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1.  平成25年2月期第1四半期の連結業績（平成24年3月1日～平成24年5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 ％

25年2月期第1四半期 2,253 13.1 200 ― 137 ― 53 ―
24年2月期第1四半期 1,991 △23.7 △1 ― △5 ― △35 ―

（注）包括利益 25年2月期第1四半期 42百万円 （―％） 24年2月期第1四半期 △37百万円 （―％）

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

25年2月期第1四半期 7.46 ―
24年2月期第1四半期 △4.95 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年2月期第1四半期 11,626 5,569 47.6
24年2月期 11,720 5,577 47.3
（参考） 自己資本   25年2月期第1四半期  5,538百万円 24年2月期  5,546百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

24年2月期 ― 0.00 ― 7.00 7.00
25年2月期 ―
25年2月期（予想） 0.00 ― 20.00 20.00

3. 平成25年 2月期の連結業績予想（平成24年 3月 1日～平成25年 2月28日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

第2四半期(累計) 4,349 12.0 292 ― 200 ― 110 ― 15.26
通期 9,219 7.6 758 101.6 795 236.3 466 ― 64.75



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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 
・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、添付資
料P３「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

※  注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年2月期1Q 7,407,800 株 24年2月期 7,407,800 株
② 期末自己株式数 25年2月期1Q 196,600 株 24年2月期 196,600 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年2月期1Q 7,211,200 株 24年2月期1Q 7,211,200 株
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当第１四半期連結累計期間（平成24年３月１日～平成24年５月31日）におけるわが国経済は、東日本大震災の復

興需要等を背景として一部に持ち直しの動きがみられたものの、電力の安定供給への懸念、及び欧州債務問題の再

燃を原因とした世界経済の不透明感から円高、株安が加速し、依然として厳しい状況で推移いたしました。 

当該期間における当社グループを取り巻く業界動向は、住宅関連や自動車関連では円高等の懸念がありつつも、

緩やかに回復してまいりました。しかしながら、電力プラント関連は一部に回復がみられましたが、円高の影響等

もあって引き続き厳しい状況にあります。 

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、経費の見直しやさらなる生産効率の

向上、及び競争力の強化を目指して経営の効率化に全力で取り組み、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１四半期連結累計期間における業績は、売上高は2,253百万円（前年同期比13.1％増）、営業利

益は200百万円（前年同期は１百万円の営業損失）、経常利益は137百万円（前年同期は５百万円の経常損失）、四

半期純利益は、53百万円（前年同期は35百万円の純損失）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、及び新規アイテムの受注が順調に推移したことか

ら前年同期に比べ売上高が増加いたしました。営業利益では売上高の増加によるもののほか、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706百万円（前年同期比20.2％増）、営業利益は131百万円（同99.8％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、ほぼ前年同期並みとなりましたが、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、ディーゼル関連製品の需要が増加したことから前年同期に比べ、売上高

が増加いたしました。営業利益では、セラミックスハニカム押出用金型の売上高の増加等により増益となりまし

た。 

その結果、売上高は944百万円（同17.5％増）、営業利益は277百万円（同80.8％増）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は、前年に一時的な受注増加があったことから前年同期と比べ、売上高が減

少いたしました。営業利益では、産業用ガスタービン部品関連、航空機エンジン部品関連の受注減少の影響を受け

たことにより減益となりました。 

その結果、売上高は313百万円（同23.9％減）、営業損失は76百万円（前年同期は58百万円の営業損失）となり

ました。 

④ 機械装置等 

部品加工においては、前年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加工の受注減少が

ありましたが、当四半期は緩やかな回復をいたしました。さらに新規アイテムの受注が順調に推移したことから前

年同期と比べ、売上高が増加いたしました。営業利益では部品加工の売上高の増加により増益となりました。 

その結果、売上高は287百万円（前年同期比53.6％増）、営業利益は32百万円（同714.5％増）となりました。 

  

