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1. 平成24年２月期第１四半期の連結業績（平成23年３月１日～平成23年５月31日）

 (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 ％

24年２月期第１四半期 1,991 △23.7 △1 ― △5 ― △35 ―

23年２月期第１四半期 2,611 14.2 137 42.2 132 87.2 86 ―

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

24年２月期第１四半期 △4 .95 ―

23年２月期第１四半期 11 .98 ―

 (2) 連結財政状態

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

24年２月期第１四半期 12,035 6,174 51.0 851 .80

23年２月期 12,448 6,262 50.1 864 .02

(参考) 自己資本 24年２月期第１四半期 6,142百万円 23年２月期 6,230百万円

2. 配当の状況

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

23年２月期 ― 0 .00 ― 7 .00 7 .00

24年２月期 ―

24年２月期(予想) 0 .00 ― 7 .00 7 .00

3. 平成24年２月期の連結業績予想（平成23年３月１日～平成24年２月29日）
(％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率)

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

第２四半期(累計) 4,016 △15.7 △48 ― △55 ― △49 ― △6 .89

通期 8,531 △4.1 129 △66.0 114 △67.1 48 △58.5 6 .78



  

 
(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。 

 
(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。 

 
(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。 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

・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財務諸表のレビュー手続は終了していませ

ん。 

  

・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、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及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半

期決算短信（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.4 「２．その他の情報」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

  新規 ― 社 (            )、除外 ―社 (            )

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
 

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

 ② ①以外の変更 ： 無

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 24年２月期１Ｑ 7,407,800株 23年２月期 7,407,800株

② 期末自己株式数 24年２月期１Ｑ 196,600株 23年２月期 196,600株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年２月期１Ｑ 7,211,200株 23年２月期１Ｑ 7,211,200株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第１四半期連結累計期間（平成23年３月１日～平成23年５月31日）におけるわが国経済は、企業収益や設備投

資に持ち直しの動きが見られるものの、雇用情勢の厳しさに加え、平成23年３月11日に発生した東日本大震災によ 

り甚大な被害を受けました。また、先行きについても、電力供給の制約や原子力災害の影響による経済活動の停滞

等が懸念され、景気回復の見通しが不透明な状況となりました。 

当該期間における当社グループを取り巻く業界動向は、長期にわたる円高の継続により電力プラント関連の受注

環境は依然として厳しい状況にありました。また、東日本大震災の影響により、回復基調にあった自動車の生産台

数が大きく減少いたしました。 

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。 

しかしながら、当第１四半期連結会計期間における業績は、売上高は1,991百万円（前年同期比23.7％減）、営業

損失は１百万円（前年同期は137百万円の営業利益）、経常損失は５百万円（前年同期は132百万円の経常利益）、

四半期純損失は、特別損失として当第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の適用に伴う影響

額24百万円等を計上したことにより、35百万円（前年同期は86百万円の純利益）となりました。 

  

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、前連結会計年度第２四半期より生じ始めた、世

界同時不況に起因する円高による影響が、当第１四半期連結累計期間でも引き続き生じたこと等により、売上高が

大幅に減少いたしました。営業利益では、内製化の推進、固定資産の償却費減少による経費削減効果により増益と

なりました。 

その結果、売上高は588百万円（同38.6％減）、営業利益は65百万円（同47.4％増）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、業界再編等により受注が増加しました。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、ディーゼル関連製品の需要が増加したことから売上が増加い

たしましたが、営業利益では、設備関連費用の増加により減益となりました。 

その結果、売上高は803百万円（同11.2％増）、営業利益は153百万円（同4.9％減）となりました。 

③ 表面処理 

産業用ガスタービン部品の表面処理の一時的な受注増加と電池関連の受注が増加したことから、売上が増加いた

しましたが、営業利益では、航空機エンジン部品関連の受注減少の影響を受け、表面処理全体の増益幅が圧迫され

ました。 

その結果、売上高は411百万円（同46.4％増）、営業損失は58百万円（前年同期は60百万円の営業損失）となりま

した。 

④ 機械装置等 

部品加工においては、東日本大震災に起因する自動車生産台数の減少による自動車部品の受注減により売上が減

少し、機械装置ではプレス機械等の売上が減少したため、減収となりました。 

その結果、売上高は187百万円（同71.2％減）、営業利益は３百万円（同97.3％減）となりました。 

  

（資産） 

当第１四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516百万円減少し、3,901百万円となりまし

た。その主な要因は、現金及び預金の減少209百万円、受取手形及び売掛金の減少300百万円によるものです。固定

資産は前連結会計年度末に比べ103百万円増加し、8,133百万円となりました。その主な要因は建設仮勘定の増加171

百万円、機械装置及び運搬具の減少76百万円であります。 

（負債） 

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

(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
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当第１四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325百万円減少し、5,861百万円となりまし

