
平成25年2月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成24年10月2日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 放電精密加工研究所 上場取引所 大 
コード番号 6469 URL http://www.hsk.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 二村 勝彦
問合せ先責任者 （役職名） 取締役経理部長 （氏名） 大村 亮 TEL 046-250-3951
四半期報告書提出予定日 平成24年10月12日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 有
四半期決算説明会開催の有無 ： 有 （機関投資家・アナリスト向け）

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

25年2月期第2四半期 4,402 13.3 377 ― 281 ― 124 ―
24年2月期第2四半期 3,884 △18.5 △1 ― △6 ― △60 ―

（注）包括利益 25年2月期第2四半期 109百万円 （―％） 24年2月期第2四半期 △83百万円 （―％）

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2四半期 17.32 ―
24年2月期第2四半期 △8.42 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年2月期第2四半期 11,497 5,636 48.8
24年2月期 11,720 5,577 47.3
（参考） 自己資本   25年2月期第2四半期  5,605百万円 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。 
 当社は、平成24年10月24日に機関投資家向けの決算説明会を開催する予定です。説明内容については、当日使用する決算説明資料とともに、開催後速やか
に当社ホームページに掲載する予定です。 

※  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2Q 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2Q 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2Q 7,211,200 株 24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24年３月１日～平成24年８月31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、長期化する円高や原油価格の上昇など、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２四半期連結累計期間における業績は、売上高は4,402百万円（前年同期比13.3％増）、営業利

益は377百万円（前年同期は１百万円の営業損失）、経常利益は281百万円（前年同期は６百万円の経常損失）、四

半期純利益は124百万円（前年同期は60百万円の純損失）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1,414百万円（前年同期比26.0％増）、営業利益は267百万円（同114.4％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、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1,798百万円（同15.2％増）、営業利益は516百万円（同57.0％増）となりました。 

③ 表面処理 

産業用ガスタービン部品においては、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、産

業用ガスタービン部品の売上高の減少等により減益となりました。 

その結果、売上高は646百万円（同19.1％減）、営業損失は146百万円（前年同期は119百万円の営業損失）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542百万円（前年同期比35.0％増）、営業利益は57百万円（同－％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２四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222百万円減少し、11,497百万円となりまし

た。流動資産は、前連結会計年度末に比べ79百万円減少し、4,420百万円となりました。その主な要因は、現金及び

預金の増加195百万円、受取手形及び売掛金の減少248百万円、仕掛品の減少46百万円によるものです。固定資産は

前連結会計年度末に比べ142百万円減少し、7,077百万円となりました。その主な要因は機械装置及び運搬具の減少

57百万円、投資有価証券の減少99百万円であります。 

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281百万円減少し、5,861百万円となりまし

た。その主な要因は、未払法人税等の増加151百万円、支払手形及び買掛金の減少136百万円、長期借入金の減少314

百万円によるものであります。 

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58百万円増加し、5,636百万円となりまし

た。その主な要因は、利益剰余金の増加74百万円、その他有価証券評価差額金の減少18百万円であります。 

  

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。 

  

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２四半期連結会計期間末
(平成24年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 750,926 946,302

受取手形及び売掛金 3,075,957 2,827,936

商品及び製品 3,536 4,030

仕掛品 307,871 260,968

原材料及び貯蔵品 137,451 138,008

繰延税金資産 206,633 206,607

その他 24,118 41,331

貸倒引当金 △6,008 △4,560

流動資産合計 4,500,486 4,420,624

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,122,148 2,150,816

機械装置及び運搬具（純額） 1,331,035 1,273,264

土地 2,507,706 2,507,706

リース資産（純額） 179,248 173,722

建設仮勘定 22,097 35,720

その他（純額） 88,811 80,125

有形固定資産合計 6,251,047 6,221,355

無形固定資産

ソフトウエア 61,856 63,205

その他 8,836 8,836

無形固定資産合計 70,692 72,041

投資その他の資産

投資有価証券 236,708 137,674

繰延税金資産 490,444 500,657

その他 190,915 165,233

貸倒引当金 △19,609 △19,591

投資その他の資産合計 898,458 783,973

固定資産合計 7,220,198 7,077,370

資産合計 11,720,684 11,497,994
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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２四半期連結会計期間末
(平成24年８月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 885,939 749,177

短期借入金 2,486,500 2,527,500

未払法人税等 22,480 174,134

リース債務 35,174 37,373

賞与引当金 239,100 248,903

工場移転費用引当金 122,957 38,539

その他 413,088 494,670

流動負債合計 4,205,241 4,270,299

固定負債

長期借入金 809,250 495,000

長期未払金 134,906 108,612

リース債務 144,073 136,348

退職給付引当金 809,524 811,343

その他 39,953 40,264

固定負債合計 1,937,707 1,591,569

負債合計 6,142,949 5,861,868

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 4,160,350

自己株式 △131,877 △131,877

株主資本合計 5,609,902 5,684,297

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 △6,537

為替換算調整勘定 △75,739 △72,411

その他の包括利益累計額合計 △63,784 △78,948

新株予約権 31,617 30,777

純資産合計 5,577,735 5,636,126

負債純資産合計 11,720,684 11,497,994
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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23年３月１日
至 平成23年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年３月１日
至 平成24年８月31日)

