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1. 平成24年２月期第２四半期の連結業績（平成23年３月１日～平成23年８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２四半期 3,884 △18.5 △1 ― △6 ― △60 ―

23年２月期第２四半期 4,765 △2.6 149 △28.3 133 △25.5 43 △17.3

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２四半期 △8 .42 ―

23年２月期第２四半期 6 .02 ―

 (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２四半期 12,008 6,127 50.8 845 .39

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２四半期 6,096百万円 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 ― 0 .00

24年２月期(予想) ― 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、対前期増減率)

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

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。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

・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「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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 24年２月期２Ｑ 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２Ｑ 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２Ｑ 7,211,200株 23年２月期２Ｑ 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２四半期連結累計期間（平成23年３月１日～平成23年８月31日）におけるわが国経済は、緩やかな景気回復

の兆しがみられたものの、東日本大震災による甚大な被害の影響から供給面及び生産活動が大きく低下し、厳しい

状況で推移いたしました。また、欧州及び米国における債務問題の懸念等から、円高の更なる進行により、輸出の

減少及び利益の縮小が懸念されました。 

当該期間における当社グループを取り巻く業界動向は、円高の長期化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２四半期連結累計期間における業績は、売上高は3,884百万円（前年同期比18.5％減）、営業

損失は１百万円（前年同期は149百万円の営業利益）、経常損失は６百万円（前年同期は133百万円の経常利益）、

四半期純損失は、特別損失として第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、固定資産除却額24百万円等を計上したことにより、60百万円（前年同期は43百万円の純利益）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において、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２四半期連結累計期間でも引き続き生じたことなどにより、

売上高が大幅に減少し、放電加工全体では減収減益となりました。 

その結果、売上高は1,122百万円（同40.0％減）、営業利益は124百万円（同13.8％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、住宅リフォーム需要の減少により住宅向け樹脂サッシ用金型等

が減少したことから売上高が減少いたしましたが、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、ディーゼル車関連製品の需要が増加したことから売上高が増加し、金型全体では増収となりました。 

その結果、売上高は1,561百万円（同1.9％増）、営業利益は328百万円（同1.7％減）となりました。 

③ 表面処理 

自動車関連では、東日本大震災に起因する自動車生産台数減少の影響を受けたことで売上高が減少しましたが、

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、表面処理全体では

増収となり、営業利益は、前年同期に比べ改善されました。 

その結果、売上高は799百万円（同53.3％増）、営業損失は119百万円（前年同期は163百万円の営業損失）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減少の影響を受けたものの、当第２四半期より回

復の兆しが見られ、売上高が微増となりましたが、機械装置ではプレス機械等の売上高が減少したため、機械装置

等全体では減収となりました。 

その結果、売上高は402百万円（同52.2％減）、営業利益は３百万円（同97.3％減）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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（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429百万円減少し、3,989百万円となりまし

た。その主な要因は、現金及び預金の減少136百万円、受取手形及び売掛金の減少290百万円によるものです。固定

資産は前連結会計年度末に比べ11百万円減少し、8,019百万円となりました。その主な要因は機械装置及び運搬具の

増加111百万円、建物及び構築物の減少76百万円、建設仮勘定の減少61百万円、投資有価証券の減少15百万円であり

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305百万円減少し、5,880百万円となりまし

た。その主な要因は、支払手形及び買掛金の減少67百万円、借入金の減少127百万円、未払法人税等の減少113百万

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134百万円減少し、6,127百万円となりまし

た。その主な要因は、四半期純損失60百万円、配当金の支払額50百万円、その他有価証券評価差額金の減少16百万

円であります。 

  

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136百万円減少し、651百万円となりました。その主な内訳は営業活動による資金の増加424百万円、

投資活動による資金の減少376百万円、財務活動による資金の減少183百万円であり、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主な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、424百万円（前年同期比63.4％減）となりました。これは主に税金等調整前四半

期純損失63百万円、減価償却費314百万円、売上債権の減少額290百万円、仕入債務の減少額67百万円によるもので

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、376百万円（同22.6％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302百万円、無形固定資産の取得による支出51百万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、183百万円（同80.2％減）となりました。これは主に、長期借入金の減少額（純

額）397百万円、短期借入金の増加額（純額）270百万円、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23年４月５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23年10月４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。 

 通期業績予想につきましては、下半期の見通しが不透明であることから、前回公表値を据え置いております。今

後、業績の修正が必要となった場合には、速やかに公表させていただきます。 

 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

①資産、負債及び純資産の状況

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。 

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。 

  

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、営業損失は1,292千円増加し、経常損失は1,336千円増加しており、税金等調整前四半期純損失は

26,031千円増加しております。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47,347千円であり

ます。 

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２四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。

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要支給額を役員退職慰労引当金

に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。 

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固定資産の減価償却費の算出方法

③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

（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２四半期連結会計期間末
(平成23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23年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 811,899 947,976

