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1.  平成23年2月期第2四半期の連結業績（平成22年3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2月期第2四半期 4,765 △2.6 149 △28.3 133 △25.5 43 △17.3
22年2月期第2四半期 4,890 ― 207 ― 179 ― 52 ―

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2月期第2四半期 6.02 ―
22年2月期第2四半期 7.29 ―

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2月期第2四半期 12,239 6,170 50.2 851.33
22年2月期 13,274 6,179 46.4 853.77

（参考） 自己資本   23年2月期第2四半期  6,139百万円 22年2月期  6,156百万円

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2月期 ― 0.00 ― 7.00 7.00
23年2月期 ― 0.00
23年2月期 

（予想）
― 7.00 7.00

3.  平成23年2月期の連結業績予想（平成22年3月1日～平成23年2月28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  有  
連結通期業績予想に関しましては、景気が依然先行き不透明であることから、当初計画通りとしております。 

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 9,513 △1.2 147 △50.0 98 △61.2 60 △34.8 8.39



(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
づく四半期連結財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
平成23年２月期第２四半期連結累計期間の業績予想につきましては、平成22年６月29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22年９月29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。 

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 無
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2月期2Q 7,407,800株 22年2月期  7,407,800株
② 期末自己株式数 23年2月期2Q  196,600株 22年2月期  196,600株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年2月期2Q 7,211,200株 22年2月期2Q 7,211,200株
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当第２四半期連結累計期間（平成22年３月１日～平成22年８月31日）におけるわが国経済は、中国を中心とした

新興国の景気上昇による生産及び輸出の増加、企業コスト削減や在庫調整の効果により景気は回復の兆しがみられ

るものの、世界的な金融不安の影響により依然経済が低迷している中、円高・株安、デフレ経済が進行し、先行き

はさらに不透明な状況となっております。  

当該期間における当社グループを取り巻く業界動向は、自動車関連では、昨年の２月を底に順調に生産が回復

してまいりました。住宅関連では、住宅エコポイント等の効果からリフォーム向けの建材が増加いたしました。し

かし、電力プラント関連では、世界同時不況の影響やその後の円高等により受注環境が厳しい状況となりました。

このような状況の中、当社グループは、得意先への取引深耕に努める一方、経費の見直しや業務の効率化など、

あらゆる角度から利益創出に向けた対策を実行いたしました。 

その結果、当第２四半期連結累計期間における業績は、売上高は4,765百万円（前年同期比2.6％減）、営業利益

は149百万円（同28.3％減）、経常利益は133百万円(同25.5％減）、四半期純利益は43百万円（同17.3％減）とな

り、前年同期に比べ減収減益となりました。 

   

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 

放電加工の主力製品であります産業用ガスタービン部品加工は、当四半期に至って世界同時不況やその後の円

高による影響が出始めたことから売上が大幅に減少いたしました。 

その結果、売上高は1,871百万円（同23.9％減）、営業利益は145百万円（同63.6％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、業界再編による受注増加や住宅向け樹脂サッシ用金型が増加

いたしました。また、もう一つの主力製品でありますセラミックスハニカム押出用金型は、自動車生産台数の回

復により売上が増加いたしました。 

その結果、売上高は1,531百万円（同24.5％増）、営業利益は334百万円（同112.2％増）となりました。 

③表面処理 

自動車関連では、自動車生産台数の回復により、売上が増加いたしましたが、産業用ガスタービン部品加工の

受注減少による影響が大きく、表面処理全体では、減収となりました。 

その結果、売上高は521百万円（同5.0％減）、営業損失は163百万円（前年同期は46百万円の営業損失）とな

りました。 

④機械装置等 

部品加工において、自動車センサー部品が自動車生産台数の回復により売上が増加いたしました。機械装置

は、電解加工専用機、及びプレス機械等の販売により売上が増加いたしました。 

その結果、売上高は841百万円（同28.8％増）、営業利益は136百万円（同337.1％増）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

