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1.  平成25年2月期の連結業績（平成24年3月1日～平成25年2月28日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年2月期 8,825 3.0 740 96.7 891 277.0 576 ―
24年2月期 8,566 △3.7 376 △1.4 236 △32.2 △618 ―

（注）包括利益 25年2月期 621百万円 （―％） 24年2月期 △634百万円 （―％）

1株当たり当期純利益 潜在株式調整後1株当たり
当期純利益

自己資本当期純利益
率

総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

25年2月期 79.92 ― 9.9 7.5 8.4
24年2月期 △85.70 ― △10.4 2.0 4.4

（参考） 持分法投資損益 25年2月期  183百万円 24年2月期  △91百万円

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

25年2月期 12,015 6,146 50.9 848.25
24年2月期 11,720 5,577 47.3 769.10

（参考） 自己資本   25年2月期  6,116百万円 24年2月期  5,546百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

25年2月期 1,637 △564 △485 1,178
24年2月期 969 △585 △581 590

2.  配当の状況 

 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

24年2月期 ― 0.00 ― 7.00 7.00 50 ― 0.9
25年2月期 ― 0.00 ― 20.00 20.00 144 25.0 2.5
26年2月期(予想) ― 0.00 ― 20.00 20.00 29.7

3. 平成26年 2月期の連結業績予想（平成25年 3月 1日～平成26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）

 

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) 4,447 1.0 241 △36.0 214 △23.5 167 34.1 23.23
通期 9,607 8.9 777 5.1 747 △16.1 486 △15.7 67.41



※  注記事項 
(1) 期中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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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 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 196,759 株 24年2月期 196,600 株
③ 期中平均株式数 25年2月期 7,211,168 株 24年2月期 7,211,200 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成25年2月期の個別業績（平成24年3月1日～平成25年2月28日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年2月期 8,447 2.8 687 91.9 658 103.2 363 ―
24年2月期 8,215 △4.2 358 2.6 323 4.4 △544 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

25年2月期 50.44 ―
24年2月期 △75.47 ―

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

25年2月期 11,490 5,816 50.3 802.45
24年2月期 11,468 5,491 47.6 757.10

（参考） 自己資本 25年2月期  5,786百万円 24年2月期  5,459百万円

2. 平成26年 2月期の個別業績予想（平成25年 3月 1日～平成26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）

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続きの対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続き
は終了しておりません。 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に掲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
に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ページの「経営成績に関する分析」をご覧ください。 
 当社は、平成25年４月19日に機関投資家及びアナリスト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を、開催
後速やかに当社ホームページに掲載する予定です。 

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) 4,225 0.1 214 △39.1 198 △40.8 157 △16.5 21.80
通期 9,162 8.5 725 5.5 708 7.6 461 27.0 64.06
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当連結会計年度におけるわが国経済は、全体として弱含みで推移しておりましたが、政権交代後の経済政策に対

する期待感から、円安基調への転換や株価回復の動きが見られるなど、一部に回復の兆しが表れてきました。 

当連結会計年度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で推移いたしました。 

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、当連結会計年度における業績は、売上高は8,825百万円（前年同期比3.0％増）、営業利益は740百万

円（同96.7％増）、経常利益は891百万円（同277.0％増）、当期純利益は576百万円（前年同期は618百万円の純損

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、各セグメントのセグメント損益（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 

放電加工は、主力製品であります産業用ガスタービン部品加工、及び蒸気タービン部品加工等の受注が順調に推

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など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2,752百万円（前年同期比10.8％増）、セグメント利益（営業利益）は512百万円（同22.1％

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、第３四半期連結累計期間までは、ほぼ前年同期並みで推移いた

しましたが、後半に売上高が減少した影響から前年同期と比べ減少いたしました。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、ディーゼル車関連製品の受注が増加したことから、金型全体では前年同期に

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3,662百万円（同8.6％増）、セグメント利益（営業利益）は1,032百万円（同34.6％増）と