受取手形及び売掛金 2,577,582 2,868,037

商品及び製品 5,639 5,542

仕掛品 253,855 282,970

原材料及び貯蔵品 153,643 166,413

繰延税金資産 151,738 119,516

その他 40,370 33,713

貸倒引当金 △5,377 △5,579

流動資産合計 3,989,351 4,418,591

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,339,695 2,416,638

機械装置及び運搬具（純額） 1,426,029 1,314,419

土地 2,902,285 2,902,285

リース資産（純額） 61,481 53,313

建設仮勘定 66,957 128,327

その他（純額） 116,057 133,553

有形固定資産合計 6,912,506 6,948,538

無形固定資産

ソフトウエア 60,168 21,546

その他 18,076 13,610

無形固定資産合計 78,244 35,156

投資その他の資産

投資有価証券 340,643 355,645

繰延税金資産 506,614 495,528

その他 200,736 215,019

貸倒引当金 △19,624 △19,639

投資その他の資産合計 1,028,369 1,046,555

固定資産合計 8,019,119 8,030,250

資産合計 12,008,471 12,448,842
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成23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23年２月28日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 639,081 706,917

短期借入金 2,200,500 1,954,500

未払法人税等 13,387 126,683

リース債務 13,724 10,999

賞与引当金 187,500 129,700

工場移転費用引当金 6,650 －

その他 352,533 446,282

流動負債合計 3,413,377 3,375,082

固定負債

長期借入金 1,482,500 1,855,750

長期未払金 127,620 －

リース債務 47,757 42,314

退職給付引当金 761,996 783,852

役員退職慰労引当金 － 129,595

資産除去債務 47,347 －

固定負債合計 2,467,221 2,811,512

負債合計 5,880,598 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 4,643,283 4,754,446

自己株式 △131,877 △131,877

株主資本合計 6,167,230 6,278,393

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 3,311 19,531

為替換算調整勘定 △74,287 △67,295

評価・換算差額等合計 △70,975 △47,764

新株予約権 31,617 31,617

純資産合計 6,127,872 6,262,247

負債純資産合計 12,008,471 12,448,842
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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22年３月１日
至 平成22年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年３月１日
至 平成23年８月31日)

売上高 4,765,794 3,884,363

売上原価 3,678,825 2,998,898

売上総利益 1,086,969 885,465

販売費及び一般管理費

運搬費 30,967 27,289

給料 337,252 312,462

賞与引当金繰入額 58,062 56,336

退職給付費用 25,713 26,238

役員退職慰労引当金繰入額 6,650 3,075

株式報酬費用 5,780 －

旅費及び交通費 44,224 44,028

減価償却費 30,878 30,952

研究開発費 82,824 36,457

その他 315,538 350,007

販売費及び一般管理費合計 937,891 886,847

営業利益又は営業損失（△） 149,077 △1,382

営業外収益

受取利息 576 313

受取配当金 1,264 1,589

受取割引料 2,470 1,356

受取賃貸料 2,673 7,323

持分法による投資利益 8,572 21,914

受取保険金 4,955 6,714

法人税等還付加算金 3,213 －

その他 6,239 2,415

営業外収益合計 29,965 41,627

営業外費用

支払利息 28,899 29,790

賃貸費用 2,298 5,909

シンジケートローン手数料 2,237 1,000

為替差損 1,677 1,496

債権売却損 7,918 5,051

その他 2,208 3,247

営業外費用合計 45,240 46,494

経常利益又は経常損失（△） 133,802 △6,249

特別利益

貸倒引当金戻入額 2,325 215

固定資産売却益 497 322

株式交付益 4,200 －

特別利益合計 7,022 538
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（単位：千円）

前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年３月１日
至 平成23年８月31日)

特別損失

固定資産売却損 2,984 275

固定資産除却損 10,887 24,054

工場移転費用 49,377 8,702

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 63,249 57,727

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（△）

77,575 △63,438

法人税等 34,133 △26,948

過年度法人税等 － 24,195

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △60,684

四半期純利益又は四半期純損失（△） 43,442 △60,684
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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22年６月１日
至 平成22年８月31日)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成23年６月１日
至 平成23年８月31日)

売上高 2,154,349 1,892,973

売上原価 1,676,771 1,454,169

売上総利益 477,577 438,803

販売費及び一般管理費

運搬費 15,658 14,087

給料 157,305 161,274

賞与引当金繰入額 33,445 20,385

退職給付費用 12,511 12,850

役員退職慰労引当金繰入額 3,325 －

株式報酬費用 2,902 －

旅費及び交通費 22,586 22,640

減価償却費 15,431 15,479

研究開発費 53,040 18,627

その他 149,728 173,098

販売費及び一般管理費合計 465,934 438,443

営業利益 11,643 360

営業外収益

受取利息 86 142

受取配当金 937 1,111

受取割引料 1,208 552

受取賃貸料 1,801 3,661

持分法による投資利益 － 6,351

受取保険金 4,342 6,013

法人税等還付加算金 2,740 －

その他 2,074 755

営業外収益合計 13,191 18,590

営業外費用

支払利息 13,322 13,306

賃貸費用 1,131 1,938

シンジケートローン手数料 1,094 －

為替差損 1,154 1,455

債権売却損 3,587 1,930

持分法による投資損失 1,865 －

その他 1,106 841

営業外費用合計 23,262 19,473

経常利益又は経常損失（△） 1,571 △521

特別利益

貸倒引当金戻入額 540 △167

固定資産売却益 7 42

特別利益合計 547 △125
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（単位：千円）

前第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)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成23年６月１日
至 平成23年８月31日)