た。その主な要因は、借入金の減少338百万円によるものであります。 

（純資産） 

当第１四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88百万円減少し、6,174百万円となりました。

その主な要因は、利益剰余金の減少86百万円であります。 

  

当第１四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209百万円減少し、578百万円となりました。その主な内訳は営業活動による資金の増加447百万円、

投資活動による資金の減少265百万円、財務活動による資金の減少391百万円であり、当第１四半期連結会計期間に

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、447百万円（前年同期比55.4％減）となりました。これは主に、減価償却費152

百万円、売上債権の減少額300百万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、265百万円（同40.7％増）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218百万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、391百万円（同45.7％減）となりました。これは主に、短期借入金の減少額（純

額）150百万円、長期借入金の減少額188百万円、配当金の支払額50百万円によるものであります。 

  

平成24年２月期の連結業績予想につきましては、平成23年４月５日の決算短信で発表しました第２四半期連結累

計期間及び通期業績予想の変更は行っておりません。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

②キャッシュ・フローの状況

(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。 

  

当第１四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。 

当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸高

を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

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。 

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。 

  

税金費用については、当第１四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。 

  

当第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。 

これにより、営業利益は646千円減少し、経常利益は668千円減少しており、税金等調整前四半期純利益は

25,363千円減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は47,041千円であり

ます。 

当第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年３月10日公表

分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号 平成20年３月10日）

を適用しております。 

これによる損益に与える影響はありません。 

「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１四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純損失」の科目で表示しております。

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(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

①一般債権の貸倒見積高の算定方法

②棚卸資産の評価方法

③固定資産の減価償却費の算出方法

④繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

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

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

（会計処理基準に関する事項の変更）

 ①「資産除去債務に関する会計基準」等の適用

 ②「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用

（表示方法の変更）

 四半期連結損益計算書関係
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当社では役員の退職慰労金の支給に充てるため、役員退職慰労金規程に基づく当第１四半期連結会計期間末要

支給額を計上しておりましたが、平成23年５月24日開催の定時株主総会において役員退職慰労金の打ち切り支給

議案が承認可決されました。これにより、役員退職慰労引当金を全額取り崩し、打ち切り支給額の未払分を固定

負債の「長期未払金」に127,620千円計上しております。 

（追加情報）
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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１四半期連結会計期間末
(平成23年５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23年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 738,392 947,976

受取手形及び売掛金 2,567,186 2,868,037

商品及び製品 6,781 5,542

仕掛品 268,795 282,970

原材料及び貯蔵品 157,141 166,413

繰延税金資産 138,342 119,516

その他 30,415 33,713

貸倒引当金 △5,206 △5,579

流動資産合計 3,901,849 4,418,591

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,390,063 2,416,638

機械装置及び運搬具（純額） 1,238,419 1,314,419

土地 2,902,285 2,902,285

リース資産（純額） 50,721 53,313

建設仮勘定 299,833 128,327

その他（純額） 122,908 133,553

有形固定資産合計 7,004,231 6,948,538

無形固定資産

ソフトウエア 61,376 21,546

その他 8,836 13,610

無形固定資産合計 70,212 35,156

投資その他の資産

投資有価証券 367,189 355,645

繰延税金資産 499,661 495,528

その他 211,606 215,019

貸倒引当金 △19,628 △19,639

投資その他の資産合計 1,058,828 1,046,555

固定資産合計 8,133,272 8,030,250

資産合計 12,035,121 12,448,842
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成23年５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23年２月28日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 684,495 706,917

短期借入金 1,792,500 1,954,500

未払法人税等 8,117 126,683

リース債務 10,982 10,999

賞与引当金 246,045 129,700

その他 451,746 446,282

流動負債合計 3,193,887 3,375,082

固定負債

長期借入金 1,679,125 1,855,750

長期未払金 127,620 －

リース債務 39,738 42,314

退職給付引当金 772,931 783,852

役員退職慰労引当金 － 129,595

資産除去債務 47,709 －

固定負債合計 2,667,125 2,811,512

負債合計 5,861,012 6,186,594

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 4,668,238 4,754,446

自己株式 △131,877 △131,877

株主資本合計 6,192,185 6,278,393

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 13,484 19,531

為替換算調整勘定 △63,178 △67,295

評価・換算差額等合計 △49,694 △47,764

新株予約権 31,617 31,617

純資産合計 6,174,108 6,262,247

負債純資産合計 12,035,121 12,448,842
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(2) 四半期連結損益計算書

  【第１四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年３月１日
至 平成22年５月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年３月１日
至 平成23年５月31日)