なりました。 

③ 表面処理 

表面処理加工は、航空エンジン部品、産業用ガスタービン部品、自動車部品などの受注は増加いたしましたが、

電池関連部品の生産が中断していた影響により受注が大幅に減少し前年同期と比べ、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1,353百万円（同13.7％減）、セグメント損失（営業損失）は292百万円（前年同期は272百

万円の営業損失）となりました。 

④ 機械装置等 

プレス部品の受託加工は、環境対応車用の部品などの受注が増加いたしましたが、プレス機の販売が減少したこ

とから、前年同期と比べ売上高が減少いたしました。営業利益は機械販売の落ち込み分を部品加工で補いました

が、若干届かず減益となりました。 

その結果、売上高は1,057百万円（前年同期比7.4％減）、セグメント利益（営業利益）は136百万円（同0.0％

減）となりました。 

(次期の見通し） 

当社グループの次期の業績見通しにつきましては、売上高9,607百万円（当連結会計年度比8.9％増）、営業利益

777百万円（同5.1％増）、経常利益747百万円（同16.1％減）、当期純利益486百万円（同15.7％減）の増収減益と

なる見通しであります。 

尚、経常利益の減益の主な要因は、当連結会計年度において、タイ国にある持分法適用会社の水害による保険金

収入により持分法による投資利益が増加しているためであります。 

１．経営成績

（１）経営成績に関する分析
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（資産） 

当連結会計年度末の流動資産は、前連結会計年度末に比べ248百万円増加し、4,749百万円となりました。その主

な要因は、現金及び預金の増加588百万円、受取手形及び売掛金の減少301百万円、繰延税金資産の減少50百万円に

よるものであります。固定資産は前連結会計年度末に比べ45百万円増加し、7,266百万円となりました。その主な要

因は投資有価証券の増加247百万円、建物及び構築物の減少63百万円、機械装置及び運搬具の減少106百万円であり

ます。 

（負債） 

当連結会計年度末の流動負債は、前連結会計年度末に比べ216百万円減少し、3,988百万円となりました。その主

な要因は、未払法人税等の増加223百万円、短期借入金の減少331百万円、工場移転費用引当金の減少111百万円によ

るものであります。固定負債は前連結会計年度末に比べ57百万円減少し、1,880百万円となりました。その主な要因

は長期借入金の減少65百万円であります。 

（純資産） 

当連結会計年度末の純資産は、前連結会計年度末に比べ568百万円増加し、6,146百万円となりました。その主な

要因は、利益剰余金の増加525百万円、為替換算調整勘定の増加31百万円であります。 

当連結会計年度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588百万円増加し、1,178百万円となりました。その主な内訳は営業活動による資金の増加1,637百万円、投資活動

による資金の減少564百万円、財務活動による資金の減少485百万円であり、当連結会計年度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、1,637百万円（前連結会計年度は969百万円の獲得）となりました。これは主

に、税金等調整前当期純利益882百万円、減価償却費654百万円、売上債権の減少301百万円、仕入債務の減少142百

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、564百万円（前連結会計年度は585百万円の使用）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437万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、485百万円（前連結会計年度は581百万円の使用）となりました。これは主に、

長期借入金の減少額（純額）496百万円、配当金の支払額50百万円によるものであります。 

次期においては、営業収支の拡大及び運転資本の一層の圧縮など、キャッシュ・フローの増加に努めます。 

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
  

 自己資本比率＝自己資本÷総資産 

 時価ベースの自己資本比率＝株式時価総額÷総資産 

 キャッシュ・フロー対有利子負債比率＝有利子負債÷営業キャッシュ・フロー 

 インタレスト・ガバレッジ・レシオ＝営業キャッシュ・フロー÷利払い 

（２）財政状態に関する分析

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次期の資産、負債、純資産及びキャッシュ・フローの状況に関する見通し

平成23年２月期 平成24年２月期 平成25年２月期

自己資本比率 50.1% 47.3% 50.9%

時価ベースの自己資本比率 25.3% 22.3% 41.6%

キャッシュ・フロー対有利子 
負債比率

2.4 3.4 1.8

インタレスト・カバレッジ・レシオ 28.1 17.4 38.7
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（注）１．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