（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824百万円減少し、3,989百万円となりまし

た。その主な要因は、受取手形及び売掛金の減少519百万円、たな卸資産の減少123百万円によるものです。固定資

産は前連結会計年度末に比べ210百万円減少し、8,250百万円となりました。その主な要因は、建物及び構築物の減

少112百万円、機械装置及び運搬具の減少147百万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1,025百万円減少し、6,069百万円となりま

した。その主な要因は、支払手形及び買掛金の減少120百万円、借入金の減少876百万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９百万円減少し、6,170百万円となりまし

た。その要因は、利益剰余金の減少７百万円、評価・換算差額等の減少10百万円、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77百万円減少し、415百万円となりました。その主な内訳は、営業活動による資金の増加1,159百万

円、投資活動による資金の減少306百万円、財務活動による資金の減少929百万円であり、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、1,159百万円となりました。これは主に、減価償却費373百万円、売上債権の減

少額519百万円、たな卸資産の減少額123百万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、306百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出293百万

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）  

財務活動の結果使用した資金は、929百万円となりました。これは主に、短期借入金の減少額（純額）762百万

円、長期借入金の減少額（純額）113百万円、配当金の支払額50百万円によるものであります。 

  

  

平成23年２月期第２四半期連結累計期間の業績予想につきましては、平成22年６月29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22年９月29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。 

  

該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。  

２．その他の情報

（１）期中における重要な子会社の概要（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特有の会計処理の概要

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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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２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 575,575 652,761

受取手形及び売掛金 2,836,240 3,356,029

商品及び製品 7,657 7,562

仕掛品 231,312 338,708

原材料及び貯蔵品 169,495 186,001

繰延税金資産 156,811 157,407

その他 26,145 132,387

貸倒引当金 △14,193 △17,770

流動資産合計 3,989,044 4,813,088

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,594,253 2,706,701

機械装置及び運搬具（純額） 1,467,202 1,615,122

土地 2,902,285 2,902,285

リース資産（純額） 30,301 28,414

建設仮勘定 76,062 23,017

その他（純額） 178,908 189,839

有形固定資産合計 7,249,012 7,465,381

無形固定資産   

ソフトウエア 26,661 17,746

ソフトウエア仮勘定 3,570 －

その他 8,836 8,836

無形固定資産合計 39,068 26,582

投資その他の資産   

投資有価証券 312,176 321,606

繰延税金資産 417,237 408,315

その他 253,165 259,069

貸倒引当金 △19,739 △19,600

投資その他の資産合計 962,839 969,390

固定資産合計 8,250,920 8,461,354

資産合計 12,239,965 13,274,443
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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２月28日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 773,703 893,836

短期借入金 1,554,500 2,141,050

未払法人税等 43,764 1,430

リース債務 6,312 5,355

賞与引当金 201,900 195,900

工場移転費用引当金 47,117 5,568

その他 461,401 622,156

流動負債合計 3,088,700 3,865,297

固定負債   

長期借入金 2,083,000 2,372,750

リース債務 23,988 23,059

退職給付引当金 750,293 716,614

役員退職慰労引当金 123,445 116,795

固定負債合計 2,980,726 3,229,219

負債合計 6,069,427 7,094,517

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 4,679,889 4,686,926

自己株式 △131,877 △131,877

株主資本合計 6,203,836 6,210,873

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 898 7,766

為替換算調整勘定 △65,624 △61,942

評価・換算差額等合計 △64,725 △54,176

新株予約権 31,427 23,228

純資産合計 6,170,538 6,179,925

負債純資産合計 12,239,965 13,274,443
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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３月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年８月31日) 