売上高 2,611,445 1,991,390

売上原価 2,002,053 1,544,729

売上総利益 609,391 446,661

販売費及び一般管理費

運搬費 15,308 13,202

給料 179,947 151,188

賞与引当金繰入額 24,617 35,951

退職給付費用 13,201 13,388

役員退職慰労引当金繰入額 3,325 3,075

株式報酬費用 2,878 －

旅費及び交通費 21,637 21,387

減価償却費 15,447 15,472

研究開発費 29,784 17,830

その他 165,809 176,908

販売費及び一般管理費合計 471,956 448,404

営業利益又は営業損失（△） 137,434 △1,743

営業外収益

受取利息 489 170

受取配当金 326 477

持分法による投資利益 10,438 15,562

受取割引料 1,262 803

受取賃貸料 871 3,661

その他 5,250 2,360

営業外収益合計 18,640 23,037

営業外費用

支払利息 15,577 16,484

賃貸費用 1,167 3,970

為替差損 522 40

債権売却損 4,331 3,120

その他 2,244 3,405

営業外費用合計 23,843 27,021

経常利益又は経常損失（△） 132,231 △5,727

特別利益

貸倒引当金戻入額 1,785 383

固定資産売却益 489 280

株式交付益 4,200 －

特別利益合計 6,475 663
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（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年３月１日
至 平成22年５月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年３月１日
至 平成23年５月31日)

特別損失

固定資産売却損 2,984 －

固定資産除却損 140 508

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 24,695

特別損失合計 3,125 25,203

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純
損失（△）

135,581 △30,267

法人税等 49,174 △16,273

過年度法人税等 － 21,736

法人税等合計 49,174 5,463

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △35,730

四半期純利益又は四半期純損失（△） 86,407 △35,730
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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１四半期連結累計期間
(自 平成22年３月１日
至 平成22年５月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年３月１日
至 平成23年５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又は税金等調整前四
半期純損失（△）

135,581 △30,267

減価償却費 182,162 152,937

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,756 △383

退職給付引当金の増減額（△は減少） 24,830 △10,920

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,325 △129,595

賞与引当金の増減額（△は減少） △93,523 116,345

受取利息及び受取配当金 △816 △648

支払利息 15,577 16,484

株式報酬費用 4,099 －

持分法による投資損益（△は益） △10,438 △15,562

有形固定資産売却損益（△は益） 2,494 △280

固定資産除却損 140 508

売上債権の増減額（△は増加） 381,019 300,851

たな卸資産の増減額（△は増加） 102,571 22,169

仕入債務の増減額（△は減少） 43,948 △22,428

株式交付益 △4,200 －

未払費用の増減額（△は減少） 200,166 12,006

長期未払金の増減額（△は減少） － 127,620

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 24,695

その他 43,044 39,965

小計 1,027,226 603,496

利息及び配当金の受取額 1,060 778

利息の支払額 △13,991 △17,428

法人税等の支払額 △11,562 △139,563

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,002,734 447,283

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 △192,606 △218,649

有形固定資産の売却による収入 13,358 7,746

投資有価証券の取得による支出 △1,563 △1,695

無形固定資産の取得による支出 △8,945 △39,258

長期前払費用の取得による支出 △3,739 △16,022

貸付金の回収による収入 2,497 1,873

その他投資の取得による支出 △4,420 △284

その他投資の返還等による収入 7,060 1,232

投資活動によるキャッシュ・フロー △188,357 △265,058

（6469）株式会社放電精密加工研究所　平成24年２月期第１四半期決算短信

－ 10 －



（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年３月１日
至 平成22年５月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年３月１日
至 平成23年５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 1,180,000 1,300,000

短期借入金の返済による支出 △1,842,800 △1,450,000

長期借入れによる収入 100,000 －

長期借入金の返済による支出 △106,750 △188,625

配当金の支払額 △50,478 △50,478

リース債務の返済による支出 △1,338 △2,772

財務活動によるキャッシュ・フロー △721,367 △391,876

現金及び現金同等物に係る換算差額 146 66

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 93,156 △209,584

現金及び現金同等物の期首残高 492,761 787,976

現金及び現金同等物の四半期末残高 585,918 578,392
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該当事項はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間(自平成22年３月１日 至平成22年５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１四半期連結累計期間（自平成22年３月１日 至平成22年５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。 

  

前第１四半期連結累計期間（自平成22年３月１日 至平成22年５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。 

  

(追加情報) 

当第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。 

  