（注）２．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

（注）３．有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対象として

おります。 

当社は、株主に対する利益還元を経営の 重要課題のひとつと考えております。現在及び今後の事業収益をベー

スに将来の事業展開や経営体質の強化のために必要な内部留保資金の確保などを勘案し、配当性向30％を一つの目

安として、継続的かつ安定的な利益還元を実施することを基本方針としております。 

次期の配当につきましては、１株につき20円を計画しております。 

  

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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当社グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性のあるリスクについて、投資家の判断に重要な影響

を及ぼす可能性があると考えられる主な事項を記載しております。また、当社グループは、これらのリスク発生の

可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める所存であります。なお、本項に含まれている

将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。 

当社グループの当連結会計年度における売上高の56.8％が三菱重工業㈱、日本碍子㈱、㈱LIXILの主要得意先３

社で占められております。三菱重工業㈱からは、主に産業用ガスタービンエンジン部品の放電加工並びに表面処理

の業務、日本碍子㈱からは、自動車排気ガス浄化用のセラミックスハニカム担体を成形するためのセラミックスハ

ニカム押出用金型、㈱LIXILからは、アルミサッシを成形するためのアルミ押出用金型をそれぞれ受託しておりま

す。 

従って、これらの主要得意先の受注・生産動向や外注政策が大きく変動した場合は、当社グループの業績に影響

を及ぼす可能性があります。 

当社グループは国際的品質管理基準であるISO9001などに基づいて品質の安定に努めております。しかし、すべ

ての製品について欠陥が無く、将来に製造物責任賠償などが発生しないという保障はありません。製造物責任賠償

については保険に加入しておりますが、大規模な製造物責任賠償につながるような製品の欠陥は、当社グループの

業績に影響を及ぼす可能性があります。 

当社は、米国のSERMATECH INTERNATIONAL INC.(現PRAXAIR SURFACE TECHNOLOGIES,INC.)とのサーメテルコーテ

ィング等の表面処理の技術提携契約により、これらのコーティング等の国内における実施権を得ております。主要

なコーティング技術の契約期間は、一定期間ごとに自動更新となっておりますが、万一、これらの契約が更新され

ない場合は、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

地震や台風等の自然災害によって、当社グループの生産拠点に甚大な被害を被る可能性があります。 

当社グループの生産拠点は神奈川県に３箇所、愛知県に２箇所、岡山県、千葉県、福井県に各１箇所あり、それ

ぞれ定期的な災害防止活動や設備点検等を行っておりますが、これらの災害による影響を完全に防止又は軽減でき

る保障はありません。特に生産拠点が関東地区から中部地区に集中しており、大規模な東海地震などが発生した場

合は、生産能力に影響を及ぼす可能性があります。 

当社グループは、加工技術・加工治具・専用機の開発などによって生産性の向上、コスト削減に努めております

が、有能な人材の流出や原材料の高騰等があった場合に開発が進まず生産性の向上が図られない場合は、当社グル

ープの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

該当事項はありません。 

  

（４）事業等のリスク

①特定顧客への依存度について

②製品の欠陥について

③米国SERMATECH INTERNATIONAL INC.との技術提供契約の更新について

④自然災害等について

⑤生産性の向上、コスト削減が進まない場合について

（５）継続企業の前提に関する重要事象等
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当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社、子会社１社及び関連会社２社で構成され、金型及び機械部品

等の受託製造並びに販売を行っております。 

当社グループの事業に係る位置付け並びに事業の種類別セグメントとの関連は、次のとおりであります。 

なお、事業区分は事業の種類別セグメントと同一であります。 

 
※  当社が開発いたしましたクロム規制(ELV、RoHS等)に対応した亜鉛めっき部品の完全クロムフリー防錆表面処理剤

である製品名：ゼックコートZEC-888であります。 

(注）１．連結子会社等の区分は次のとおりであります。 

◇ 連結子会社  ◎ 関連会社で持分法適用会社 

○ 関連会社で持分法非適用会社 

２．企業集団の状況

事業区分 主要加工サービス・製品 主要な会社

放電加工
産業用ガスタービン部品の受託加工
その他各種金属製品の受託加工

当社

金型

アルミ押出用金型及び付属品
当社
KYODO DIE-WORKS(THAILAND)CO.,LTD.