売上高 3,884,363 4,402,133

売上原価 2,998,898 3,216,198

売上総利益 885,465 1,185,934

販売費及び一般管理費

運搬費 27,289 26,043

給料 312,462 297,548

賞与引当金繰入額 56,336 63,909

退職給付費用 26,238 22,671

役員退職慰労引当金繰入額 3,075 －

旅費及び交通費 44,028 42,734

減価償却費 30,952 26,530

研究開発費 36,457 31,162

その他 350,007 298,005

販売費及び一般管理費合計 886,847 808,604

営業利益又は営業損失（△） △1,382 377,329

営業外収益

受取利息 313 224

受取配当金 1,589 1,924

持分法による投資利益 21,914 －

受取割引料 1,356 1,900

受取賃貸料 7,323 7,266

受取保険金 6,714 2,600

その他 2,415 5,756

営業外収益合計 41,627 19,673

営業外費用

支払利息 29,790 22,982

賃貸費用 5,909 2,841

シンジケートローン手数料 1,000 2,000

為替差損 1,496 895

債権売却損 5,051 4,335

持分法による投資損失 － 77,041

その他 3,247 5,858

営業外費用合計 46,494 115,956

経常利益又は経常損失（△） △6,249 281,046

特別利益

貸倒引当金戻入額 215 －

固定資産売却益 322 779

特別利益合計 538 779
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（単位：千円）

前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年３月１日
至 平成24年８月31日)

特別損失

固定資産売却損 275 －

固定資産除却損 24,054 1,388

工場移転費用 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 57,727 1,388

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（△）

△63,438 280,437

法人税、住民税及び事業税 △26,948 155,563

過年度法人税等 24,195 －

法人税等合計 △2,753 155,563

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（△）

△60,684 124,873

四半期純利益又は四半期純損失（△） △60,684 124,873
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四半期連結包括利益計算書
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23年３月１日
至 平成23年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年３月１日
至 平成24年８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（△）

△60,684 124,873

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △16,219 △18,491

為替換算調整勘定 △89 －

持分法適用会社に対する持分相当額 △6,902 3,327

その他の包括利益合計 △23,211 △15,163

四半期包括利益 △83,896 109,709

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △83,896 109,709

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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23年３月１日
至 平成23年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年３月１日
至 平成24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（△）

△63,438 280,437

減価償却費 314,828 316,549

貸倒引当金の増減額（△は減少） △215 △1,466

退職給付引当金の増減額（△は減少） △21,855 1,818

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △129,595 －

賞与引当金の増減額（△は減少） 57,800 9,803

工場移転費用引当金の増減額（△は減少） 6,650 －

受取利息及び受取配当金 △1,903 △2,149

支払利息 29,790 22,982

持分法による投資損益（△は益） △21,914 77,041

固定資産売却損益（△は益） △47 △779

固定資産除却損 24,054 1,388

売上債権の増減額（△は増加） 290,455 248,020

たな卸資産の増減額（△は増加） 41,753 45,926

仕入債務の増減額（△は減少） △67,826 △136,762

長期未払金の増減額（△は減少） 127,620 △26,294

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 24,695 －

その他 △21,521 34,378

小計 589,329 870,895

利息及び配当金の受取額 8,006 2,129

利息の支払額 △30,549 △23,168

法人税等の支払額 △142,764 △3,883

営業活動によるキャッシュ・フロー 424,022 845,973

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 △302,149 △228,666

有形固定資産の売却による収入 8,264 1,039

投資有価証券の取得による支出 △3,455 △3,789

無形固定資産の取得による支出 △51,708 △10,336

貸付金の回収による収入 3,746 3,746

工場移転による支出 － △84,418

その他投資の取得による支出 △32,340 △3,225

その他投資の返還等による収入 1,576 16,830

投資活動によるキャッシュ・フロー △376,065 △308,818
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（単位：千円）

前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年３月１日
至 平成24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 2,720,000 3,530,000

短期借入金の返済による支出 △2,450,000 △3,430,000

長期借入れによる収入 30,000 －

長期借入金の返済による支出 △427,250 △373,250

配当金の支払額 △50,478 △50,478

リース債務の返済による支出 △6,199 △18,050

財務活動によるキャッシュ・フロー △183,927 △341,778

現金及び現金同等物に係る換算差額 △106 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △136,077 195,376

現金及び現金同等物の期首残高 787,976 590,926

現金及び現金同等物の四半期末残高 651,899 786,302
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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。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

  該当事項はありません。

 

（５）セグメント情報等

Ⅰ 前第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）

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 1,122,125 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

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 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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(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２四半期連結累計期間（自平成24年３月１日 至 平成24年８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

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 1,414,267 1,798,828 646,230 542,807 4,402,133

セグメント間の内部売上高又は振替高 26,043 79,006 699 1,534 107,282

計 1,440,310 1,877,834 646,929 544,341 4,509,416

セグメント利益又は損失（△） 267,974 516,063 △146,724 57,354 694,667

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 694,667

全社費用(注) 317,337

四半期連結損益計算書の営業利益 377,329

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）重要な後発事象
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前第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24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。 

  

前第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24年３月１日～８月31日） 

（単位：千円）

 
(注）上記金額は、販売価格によって表示しております。 

  

  

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

セグメントの名称
第２四半期連結累計期間

（平成24年３月１日～８月31日） 前年同期比（％）

放電加工 1,399,543 126.3

金型 1,803,363 116.6

表面処理 646,318 80.8

機械装置等 515,188 129.9

合計 4,364,414 113.3

②受注状況

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

セグメントの名称
第２四半期連結累計期間

（平成24年３月１日～８月31日） 前年同期比（％）

放電加工 1,311,671 120.5

金型 1,756,937 110.1

表面処理 659,180 82.4

機械装置等 508,456 94.1

合計 4,236,245 105.2
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前第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24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。 

  

  

  

  

  

③販売実績

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

セグメントの名称
第２四半期連結累計期間

（平成24年３月１日～８月31日） 前年同期比（％）

放電加工 1,414,267 126.0

金型 1,798,828 115.2

表面処理 646,230 80.9

機械装置等 542,807 135.0

合計 4,402,133 113.3
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