069
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21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21年２月28日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 928,742 941,261

短期借入金 2,412,000 1,736,162

未払法人税等 － 185,898

リース債務 7,466 －

賞与引当金 336,655 217,600

役員賞与引当金 － 11,460

工場移転費用引当金 20,711 40,090

事業撤退損失引当金 3,629 4,687

その他 597,870 637,032

流動負債合計 4,307,075 3,774,191

固定負債   

長期借入金 2,152,000 1,441,000

リース債務 9,891 －

退職給付引当金 726,619 663,978

役員退職慰労引当金 113,470 114,582

その他 － 391

固定負債合計 3,001,981 2,219,951

負債合計 7,309,056 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 4,666,723 4,738,393

自己株式 △131,877 △131,877

株主資本合計 6,190,670 6,262,340

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,539 △10,009

為替換算調整勘定 △67,511 △70,236

評価・換算差額等合計 △65,971 △80,245

新株予約権 19,129 6,832

純資産合計 6,143,828 6,188,926

負債純資産合計 13,452,885 12,183,069
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 

 至 平成21年11月30日) 

売上高 7,183,778

売上原価 5,506,917

売上総利益 1,676,860

販売費及び一般管理費  

運搬費 54,246

貸倒引当金繰入額 1,143

給料 414,487

賞与引当金繰入額 91,879

退職給付費用 41,456

役員退職慰労引当金繰入額 8,887

株式報酬費用 8,472

旅費及び交通費 73,895

減価償却費 40,198

研究開発費 77,774

その他 595,205

販売費及び一般管理費合計 1,407,648

営業利益 269,211

営業外収益  

受取利息 2,026

受取配当金 1,299

受取割引料 4,358

受取賃貸料 3,279

持分法による投資利益 23,764

受取保険金 5,423

その他 2,421

営業外収益合計 42,572

営業外費用  

支払利息 39,463

賃貸費用 3,719

シンジケートローン手数料 12,000

為替差損 208

債権売却損 15,255

その他 7,495

営業外費用合計 78,142

経常利益 233,642

特別利益  

固定資産売却益 92

特別利益合計 92

特別損失  

固定資産売却損 26,226

固定資産除却損 3,040

たな卸資産評価損 55,786

特別損失合計 85,054

税金等調整前四半期純利益 148,680

法人税等 76,126
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（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 

 至 平成21年11月30日) 

四半期純利益 72,554
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 

 至 平成21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 148,680

減価償却費 433,384

貸倒引当金の増減額（△は減少） 143

退職給付引当金の増減額（△は減少） 62,641

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △1,112

賞与引当金の増減額（△は減少） 119,055

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △11,460

受取利息及び受取配当金 △3,325

支払利息 39,463

株式報酬費用 12,297

持分法による投資損益（△は益） △23,764

固定資産売却損益（△は益） 26,134

固定資産除却損 3,040

たな卸資産評価損 55,786

事業整理損失引当金の増減額（△は減少） △1,057

その他の引当金の増減額（△は減少） △19,378

売上債権の増減額（△は増加） △282,588

たな卸資産の増減額（△は増加） △50,622

仕入債務の増減額（△は減少） △12,577

その他 △165,549

小計 329,190

利息及び配当金の受取額 12,921

利息の支払額 △42,605

法人税等の支払額 △324,726

営業活動によるキャッシュ・フロー △25,220

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 △30,000

定期預金の払戻による収入 30,000

有形固定資産の取得による支出 △1,397,177

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 △4,414

無形固定資産の取得による支出 △4,215

無形固定資産の売却による収入 17,500

長期前払費用の取得による支出 △500

貸付金の回収による収入 6,244

その他投資の取得による支出 △2,973

その他投資の返還等による収入 13,382

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,363,746
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（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 

 至 平成21年11月30日) 

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 3,834,800

短期借入金の返済による支出 △3,126,370

長期借入れによる収入 1,100,000

長期借入金の返済による支出 △423,000

配当金の支払額 △144,224

リース債務の返済による支出 △1,030

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,240,174

現金及び現金同等物に係る換算差額 △665

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △149,457

現金及び現金同等物の期首残高 695,962

現金及び現金同等物の四半期末残高 546,504
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  該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結累計期間（自平成21年３月１日 至平成21年11月30日）  

（注）上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

  

当第３四半期連結累計期間（自平成21年３月１日 至平成21年11月30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３四半期連結累計期間（自平成21年３月１日 至平成21年11月30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   3,509,083  1,895,690  863,968  915,035  7,183,778  －  7,183,778

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 17,121  222,350 52  5,046  244,571 ( ) 244,571  －

計  3,526,205  2,118,041  864,020  920,082  7,428,349 ( ) 244,571  7,183,778

営業費用  3,053,520  1,839,839  919,897  863,310  6,676,567  237,998  6,914,566

営業利益（△営業損失）  472,684  278,201  △55,877  56,772  751,782 ( ) 482,570  269,211

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) 四半期連結損益計算書 

      前第３四半期連結累計期間（自平成20年３月１日至平成20年11月30日）  

  

科目 

前年同四半期 
（平成21年２月期 
  第３四半期） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高  7,775,524