特別損失

固定資産売却損 － 275

固定資産除却損 10,747 23,546

工場移転費用 49,377 8,702

特別損失合計 60,124 32,524

税金等調整前四半期純損失（△） △58,005 △33,171

法人税等 △15,040 △10,675

過年度法人税等 － 2,458

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △24,954

四半期純損失（△） △42,965 △24,954
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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22年３月１日
至 平成22年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年３月１日
至 平成23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又は税金等調整前四
半期純損失（△）

77,575 △63,438

減価償却費 373,078 314,828

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,437 △215

退職給付引当金の増減額（△は減少） 33,678 △21,855

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6,650 △129,595

賞与引当金の増減額（△は減少） 6,000 57,800

工場移転費用引当金の増減額（△は減少） 41,548 6,650

受取利息及び受取配当金 △1,840 △1,903

支払利息 28,899 29,790

株式報酬費用 8,198 －

株式交付益 △4,200 －

持分法による投資損益（△は益） △8,572 △21,914

固定資産売却損益（△は益） 2,487 △47

固定資産除却損 10,887 24,054

売上債権の増減額（△は増加） 519,808 290,455

たな卸資産の増減額（△は増加） 123,884 41,753

仕入債務の増減額（△は減少） △120,127 △67,826

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 △5,249 △21,521

小計 1,089,270 589,329

利息及び配当金の受取額 13,419 8,006

利息の支払額 △26,974 △30,549

法人税等の支払額 83,718 △142,764

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,159,433 424,022

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 △60,000

定期預金の払戻による収入 60,000 60,000

有形固定資産の取得による支出 △293,246 △302,149

有形固定資産の売却による収入 13,845 8,264

投資有価証券の取得による支出 △3,143 △3,455

無形固定資産の取得による支出 △17,974 △51,708

貸付金の回収による収入 4,371 3,746

その他投資の取得による支出 △20,418 △32,340

その他投資の返還等による収入 9,812 1,576

投資活動によるキャッシュ・フロー △306,753 △376,065
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（単位：千円）

前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年３月１日
至 平成23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 1,980,000 2,720,000

短期借入金の返済による支出 △2,742,800 △2,450,000

長期借入れによる収入 100,000 30,000

長期借入金の返済による支出 △213,500 △427,250

配当金の支払額 △50,478 △50,478

リース債務の返済による支出 △3,063 △6,199

財務活動によるキャッシュ・フロー △929,841 △183,927

現金及び現金同等物に係る換算差額 △25 △106

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △77,186 △136,077

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 415,575 651,899
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該当事項はありません。 

  

  

  

  

(4) 継続企業の前提に関する注記
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前第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。 

  

(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受託加

工、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。 

(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 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

【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２四半期連結累計期間(自 平成23年３月１日 至 平成23年８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。 

これによる各セグメントに与える影響は軽微であります。 

  

 
(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 1,122,125 1,561,114 799,067 402,056 3,884,363 ― 3,884,363

セグメント間の内部売上高又は振

替高
15,659 22,777 2,420 1,030 41,888 △41,888 ―

計 1,137,785 1,583,892 801,488 403,086 3,926,251 △41,888 3,884,363

セグメント利益又は 
損失（△）

124,992 328,767 △119,286 3,641 338,115 △339,497 △1,382

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 338,115

全社費用(注) 339,497

四半期連結損益計算書の営業損失 △1,382
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当第２四半期連結累計期間（自平成23年３月１日 至平成23年８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23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（平成22年３月１日～８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２四半期連結累計期間（平成23年３月１日～８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。 

  

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

セグメントの名称
第２四半期連結累計期間

（平成23年３月１日～８月31日） 前年同期比（％）

放電加工 1,108,515 60.2

金型 1,545,981 100.4

表面処理 800,099 154.5

機械装置等 396,634 53.6

合計 3,851,230 83.0

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

セグメントの名称
第２四半期連結累計期間

（平成23年３月１日～８月31日） 前年同期比（％）

放電加工 1,088,932 61.1

金型 1,596,349 104.6

表面処理 799,707 141.8

機械装置等 540,341 113.0

合計 4,025,330 92.5
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前第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23年３月１日～８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

セグメントの名称
第２四半期連結累計期間

（平成23年３月１日～８月31日） 前年同期比（％）

放電加工 1,122,125 60.0

金型 1,561,114 101.9

表面処理 799,067 153.3

機械装置等 402,056 47.8

合計 3,884,363 81.5
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