売上高 4,890,692 4,765,794

売上原価 3,742,538 3,678,825

売上総利益 1,148,153 1,086,969

販売費及び一般管理費   

運搬費 35,637 30,967

給料 353,239 337,252

賞与引当金繰入額 58,396 58,062

役員賞与引当金繰入額 7,680 －

退職給付費用 27,022 25,713

役員退職慰労引当金繰入額 5,562 6,650

株式報酬費用 5,619 5,780

旅費及び交通費 49,967 44,224

減価償却費 26,300 30,878

研究開発費 54,884 82,824

その他 316,062 315,538

販売費及び一般管理費合計 940,373 937,891

営業利益 207,780 149,077

営業外収益   

受取利息 2,052 576

受取配当金 1,118 1,264

受取割引料 2,080 2,470

受取賃貸料 2,217 2,673

為替差益 376 －

持分法による投資利益 15,864 8,572

受取保険金 4,545 4,955

その他 664 9,452

営業外収益合計 28,918 29,965

営業外費用   

支払利息 28,248 28,899

賃貸費用 2,467 2,298

シンジケートローン手数料 12,600 2,237

為替差損 － 1,677

債権売却損 9,235 7,918

その他 4,576 2,208

営業外費用合計 57,128 45,240

経常利益 179,570 133,802

特別利益   

貸倒引当金戻入額 870 2,325

固定資産売却益 53 497

株式交付益 － 4,200

特別利益合計 923 7,022
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（単位：千円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年８月31日) 

特別損失   

固定資産売却損 26,175 2,984

固定資産除却損 632 10,887

たな卸資産評価損 55,786 －

工場移転費用 － 49,377

特別損失合計 82,594 63,249

税金等調整前四半期純利益 97,900 77,575

法人税等 45,355 34,133

四半期純利益 52,544 43,442
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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６月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年６月１日 
 至 平成22年８月31日) 

売上高 2,603,884 2,154,349

売上原価 2,042,563 1,676,771

売上総利益 561,320 477,577

販売費及び一般管理費   

運搬費 18,171 15,658

給料 137,573 157,305

賞与引当金繰入額 57,828 33,445

役員賞与引当金繰入額 7,680 －

退職給付費用 13,211 12,511

役員退職慰労引当金繰入額 3,325 3,325

株式報酬費用 2,829 2,902

旅費及び交通費 23,782 22,586

減価償却費 14,011 15,431

研究開発費 16,621 53,040

その他 156,652 149,728

販売費及び一般管理費合計 451,687 465,934

営業利益 109,632 11,643

営業外収益   

受取利息 1,004 86

受取配当金 648 937

受取割引料 946 1,208

受取賃貸料 1,345 1,801

持分法による投資利益 21,247 －

受取保険金 4,038 4,342

その他 340 4,815

営業外収益合計 29,570 13,191

営業外費用   

支払利息 14,889 13,322

賃貸費用 1,231 1,131

シンジケートローン手数料 11,550 1,094

為替差損 252 1,154

債権売却損 2,048 3,587

持分法による投資損失 － 1,865

その他 1,808 1,106

営業外費用合計 31,780 23,262

経常利益 107,423 1,571

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 540

固定資産売却益 47 7

特別利益合計 47 547

特別損失   

固定資産売却損 25,870 －

固定資産除却損 95 10,747

工場移転費用 － 49,377

特別損失合計 25,965 60,124
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（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年６月１日 
 至 平成22年８月31日) 

税金等調整前四半期純利益 81,505 △58,005

法人税等 34,054 △15,040

四半期純利益又は四半期純損失（△） 47,450 △42,965
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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３月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年３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 97,900 77,575

