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

25年2月期第3四半期 6,680 11.0 583 427.1 516 368.7 279 ―
24年2月期第3四半期 6,018 △12.7 110 △56.0 110 △52.7 △65 ―

（注）包括利益 25年2月期第3四半期 272百万円 （―％） 24年2月期第3四半期 △102百万円 （―％）

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3四半期 38.80 ―
24年2月期第3四半期 △9.06 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年2月期第3四半期 11,725 5,798 49.2
24年2月期 11,720 5,577 47.3
（参考） 自己資本   25年2月期第3四半期  5,768百万円 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 ― 0.00 ―
25年2月期（予想） 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、対前期増減率）

（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

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きの対象外であり、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きが実施中です。 

※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、その達
成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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３ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 

※  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3Q 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3Q 196,669 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3Q 7,211,199 株 24年2月期3Q 7,211,200 株



  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………   2 

（１）連結経営成績に関する定性的情報 …………………………………………………   2 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 …………………………………………………   3 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 …………………………………………………   3 

２．サマリー情報(その他)に関する事項 …………………………………………………   4 

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ……………………………   4 

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ……………………………   4 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 …………………………   4 

（４）追加情報 ………………………………………………………………………………   4 

３．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………   5 

（１）四半期連結貸借対照表 ………………………………………………………………   5 

（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 …………………………   7 

四半期連結損益計算書 ………………………………………………………………   7 

四半期連結包括利益計算書 …………………………………………………………   9 

（３）継続企業の前提に関する注記 ………………………………………………………  10 

（４）セグメント情報等 ……………………………………………………………………  10 

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ………………………………  11 

（６）重要な後発事象 ………………………………………………………………………  11 

４．補足情報 …………………………………………………………………………………  12 

（１）生産、受注及び販売の状況 …………………………………………………………  12 

  

○添付資料の目次

（6469）株式会社放電精密加工研究所　平成25年２月期第３四半期決算短信

－ 1 －



当第３四半期連結累計期間（平成24年３月１日～平成24年11月30日）におけるわが国経済は、東日本大震災の影

響による停滞から緩やかに持ち直しているものの、欧州の債務危機を背景に中国経済が減速感を強めたことに加

え、長期化する円高、電力供給問題など、企業を取り巻く環境は、先行き不透明な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３四半期連結累計期間における業績は、売上高は6,680百万円（前年同期比11.0％増）、営業利

益は583百万円（同427.1％増）、経常利益は516百万円（同368.7％増）、四半期純利益は279百万円（前年同期は65

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2,126百万円（前年同期比19.9％増）、営業利益は413百万円（同59.6％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2,754百万円（同14.9％増）、営業利益は780百万円（同50.8％増）となりました。 

③ 表面処理 

産業用ガスタービン部品加工においては、前年の東日本大震災・原発事故に伴う一時的な受注増加が一段落した

こと、及び電池関連の受注が減少したこと等により前年同期と比べ、売上高が減少いたしました。営業利益では、

売上高の減少により減益となりました。 

その結果、売上高は1,010百万円（同16.8％減）、営業損失は203百万円（前年同期は180百万円の営業損失）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、当四半期累計期間は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788百万円（前年同期比24.4％増）、営業利益は78百万円（同213.0％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３四半期連結会計期間末の資産合計は前連結会計年度末に比べ４百万円増加し、11,725百万円となりまし

た。流動資産は、前連結会計年度末に比べ135百万円増加し、4,636百万円となりました。その主な要因は、現金及

び預金の増加463百万円、受取手形及び売掛金の減少273百万円、仕掛品の減少55百万円によるものです。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。その主な要因は機械装置及び運搬具の減

少38百万円、投資有価証券の減少45百万円であります。 

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216百万円減少し、5,926百万円となりまし

た。その主な要因は、未払法人税等の増加194百万円、未払金（冬季賞与等）の増加333百万円、神戸工場売却手付

金の増加102百万円、支払手形及び買掛金の減少188百万円、賞与引当金の減少121百万円、工場移転費用引当金の減

少101百万円、長期借入金の減少431百万円によるものであります。 

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221百万円増加し、5,798百万円となりまし

た。その主な要因は、利益剰余金の増加229百万円、その他有価証券評価差額金の減少10百万円であります。 

  

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。 

  