セラミックスハニカム押出用金型及び付属品 当社

金属プレス用金型及び金型プレス用金型部品
㈱ミヤギ
KYODO DIE-WORKS(THAILAND)CO.,LTD.

表面処理
航空機エンジン部品・産業用ガスタービン部
品の表面処理(サーメテルコーティング等) 
※クロムフリー塗料

当社

機械装置等

プレス複合加工システム 
デジタルサーボプレス

当社

プレス部品の受託加工
当社
天津和興機電技術有限公司
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当社は、「社会及び取引先の発展に貢献することが当社の発展につながる」ことを経営理念とし「株主、取引

先、従業員が相乗的に発展することにより、豊かな社会作りに貢献する」ことを基本方針をしております。 

  

当社グループ全体として経営効率の改善を図る経営指標の目標としては、売上高営業利益率10％と設定しており

ます。また、当社グループにおける 近連結会計年度における実績値は、平成23年２月期4.3％、平成24年２月期

4.4％、平成25年２月期8.4％となっており、目標に到達しておりませんが、より一層の原価低減や生産の効率化を

図ることにより、継続して目標達成できるよう取り組んでまいります。 

  

中長期的な目標として、景気に左右されない企業体質の構築を目指しております。また、このような視点から新

たな事業の育成と拡大を進めることで顧客層の拡大を図るとともに、既存得意先に対しましては、前後工程の取り

込みを進め業容の拡大を図ってまいります。 

  

当社グループを取り巻く今後の経営環境は、主力サービスでありますガスタービン関連の受注が減少しており、

厳しい状況が続くものと予想されます。 

このような環境下におきまして、当社グループでは「特化技術の拡大」を基本にお客様の発展に貢献すべく、以

下の課題に対処していく所存でございます。 

① 放電加工は、各種金属製品の受託加工におきましては、放電加工をコア技術としてその前後工程の取り込み

を強化するとともに、表面処理との特化技術の融合を図り、業容の拡大に努めてまいります。 

また、産業用ガスタービン部品加工におきましては、お客様と一体となってコスト削減を図り、品質・価格・納

期・技術等さらなる競争力の強化を進め、業容の拡大を図ってまいります。 

② 金型は、アルミ押出用金型におきましては、製造自動化ラインのさらなる改良を進め、コストダウンを図る

とともに、従来の住宅向けアルミサッシ以外の分野への展開を進め、売上の拡大を図ってまいります。 

また、自動車排気ガス浄化用セラミックスハニカム押出用金型におきましては、新規アイテムの受注に努めてま

いります。 

③ 表面処理は、航空機エンジン部品・産業用ガスタービン部品・自動車部品等の表面処理におきましては、産

業用ガスタービン翼塗装の自動化ならびに自動車部品(ＤＰＦ関連)の塗装の自動化を進め、生産性の向上や品質の

向上を図ってまいります。 

また、クロムフリー塗料におきましては、三価から完全クロムフリーへの移行には今しばらく時間がかかると思

われますが、施工業者の拡大や海外への展開を図り、塗料販売の拡大につなげてまいります。 

④ 機械装置等は、機械装置におきましては、プレス複合加工システム、デジタルサーボプレス等の製品の拡販

を進める一方で、さらなる原価低減に向けた諸施策を実施し、利益率の向上を図ってまいります。 

また、自社プレス機による受託加工におきましては、ワンショット成形をはじめとする新しい工法の提案を行

い、新たな量産部品加工の受注に努めてまいります。 

  