減価償却費 270,198 373,078

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,885 △3,437

退職給付引当金の増減額（△は減少） 46,827 33,678

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △4,437 6,650

賞与引当金の増減額（△は減少） △11,700 6,000

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △3,780 －

工場移転費用引当金の増減額（△は減少） － 41,548

受取利息及び受取配当金 △3,170 △1,840

支払利息 28,248 28,899

株式報酬費用 8,198 8,198

株式交付益 － △4,200

持分法による投資損益（△は益） △15,864 △8,572

固定資産売却損益（△は益） 26,121 2,487

固定資産除却損 632 10,887

たな卸資産評価損 55,786 －

売上債権の増減額（△は増加） 142,172 519,808

たな卸資産の増減額（△は増加） △33,811 123,884

仕入債務の増減額（△は減少） 78,544 △120,127

その他 △133,388 △5,249

小計 546,593 1,089,270

利息及び配当金の受取額 11,779 13,419

利息の支払額 △28,808 △26,974

法人税等の支払額 △174,700 83,718

営業活動によるキャッシュ・フロー 354,864 1,159,433

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 － △60,000

定期預金の払戻による収入 － 60,000

有形固定資産の取得による支出 △563,312 △293,246

有形固定資産の売却による収入 8,408 13,845

投資有価証券の取得による支出 △3,006 △3,143

無形固定資産の取得による支出 △3,883 △17,974

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 4,371

その他投資の取得による支出 △2,800 △16,255

その他投資の返還等による収入 12,337 9,812

その他 － △4,163

投資活動によるキャッシュ・フロー △530,385 △306,753
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（単位：千円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年８月31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 1,640,800 1,980,000

短期借入金の返済による支出 △1,561,470 △2,742,800

長期借入れによる収入 380,956 100,000

長期借入金の返済による支出 △283,000 △213,500

配当金の支払額 △144,224 △50,478

リース債務の返済による支出 △463 △3,063

財務活動によるキャッシュ・フロー 32,598 △929,841

現金及び現金同等物に係る換算差額 △339 △25

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △143,263 △77,186

現金及び現金同等物の期首残高 695,962 492,761

現金及び現金同等物の四半期末残高 552,698 415,575
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該当事項はありません。  

  

前第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22年３月１日 至平成22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。 

  

前第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。   

  

当第２四半期連結累計期間（自平成22年３月１日 至平成22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。 

  

（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 －  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 － 

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

  
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  1,871,336  1,531,657  521,405  841,394  4,765,794 －  4,765,794

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 11,607  113,176  2  7,184  131,971 ( ) 131,971 － 

計  1,882,944  1,644,834  521,408  848,579  4,897,766 ( ) 131,971  4,765,794

営業費用  1,737,886  1,310,228  684,824  711,768  4,444,707  172,009  4,616,716

営業利益（△営業損失）  145,058  334,605  △163,415  136,810  453,058 ( ) 303,980  149,077

ｂ．所在地別セグメント情報
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前第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。  

  

当第２四半期連結累計期間（自平成22年３月１日 至平成22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。  

  

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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①生産実績 

 前第２四半期連結累計期間（平成21年３月１日～８月31日）  

                                            （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。 

  

 当第２四半期連結累計期間（平成22年３月１日～８月31日）   

                                            （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。 

  

②受注状況 

 前第２四半期連結累計期間（平成21年３月１日～８月31日）  

                                            （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。 

  

４．補足情報

（１）生産、受注及び販売の状況

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  2,416,663  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

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22年３月１日～８月31日） 前年同期比（％） 

放電加工  1,842,047  76.2

金型  1,539,882  126.6

表面処理  517,753  96.2

機械装置等  739,620    94.2

合計    4,639,304  93.6

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
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 当第２四半期連結累計期間（平成22年３月１日～８月31日）  

                                            （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。  

  

③販売実績 

前第２四半期連結累計期間（平成21年３月１日～８月31日）  

                                            （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。 

  

当第２四半期連結累計期間（平成22年３月１日～８月31日）  

                                            （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。 

  

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22年３月１日～８月31日） 前年同期比（％） 

放電加工  1,780,795  77.0

金型   1,526,618  121.5

表面処理  564,103  105.6

機械装置等  478,355    53.9

合計    4,349,873  87.1

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

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22年３月１日～８月31日） 前年同期比（％） 

放電加工  1,871,336  76.1

金型   1,531,657  124.5

表面処理  521,405  95.0

機械装置等  841,394    128.8

合計    4,765,794  97.4
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