１．当四半期決算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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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37百万円増加し、4,538百万円となりまし

た。その主な要因は、現金及び預金の増加97百万円、受取手形及び売掛金の減少19百万円、仕掛品の減少44百万円

によるものです。固定資産は前連結会計年度末に比べ131百万円減少し、7,088百万円となりました。その主な要因

は建設仮勘定の増加30百万円、建物及び構築物の減少39百万円、機械装置及び運搬具の減少47百万円、投資有価証

券の減少74百万円であります。 

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85百万円減少し、6,057百万円となりまし

た。その主な要因は、未払法人税等の増加71百万円、賞与引当金の増加124百万円、支払手形及び買掛金の減少103

百万円、長期借入金の減少176百万円によるものであります。 

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８百万円減少し、5,569百万円となりまし

た。その主な要因は、利益剰余金の増加３百万円、為替換算調整勘定の増加５百万円、その他有価証券評価差額金

の減少16百万円であります。 

  

平成25年２月期の連結業績予想につきましては、平成24年４月３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）連結財政状態に関する定性的情報

（資産、負債及び純資産の状況）

（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。 

  

(税金費用の計算) 

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。 

  

該当事項はありません。 

  

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び

誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 

  

  

  

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（４）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）

前連結会計年度末に係る
連結貸借対照表

(平成24年２月29日)
当第１四半期連結会計期間

(平成24年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 750,926 848,369

受取手形及び売掛金 3,075,957 3,056,312

商品及び製品 3,536 3,938

仕掛品 307,871 262,945

原材料及び貯蔵品 137,451 136,067

繰延税金資産 206,633 206,551

その他 24,118 28,819

貸倒引当金 △6,008 △4,902

流動資産合計 4,500,486 4,538,103

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,122,148 2,082,932

機械装置及び運搬具（純額） 1,331,035 1,283,914

土地 2,507,706 2,507,706

リース資産（純額） 179,248 173,640

建設仮勘定 22,097 53,028

その他（純額） 88,811 85,639

有形固定資産合計 6,251,047 6,186,862

無形固定資産

ソフトウエア 61,856 65,715

その他 8,836 8,836

無形固定資産合計 70,692 74,551

投資その他の資産

投資有価証券 236,708 162,003

繰延税金資産 490,444 499,775

その他 190,915 184,713

貸倒引当金 △19,609 △19,596

投資その他の資産合計 898,458 826,897

固定資産合計 7,220,198 7,088,311

資産合計 11,720,684 11,626,414
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（単位：千円）

前連結会計年度末に係る
連結貸借対照表

(平成24年２月29日)
当第１四半期連結会計期間

(平成24年５月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 885,939 782,723

短期借入金 2,486,500 2,486,500

未払法人税等 22,480 94,065

リース債務 35,174 35,845

賞与引当金 239,100 363,303

工場移転費用引当金 122,957 81,993

その他 413,088 488,110

流動負債合計 4,205,241 4,332,541

固定負債

長期借入金 809,250 632,625

長期未払金 134,906 108,612

リース債務 144,073 137,795

退職給付引当金 809,524 805,667

資産除去債務 39,953 40,109

固定負債合計 1,937,707 1,724,809

負債合計 6,142,949 6,057,351

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 4,085,955 4,089,281

自己株式 △131,877 △131,877

株主資本合計 5,609,902 5,613,228

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 11,954 △4,941

為替換算調整勘定 △75,739 △70,001

その他の包括利益累計額合計 △63,784 △74,943

新株予約権 31,617 30,777

純資産合計 5,577,735 5,569,062

負債純資産合計 11,720,684 11,626,414

（6469）株式会社放電精密加工研究所　平成25年２月期第１四半期決算短信

－ 6 －



（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

（単位：千円）

前第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)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年３月１日
至 平成24年５月31日)