特記すべき事項はありません。 

３．経営方針

（１）会社の経営の基本方針

（２）目標とする経営指標

（３）中長期的な会社の経営戦略

（４）会社の対処すべき課題

（５）その他、会社の経営上重要な事項
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４．連結財務諸表
（１）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)

当連結会計年度
(平成25年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 750,926 1,338,970

受取手形及び売掛金 3,075,957 2,774,424

商品及び製品 3,536 2,779

仕掛品 307,871 284,022

原材料及び貯蔵品 137,451 147,333

繰延税金資産 206,633 156,314

その他 24,118 50,995

貸倒引当金 △6,008 △5,471

流動資産合計 4,500,486 4,749,371

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 ※2 4,384,711 ※2 4,489,168

減価償却累計額 ※6 △2,262,562 ※6 △2,430,857

建物及び構築物（純額） 2,122,148 2,058,311

機械装置及び運搬具 ※4 4,433,063 ※4 4,603,480

減価償却累計額 ※6 △3,102,028 ※6 △3,379,013

機械装置及び運搬具（純額） 1,331,035 1,224,467

土地 ※2 2,507,706 ※2 2,507,706

リース資産 205,102 237,962

減価償却累計額 △25,854 △63,923

リース資産（純額） 179,248 174,039

建設仮勘定 22,097 30,300

その他 961,699 970,036

減価償却累計額 ※6 △872,888 ※6 △886,890

その他（純額） 88,811 83,145

有形固定資産合計 6,251,047 6,077,970

無形固定資産

ソフトウエア 61,856 66,436

その他 8,836 8,836

無形固定資産合計 70,692 75,272

投資その他の資産

投資有価証券 ※1 236,708 ※1 484,589

繰延税金資産 490,444 490,313

その他 ※1 190,915 ※1 157,560

貸倒引当金 △19,609 △19,586

投資その他の資産合計 898,458 1,112,877

固定資産合計 7,220,198 7,266,120

資産合計 11,720,684 12,015,491
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成24年２月29日)

当連結会計年度
(平成25年２月28日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 885,939 743,523

短期借入金 ※2 2,486,500 ※2 2,155,500

リース債務 35,174 40,375

未払法人税等 22,480 245,726

賞与引当金 239,100 214,317

工場移転費用引当金 122,957 11,711

その他 413,088 577,575

流動負債合計 4,205,241 3,988,729

固定負債

長期借入金 ※2 809,250 ※2 743,750

長期未払金 134,906 108,612

リース債務 144,073 133,663

退職給付引当金 809,524 864,510

資産除去債務 39,953 29,501

固定負債合計 1,937,707 1,880,038

負債合計 6,142,949 5,868,767

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 4,611,777

自己株式 △131,877 △131,970

株主資本合計 5,609,902 6,135,630

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 25,658

為替換算調整勘定 △75,739 △44,502

その他の包括利益累計額合計 △63,784 △18,844

新株予約権 31,617 29,937

純資産合計 5,577,735 6,146,724

負債純資産合計 11,720,684 12,015,491
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書
連結損益計算書

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成23年３月１日
至 平成24年２月29日)

当連結会計年度
(自 平成24年３月１日
至 平成25年２月28日)