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） 

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
(平成24年２月29日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年11月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 750,926 1,214,217

受取手形及び売掛金 3,075,957 2,802,167

商品及び製品 3,536 3,371

仕掛品 307,871 252,562

原材料及び貯蔵品 137,451 121,422

繰延税金資産 206,633 206,595

その他 24,118 41,668

貸倒引当金 △6,008 △5,547

流動資産合計 4,500,486 4,636,458

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,122,148 2,107,791

機械装置及び運搬具（純額） 1,331,035 1,292,884

土地 2,507,706 2,507,706

リース資産（純額） 179,248 164,379

建設仮勘定 22,097 32,541

その他（純額） 88,811 84,533

有形固定資産合計 6,251,047 6,189,837

無形固定資産

ソフトウエア 61,856 61,274

その他 8,836 8,836

無形固定資産合計 70,692 70,110

投資その他の資産

投資有価証券 236,708 191,237

繰延税金資産 490,444 495,992

その他 190,915 161,212

貸倒引当金 △19,609 △19,591

投資その他の資産合計 898,458 828,851

固定資産合計 7,220,198 7,088,799

資産合計 11,720,684 11,725,257
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成24年２月29日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年11月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 885,939 697,700

短期借入金 2,486,500 2,468,500

未払法人税等 22,480 216,529

リース債務 35,174 37,373

賞与引当金 239,100 118,066

工場移転費用引当金 122,957 21,544

その他 413,088 874,956

流動負債合計 4,205,241 4,434,671

固定負債

長期借入金 809,250 377,375

長期未払金 134,906 108,612

リース債務 144,073 127,005

退職給付引当金 809,524 838,380

その他 39,953 40,420

固定負債合計 1,937,707 1,491,793

負債合計 6,142,949 5,926,465

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 4,315,300

自己株式 △131,877 △131,913

株主資本合計 5,609,902 5,839,210

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 1,907

為替換算調整勘定 △75,739 △73,103

その他の包括利益累計額合計 △63,784 △71,195

新株予約権 31,617 30,777

純資産合計 5,577,735 5,798,792

負債純資産合計 11,720,684 11,725,257
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（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
第３四半期連結累計期間

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成23年３月１日
至 平成23年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年３月１日
至 平成24年11月30日)

売上高 6,018,274 6,680,071

売上原価 4,576,203 4,845,142

売上総利益 1,442,071 1,834,928

販売費及び一般管理費

運搬費 43,270 39,014

給料 527,155 513,388

賞与引当金繰入額 37,573 32,452

退職給付費用 38,986 33,169

役員退職慰労引当金繰入額 3,075 －

旅費及び交通費 69,820 63,899

減価償却費 47,216 39,811

研究開発費 67,153 84,617

その他 497,016 444,581

販売費及び一般管理費合計 1,331,268 1,250,934

営業利益 110,802 583,993

営業外収益

受取利息 424 304

受取配当金 1,899 2,256

受取割引料 1,861 3,011

受取賃貸料 10,985 10,871

持分法による投資利益 38,040 －

受取保険金 7,503 3,380

その他 8,374 9,239

営業外収益合計 69,090 29,064

営業外費用

支払利息 42,993 33,033

賃貸費用 7,718 4,823

シンジケートローン手数料 2,000 2,000

為替差損 5,652 896

債権売却損 7,222 6,434

持分法による投資損失 － 39,562

その他 4,110 9,784

営業外費用合計 69,696 96,535

経常利益 110,195 516,522

特別利益

固定資産売却益 963 785

貸倒引当金戻入額 219 －

特別利益合計 1,182 785
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成23年３月１日
至 平成23年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年３月１日
至 平成24年11月30日)

特別損失

固定資産売却損 12,565 －

固定資産除却損 26,400 1,410

役員退職慰労金 7,286 －

工場移転費用 46,584 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 24,695 －

減損損失 69,022 －

特別損失合計 186,555 1,410

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（△）

△75,176 515,897

法人税等 △33,679 236,074

過年度法人税等 23,822 －

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（△）

△65,320 279,822

四半期純利益又は四半期純損失（△） △65,320 279,822
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四半期連結包括利益計算書
第３四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成23年３月１日
至 平成23年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年３月１日
至 平成24年11月30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（△）