売上高 1,991,390 2,253,054

売上原価 1,544,729 1,644,581

売上総利益 446,661 608,473

販売費及び一般管理費

運搬費 13,202 14,249

給料 151,188 145,455

賞与引当金繰入額 35,951 33,436

退職給付費用 13,388 12,688

役員退職慰労引当金繰入額 3,075 －

旅費及び交通費 21,387 21,833

減価償却費 15,472 13,356

研究開発費 17,830 14,589

その他 176,908 152,279

販売費及び一般管理費合計 448,404 407,888

営業利益又は営業損失（△） △1,743 200,585

営業外収益

受取利息 170 106

受取配当金 477 488

持分法による投資利益 15,562 －

受取割引料 803 1,048

受取賃貸料 3,661 3,661

その他 2,360 5,088

営業外収益合計 23,037 10,393

営業外費用

支払利息 16,484 11,938

賃貸費用 3,970 1,303

為替差損 40 158

債権売却損 3,120 2,233

持分法による投資損失 － 55,232

その他 3,405 2,548

営業外費用合計 27,021 73,414

経常利益又は経常損失（△） △5,727 137,564

特別利益

貸倒引当金戻入額 383 －

固定資産売却益 280 779

特別利益合計 663 779

特別損失

固定資産除却損 508 1,158

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 25,203 1,158
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（単位：千円）

前第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)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年３月１日
至 平成24年５月31日)

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（△）

△30,267 137,185

法人税、住民税及び事業税 △16,273 83,381

過年度法人税等 21,736 －

法人税等合計 5,463 83,381

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△35,730 53,804

四半期純利益又は四半期純損失（△） △35,730 53,804

（6469）株式会社放電精密加工研究所　平成25年２月期第１四半期決算短信

－ 8 －



四半期連結包括利益計算書

(単位：千円)

前第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)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年３月１日
至 平成24年５月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△）

△35,730 53,804

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △6,046 △16,895

為替換算調整勘定 56 －

持分法適用会社に対する持分相当額 4,060 5,737

その他の包括利益合計 △1,930 △11,158

四半期包括利益 △37,660 42,645

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △37,660 42,645

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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該当事項はありません。  

  

 
(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。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

Ⅰ 前第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）

１．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

２．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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(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利益と調整を行っております。 

  

 
(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。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自平成24年３月１日 至 平成24年５月31日）

１．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 706,943 944,736 313,449 287,924 2,253,054 ― 2,253,054

セグメント間の内部売上高又は振

替高
16,593 42,371 416 1,040 60,421 △60,421 ―

計 723,536 987,108 313,865 288,965 2,313,476 △60,421 2,253,054

セグメント利益又は 
損失（△）

131,189 277,726 △76,469 32,149 364,596 △164,011 200,585

２．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 364,596

全社費用(注) 164,011

四半期連結損益計算書の営業利益 200,585

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象
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前第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。 

  

当第１四半期連結累計期間（平成24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。 

  

当第１四半期連結累計期間（平成24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23年３月１日～５月31日） 

４．補足情報

（１）生産、受注及び販売の状況

①生産実績

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

セグメントの名称
第１四半期連結累計期間

（平成24年３月１日～５月31日） 前年同期比（％）

放電加工 709,378 124.3

金型 935,621 120.1

表面処理 316,592 76.2

機械装置等 275,964 149.8

合計 2,237,557 114.8

②受注状況

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

セグメントの名称
第１四半期連結累計期間

（平成24年３月１日～５月31日） 前年同期比（％）

放電加工 674,708 160.7

金型 901,481 107.7

表面処理 297,395 61.6

機械装置等 248,813 154.7

合計 2,122,398 111.7

③販売実績
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（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24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。 

  

  

  

  

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

セグメントの名称
第１四半期連結累計期間

（平成24年３月１日～５月31日） 前年同期比（％）

放電加工 706,943 120.2

金型 944,736 117.5

表面処理 313,449 76.1

機械装置等 287,924 153.6

合計 2,253,054 113.1
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