売上高 8,566,084 8,825,953

売上原価 ※1, ※5 6,419,265 ※1, ※5 6,457,862

売上総利益 2,146,819 2,368,091

販売費及び一般管理費

運搬費 62,483 51,304

給料及び手当 671,489 661,759

賞与引当金繰入額 71,988 57,270

退職給付費用 52,127 43,569

役員退職慰労引当金繰入額 3,075 －

旅費及び交通費 92,183 82,874

減価償却費 64,461 54,985

研究開発費 ※1 111,877 ※1 94,244

その他 640,782 581,647

販売費及び一般管理費合計 1,770,468 1,627,656

営業利益 376,350 740,434

営業外収益

受取利息 530 377

受取配当金 2,420 2,812

受取賃貸料 14,647 14,476

受取割引料 3,261 3,665

保険金収入 7,736 3,779

持分法による投資利益 － 183,755

複合金融商品運用益 － 4,917

その他 8,319 11,877

営業外収益合計 36,915 225,662

営業外費用

支払利息 55,150 42,128

賃貸費用 9,109 6,216

債権売却損 9,611 8,387

シンジケートローン手数料 2,000 2,000

持分法による投資損失 91,477 －

その他 9,382 15,696

営業外費用合計 176,732 74,428

経常利益 236,533 891,668

特別利益

固定資産売却益 ※2 5,081 ※2 785

資産除去債務戻入益 － 5,336

特別利益合計 5,081 6,121
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成23年３月１日
至 平成24年２月29日)

当連結会計年度
(自 平成24年３月１日
至 平成25年２月28日)

特別損失

固定資産売却損 ※3 12,565 ※3 －

固定資産除却損 ※4 60,373 ※4 2,700

役員退職慰労金 7,286 －

工場移転費用 131,842 12,430

投資有価証券評価損 589 －

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 ※6 586,230 ※6 －

特別損失合計 823,583 15,130

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失
（△）

△581,967 882,658

法人税、住民税及び事業税 87,408 263,478

過年度法人税等 23,922 －

法人税等調整額 △75,285 42,880

法人税等合計 36,045 306,358

少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調整
前当期純損失（△）

△618,012 576,300

当期純利益又は当期純損失（△） △618,012 576,300
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連結包括利益計算書
(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成23年３月１日
至 平成24年２月29日)

当連結会計年度
(自 平成24年３月１日
至 平成25年２月28日)

少数株主損益調整前当期純利益 △618,012 576,300

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △7,576 13,703

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 △12,527 31,236

その他の包括利益合計 △16,020 44,940

包括利益 △634,033 621,240

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 △634,033 621,240

少数株主に係る包括利益 － －
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（３）連結株主資本等変動計算書
(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成23年３月１日
至 平成24年２月29日)

当連結会計年度
(自 平成24年３月１日
至 平成25年２月28日)

株主資本

資本金

当期首残高 889,190 889,190

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 889,190 889,190

資本剰余金

当期首残高 766,634 766,634

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 766,634 766,634

利益剰余金

当期首残高 4,754,446 4,085,955

当期変動額

剰余金の配当 △50,478 △50,478

当期純利益又は当期純損失（△） △618,012 576,300

当期変動額合計 △668,491 525,822

当期末残高 4,085,955 4,611,777

自己株式

当期首残高 △131,877 △131,877

当期変動額

当期変動額合計 － △93

当期末残高 △131,877 △131,970

株主資本合計

当期首残高 6,278,393 5,609,902

当期変動額

剰余金の配当 △50,478 △50,478

当期純利益又は当期純損失（△） △618,012 576,300

自己株式の取得 － △93

当期変動額合計 △668,491 525,728

当期末残高 5,609,902 6,135,630
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成23年３月１日
至 平成24年２月29日)

当連結会計年度
(自 平成24年３月１日
至 平成25年２月28日)

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

当期首残高 19,531 11,954

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△7,576 13,703

当期変動額合計 △7,576 13,703

当期末残高 11,954 25,658

為替換算調整勘定

当期首残高 △67,295 △75,739

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△8,443 31,236

当期変動額合計 △8,443 31,236

当期末残高 △75,739 △44,502

その他の包括利益累計額合計

当期首残高 △47,764 △63,784

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△16,020 44,940

当期変動額合計 △16,020 44,940

当期末残高 △63,784 △18,844

新株予約権

当期首残高 31,617 31,617

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － △1,680

当期変動額合計 － △1,680

当期末残高 31,617 29,937

純資産合計

当期首残高 6,262,247 5,577,735

当期変動額

剰余金の配当 △50,478 △50,478

当期純利益又は当期純損失（△） △618,012 576,300

自己株式の取得 － △93

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △16,020 43,260

当期変動額合計 △684,511 568,988

当期末残高 5,577,735 6,146,724
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成23年３月１日
至 平成24年２月29日)