△65,320 279,822

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △21,125 △10,046

為替換算調整勘定 4,083 －

持分法適用会社に対する持分相当額 △20,611 2,635

その他の包括利益合計 △37,653 △7,411

四半期包括利益 △102,973 272,411

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △102,973 272,411

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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。 

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。 

  

「放電加工」において神戸事業所（神戸市西区）を閉鎖し、岡山事業所（岡山県赤磐市）へ統合することに伴い

固定資産の一部を減損処理いたしました。また、旧岡山事業所（岡山県備前市）の土地及び建物を減損処理いたし

ました。なお、当該減損損失の計上額は、当第３四半期連結累計期間において47百万円であります。 

「表面処理」においては、「放電加工」と同じ要因に加え、旧岐阜事業所（岐阜県海津市）の建物及び土地を減

損処理いたしました。なお、当該減損損失の計上額は、当第３四半期連結累計期間において21百万円であります。 

（３）継続企業の前提に関する注記

  該当事項はありません。

（４）セグメント情報等

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自平成23年３月１日 至 平成23年11月30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 1,773,861 2,396,658 1,213,762 633,992 6,018,274 ― 6,018,274

セグメント間の内部売上高又は振

替高
31,241 39,826 1,675 1,210 73,953 △73,953 ―

計 1,805,102 2,436,485 1,215,437 635,202 6,092,227 △73,953 6,018,274

セグメント利益又は 
損失（△）

259,072 517,731 △180,286 25,054 621,572 △510,769 110,802

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 621,572

全社費用(注) 510,769

四半期連結損益計算書の営業利益 110,802

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
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(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３四半期連結累計期間（自平成24年３月１日 至 平成24年11月30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

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 2,126,092 2,754,953 1,010,393 788,632 6,680,071

セグメント間の内部売上高又は振替高 33,505 111,630 2,235 2,855 150,225

計 2,159,597 2,866,583 1,012,628 791,487 6,830,297

セグメント利益又は損失（△） 413,551 780,655 △203,662 78,418 1,068,963

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 1,068,963

全社費用(注) 484,969

四半期連結損益計算書の営業利益 583,993

（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３四半期連結累計期間（平成23年３月１日～11月30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３四半期連結累計期間（平成24年３月１日～11月30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３四半期連結累計期間（平成23年３月１日～11月30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３四半期連結累計期間（平成24年３月１日～11月30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。 

  

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３四半期連結累計期間

（平成23年３月１日～11月30日） 前年同期比（％）

放電加工 1,785,790 70.7

金型 2,412,335 99.6

表面処理 1,212,005 134.7

機械装置等 690,767 73.0

合計 6,100,898 89.8

セグメントの名称
第３四半期連結累計期間

（平成24年３月１日～11月30日） 前年同期比（％）

放電加工 2,102,906 117.8

金型 2,761,273 114.5

表面処理 1,017,400 83.9

機械装置等 765,009 110.7

合計 6,646,589 108.9

②受注状況

セグメントの名称
第３四半期連結累計期間

（平成23年３月１日～11月30日） 前年同期比（％）

放電加工 1,844,397 75.4

金型 2,402,200 99.7

表面処理 1,177,456 117.9

機械装置等 891,140 140.3

合計 6,315,195 97.3

セグメントの名称
第３四半期連結累計期間

（平成24年３月１日11月30日） 前年同期比（％）

放電加工 2,008,914 108.9

金型 2,736,964 113.9

表面処理 1,042,063 88.5

機械装置等 737,703 82.8

合計 6,525,646 103.3
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前第３四半期連結累計期間（平成23年３月１日～11月30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３四半期連結累計期間（平成24年３月１日～11月30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。 

  

  

  

③販売実績

セグメントの名称
第３四半期連結累計期間

（平成23年３月１日～11月30日） 前年同期比（％）

放電加工 1,773,861 68.9

金型 2,396,658 100.0

表面処理 1,213,762 137.2

機械装置等 633,992 61.1

合計 6,018,274 87.3

セグメントの名称
第３四半期連結累計期間

（平成24年３月１日～11月30日） 前年同期比（％）

放電加工 2,126,092 119.9

金型 2,754,953 114.9

表面処理 1,010,393 83.2

機械装置等 788,632 124.4

合計 6,680,071 111.0
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