当社グループ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。 

当社グループは製品・加工サービスの類似性を考慮してセグメントを決定しており、「放電加工」、「金型」、

「表面処理」、「機械装置等」の４つを報告セグメントとしております。 

「放電加工」は、産業用ガスタービン部品及びその他各種金属製品の受託加工、「金型」は、アルミ押出用金型

及び付属品の製造、販売、セラミックスハニカム押出用金型及び付属品の製造、販売並びに金属プレス用金型及び

金型プレス用金型部品の製造、販売、「表面処理」は航空機エンジン部品・ガスタービン部品の表面処理、クロム

フリー塗料の製造、販売、「機械装置等」はプレス複合加工システム、デジタルサーボプレスの製造、販売、プレ

ス部品の受託加工を営んでおります。 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【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 957,041 722,897 281,327 650,178 2,611,445 ― 2,611,445

 (2)セグメント間の内部売上高

又は振替高
4,008 55,153 ― 6,623 65,784 （65,784） ―

計 961,050 778,051 281,327 656,801 2,677,230 （65,784） 2,611,445

営業費用 916,521 616,417 342,197 507,898 2,383,036 90,974 2,474,010

営業利益（△営業損失） 44,528 161,633 △60,870 148,902 294,193 （156,759） 137,434

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

【セグメント情報】

１．報告セグメントの概要
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当第１四半期連結累計期間(自 平成23年３月１日 至 平成23年５月31日) 

 
(注）１．調整額は、セグメント間取引消去によるものであります。 

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

３．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。 

この変更に伴い、従来の方法によった場合と比べて営業利益は646千円減少しており、当第１四半期連結会

計期間のセグメント別の内訳は、「放電加工」155千円、「金型」247千円、「表面処理」90千円及び全社費

用152千円であります。 

  

 
(注) 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．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

(単位：千円)

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放電加工 金型 表面処理 機械装置等 計

売上高

外部顧客への売上高 588,081 803,897 411,994 187,417 1,991,390 ― 1,991,390

セグメント間の内部売上高又は振

替高
7,640 11,784 2,140 383 21,949 △21,949 ―

計 595,721 815,682 414,135 187,800 2,013,339 △21,949 1,991,390

セグメント利益又は 
損失（△）

65,672 153,638 △58,328 3,947 164,930 △166,673 △1,743

３．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額

の主な内容（差異調整に関する事項）
(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 164,930

全社費用(注) 166,673

四半期連結損益計算書の営業利益 △1,743
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当第１四半期連結累計期間（自平成23年３月１日 至平成23年５月31日） 

該当事項はありません。  

  

  

  

  

  

  

  

  

(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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前第１四半期連結累計期間（平成22年３月１日～５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１四半期連結累計期間（平成23年３月１日～５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。 

  

前第１四半期連結累計期間（平成22年３月１日～５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１四半期連結累計期間（平成23年３月１日～５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

①生産実績

事業の種類別セグメントの名称
第１四半期連結累計期間

（平成22年３月１日～５月31日） 前年同期比（％）

放電加工 941,816 74.7

金型 742,958 133.4

表面処理 280,447 103.9

機械装置等 541,455 158.9

合計 2,506,677 103.2

セグメントの名称
第１四半期連結累計期間

（平成23年３月１日～５月31日） 前年同期比（％）

放電加工 570,494 60.6

金型 779,205 104.9

表面処理 415,297 148.1

機械装置等 184,193 34.0

合計 1,949,190 77.8

②受注状況

事業の種類別セグメントの名称
第１四半期連結累計期間

（平成22年３月１日～５月31日） 前年同期比（％）

放電加工 982,030 80.3

金型 723,804 113.5

表面処理 299,029 121.7

機械装置等 293,387 87.6

合計 2,298,252 94.1

セグメントの名称
第１四半期連結累計期間

（平成23年３月１日～５月31日） 前年同期比（％）

放電加工 419,924 42.8

金型 836,950 115.6

表面処理 483,023 161.5

機械装置等 160,846 54.8

合計 1,900,744 82.7

（6469）株式会社放電精密加工研究所　平成24年２月期第１四半期決算短信
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前第１四半期連結累計期間（平成22年３月１日～５月31日） 

（単位：千円）

 
(注)上記金額は、消費税等は含まれておりません。 

  

当第１四半期連結累計期間（平成23年３月１日～５月31日） 

（単位：千円）

 
(注）上記金額は、消費税等は含まれておりません。 

③販売実績

事業の種類別セグメントの名称
第１四半期連結累計期間

（平成22年３月１日～５月31日） 前年同期比（％）

放電加工 957,041 77.7

金型 722,897 127.3

表面処理 281,327 101.4

機械装置等 650,178 310.0

合計 2,611,445 114.2

セグメントの名称
第１四半期連結累計期間

（平成23年３月１日～５月31日） 前年同期比（％）

放電加工 588,081 61.4

金型 803,897 111.2

表面処理 411,994 146.4

機械装置等 187,417 28.8

合計 1,991,390 76.3

（6469）株式会社放電精密加工研究所　平成24年２月期第１四半期決算短信
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