当連結会計年度
(自 平成24年３月１日
至 平成25年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期
純損失（△）

△581,967 882,658

減価償却費 ※2 687,679 ※2 654,996

退職給付引当金の増減額（△は減少） 25,672 54,985

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） 109,400 △24,783

貸倒引当金の増減額（△は減少） 400 △560

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 24,695 －

受取利息及び受取配当金 △2,950 △3,190

支払利息 55,150 42,128

減損損失 586,230 －

工場移転費用 131,842 12,430

投資有価証券評価損益（△は益） 589 －

為替差損益（△は益） 4,083 －

持分法による投資損益（△は益） 91,477 △183,755

固定資産除却損 60,373 2,700

資産除去債務戻入益 － △5,336

有形固定資産売却損益（△は益） 7,483 △785

売上債権の増減額（△は増加） △207,919 301,532

たな卸資産の増減額（△は増加） 6,121 14,777

その他の流動資産の増減額（△は増加） 56,095 △17,025

仕入債務の増減額（△は減少） 179,021 △142,416

長期未払金の増減額（△は減少） 134,906 △26,294

未払消費税等の増減額（△は減少） △57,853 20,650

その他の流動負債の増減額（△は減少） 50,837 140,165

その他 333 △7,872

小計 1,232,108 1,715,006

利息及び配当金の受取額 9,054 3,190

利息の支払額 △55,717 △40,310

法人税等の支払額 △215,534 △40,233

営業活動によるキャッシュ・フロー 969,911 1,637,652
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成23年３月１日
至 平成24年２月29日)

当連結会計年度
(自 平成24年３月１日
至 平成25年２月28日)

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 △120,000 △120,000

定期預金の払戻による収入 120,000 120,000

投資有価証券の取得による支出 △6,346 △7,022

有形固定資産の取得による支出 △552,223 △437,802

有形固定資産の売却による収入 58,680 5,916

無形固定資産の取得による支出 △54,286 △23,298

長期前払費用の取得による支出 △32,085 △32

その他の支出 △2,927 △7,121

その他の収入 5,021 21,076

貸付金の回収による収入 7,493 7,493

工場移転による支出 △8,884 △123,675

投資活動によるキャッシュ・フロー △585,558 △564,468

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 5,620,000 6,910,000

短期借入金の返済による支出 △5,330,000 △6,810,000

長期借入れによる収入 12,000 550,000

長期借入金の返済による支出 △816,500 △1,046,500

リース債務の返済による支出 △16,425 △38,068

配当金の支払額 △50,478 △50,478

自己株式の取得による支出 － △93

財務活動によるキャッシュ・フロー △581,403 △485,140

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △197,050 588,043

現金及び現金同等物の期首残高 ※1 787,976 ※1 590,926

現金及び現金同等物の期末残高 ※1 590,926 ※1 1,178,970
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該当事項はありません。 

  

１．連結の範囲に関する事項 

  (1) 連結子会社の数  １社 

㈱ミヤギ 

  

２．持分法の適用に関する事項 

  (1) 持分法適用の関連会社数  １社 

KYODO DIE-WORKS(THAILAND)CO.,LTD. 

  (2) 持分法を適用しない関連会社の名称 

天津和興機電技術有限公司(中国) 

持分法を適用しない理由 

  持分法非適用会社は、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、持分法の対

象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため持分法の適用範

囲から除外しております。 

  (3) 持分法の適用の手続について特に記載する必要があると認められる事項 

 持分法適用会社のうち、決算日が異なる会社については、当該会社の事業年度に係る財務諸表を使用しており

ます。 

  

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

㈱ミヤギの決算日は、連結決算日と同日であります。 

  

４．会計処理基準に関する事項 

  (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

    (イ)有価証券 

・その他有価証券 

時価のあるもの 

  連結会計年度末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は

総平均法により算出) 

時価のないもの 

  総平均法による原価法 

    (ロ)デリバティブ 

時価法 

    (ハ)たな卸資産 

・製品及び仕掛品 

  アルミ押出用金型は総平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価の切下

げの方法) 