Ⅱ 売上原価  5,522,008

売上総利益  2,253,516

Ⅲ 販売費及び一般管理費  1,568,684

営業利益  684,831

Ⅳ 営業外収益      

 1.受取利息             3,819

 2.受取配当金  1,959

 3.賃貸収入  2,518

 4.持分法による投資利益  35,775

 5.受取割引料    2,919

 6.その他  7,612

 営業外収益合計  54,605

Ⅴ 営業外費用      

 1.支払利息  40,854

 2.賃貸費用  3,888

 3.債権売却損   18,125

 4.その他   2,901

 営業外費用合計  65,768

経常利益  673,668

Ⅵ 特別利益   

 1.固定資産売却益  554

 2.投資有価証券売却益   62

特別利益合計  617

Ⅶ 特別損失      

 1.固定資産売却損  64,265

 2.固定資産除却損  48,201

 3.役員退職金  2,000

 特別損失合計  114,466

税金等調整前四半期純利益  559,818

税金費用  236,652

四半期純利益  323,166
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前第３四半期連結累計期間（平成20年３月１日～平成20年11月30日）  

  

（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

  
前年同四半期 

（平成21年２月期 
    第３四半期） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   
 税金等調整前四半期純利益  559,818

 減価償却費  415,626

 株式報酬費用  2,732

 退職給付引当金の増減額（△：減少）  23,099

 役員退職慰労引当金の増減額（△：減少）  4,460

 賞与引当金の増減額（△：減少）  108,157

 役員賞与引当金の増減額（△：減少）  △3,697

 貸倒引当金の増減額（△：減少）  2,100

 受取利息及び受取配当金  △5,779

 支払利息  40,854

 持分法による投資損益（△：益）  △35,775

 固定資産売却益   △554

 固定資産除却損  48,201

 固定資産売却損  64,265

 投資有価証券売却益   △62

 売上債権の増減額（△：増加）  △337,280

 たな卸資産の増減額（△：増加）  △102,381

 その他流動資産の増減額（△：増加）  40,138

 仕入債務の増減額（△：減少）  31,567

 未払消費税等の増減額（△：減少）  66,435

 その他流動負債の増減額（△：減少）  48,706

 その他  83

小計  970,717
 利息及び配当金の受取額  19,540

 利息の支払額  △42,017

 法人税等の支払額  △251,288

営業活動によるキャッシュ・フロー  696,951
Ⅱ 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   △30,000

 定期預金の払戻しによる収入   30,000

 投資有価証券の取得による支出  △5,012

 投資有価証券の売却による収入   △20

 有形固定資産の取得による支出  △710,515

 有形固定資産の売却による収入  130,739

 無形固定資産の取得による支出  △3,988

 その他投資の取得による支出  △13,551

 その他投資の返還等による収入  72,776

 貸付金の回収による収入  4,995

 その他  △6,697

投資活動によるキャッシュ・フロー  △531,274
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  1,919,300

 短期借入金の返済による支出  △1,169,000

 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  △468,420

 配当金の支払額  △108,168

財務活動によるキャッシュ・フロー  186,432
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  △2,671

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  349,438

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四半期末残高  768,827
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前第３四半期連結累計期間（自 平成20年３月１日 至 平成20年11月30日） 

  

  

前第３四半期連結会計期間（自 平成20年３月１日 至 平成20年11月30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。 

  

前第３四半期連結会計期間（自 平成20年３月１日 至 平成20年11月30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  3,715,304  2,506,732  1,095,942    457,544  7,775,524     －  7,775,524

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 8,165  222,282  20  5,494  235,961 ( ) 235,961   － 

計  3,723,469    2,729,014  1,095,962  463,038  8,011,486 ( ) 235,961  7,775,524

営業費用  3,002,604  2,240,484  957,064  554,286  6,754,440  336,252  7,090,693

営業利益（△営業損失）  720,865  488,530  138,898  △91,248  1,257,045 ( ) 572,213  684,831

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３四半期連結累計期間   

（平成21年３月１日～11月30日） 前年同期比（％） 

放電加工  3,502,778  92.6

金型  1,874,008  76.1

表面処理  855,870  79.1

機械装置等  999,785    158.7

合計    7,232,443  90.9

（２）受注状況

事業の種類別セグメントの名称 
第３四半期連結累計期間   

（平成21年３月１日～11月30日） 前年同期比（％） 

放電加工  3,369,012  90.3

金型   1,911,630  80.1

表面処理  849,609  77.3

機械装置等  1,148,013    235.4

合計    7,278,265  94.4

（３）販売実績

事業の種類別セグメントの名称 
第３四半期連結累計期間   

（平成21年３月１日～11月30日） 前年同期比（％） 

放電加工  3,509,083  94.4

金型   1,895,690  75.6

表面処理  863,968  78.8

機械装置等  915,035    200.0

合計    7,183,778  92.4
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 当社は平成21年12月25日開催の臨時取締役会において、連結子会社であるHSKT.CO.,LTD.（所在地：タイ国バンコ

ク市）を解散することを決議しました。 

（１）解散の理由 

昨年発生した米国発世界同時不況の影響を受け、同社を取り巻く営業環境は激しく変化したことから、当初の事

業計画を達成することが困難と判断し、解散することといたしました。 

（２）子会社の概要 

a. 名称 ：HSKT.CO.,LTD. 

b. 事業内容 ：プレス製品製造販売(金型製造、修理、治具製造、プレス加工)、及び、精密金型並びに金属プ 

        レス加工技術の指導 

c. 資本金：21,000千バーツ 

d. 持分比率 ：100.0% 

（３）解散の時期 

解散の日程につきましては、平成21年12月25日より解散の手続きを開始し、現地の法律に従い、必要な手続きが

完了次第、清算結了となる予定です。    

（４）子会社の状況（平成21年９月30日現在） 

a. 純資産の額：2,742千バーツ 

b. 負債の額：6,839千バーツ 

（５）解散による会社の損失見込額 

解散に伴い発生する損失は軽微であります。 

（６）解散が営業活動等へ及ぼす重要な影響 

該当事項はありません。  

重要な後発事象
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