  その他は個別法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価の切下げの方法) 

・原材料 

  アルミ押出用金型は移動平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく切下げの

方法) 

  その他は総平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価の切下げの方法) 

・貯蔵品 

  総平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価の切下げの方法) 

（５）継続企業の前提に関する注記

（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項
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  (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

・有形固定資産(リース資産を除く) 

  建物(建物附属設備を除く) 

ａ  平成10年３月31日以前に取得したもの 

    旧定率法 

ｂ  平成10年４月１日から平成19年３月31日までに取得したもの 

    旧定額法 

ｃ  平成19年４月１日以降に取得したもの 

    定額法 

  建物(建物附属設備を除く)以外 

ａ  平成19年３月31日以前に取得したもの 

    旧定率法 

ｂ  平成19年４月１日以降に取得したもの 

    定率法 

  なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

 
・無形固定資産(リース資産を除く) 

  定額法を採用しております。 

  なお、ソフトウェア(自社利用)については、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法によっておりま

す。 

・リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

  リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法によっております。 

  なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成21年２月28日以前のものに

ついては、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっております。 

  (3) 重要な引当金の計上基準 

    ①  貸倒引当金 

  当社及び国内連結子会社は、債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等の特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 

    ②  賞与引当金 

  当社及び国内連結子会社は、従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。 

    ③  退職給付引当金 

  当社及び連結子会社は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資

産の見込み額に基づき計上しております。 

  また、数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法に

より按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。 

    ④ 工場移転費用引当金 

  当社は、来期以降に見込まれる、工場への移転に伴って発生する損失に備えるため、損失見込額を計上してお

ります。 

建物及び構築物 ７～31年

機械装置及び運搬具 ７～11年
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  (4) 重要なヘッジ会計の方法 

    ①  ヘッジ会計の方法 

  金利スワップ取引については特例処理の要件を満たしているため、特例処理を採用しております。 

    ②  ヘッジ手段とヘッジ対象 

  ヘッジ手段………金利スワップ 

  ヘッジ対象………借入金の支払利息 

    ③  ヘッジ方針 

  借入金利変動リスクを固定する目的で行っております。 

    ④  ヘッジの有効性評価の方法 

  金利スワップ取引は特例処理の要件を満たしているため、有効性の評価を省略しております。 

  (5) のれんの償却方法及び償却期間 

 のれんの償却については、５年で均等償却を行っております。ただし、金額が僅少な場合は、発生年度に全額償

却する方法によっております。 

  (6) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

 手許現金、要求払預金及び取得日から３ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、か

つ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期的な投資であります。 

  (7) その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 
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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） 

当連結会計年度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。 

（７）会計方針の変更

（８）追加情報
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※１．関連会社に対するものは、次のとおりであります。 

 
※２．担保資産及び担保付債務 

  担保に供している資産は、次のとおりであります。 

 
  担保付債務は、次のとおりであります。 

 
  ３．偶発債務 

     下記の会社の金融機関等からの借入金またはリース債務に対して次のとおり保証を行っております。 

 
※４．機械装置の連結貸借対照表計上額は、国庫補助金による圧縮記帳額4,537千円を控除して表示してお

ります。 

  ５．当社は運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行３行と当座貸越契約を締結しております。この

契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。 

 
※６．減価償却累計額 

  減価償却累計額には、減損損失累計額を含めて表示しております。 

（９）連結財務諸表に関する注記事項

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度
(平成24年２月29日)

当連結会計年度 
(平成25年２月28日)

投資有価証券 90,442千円 305,379千円

投資その他の資産のその他
(出資金)

8,505千円 8,505千円

前連結会計年度
(平成24年２月29日)

当連結会計年度 
(平成25年２月28日)

建物 807,719千円 603,936千円

土地 1,546,137 1,341,972

  合計 2,353,856 1,945,909

前連結会計年度
(平成24年２月29日)

当連結会計年度 
(平成25年２月28日)

短期借入金 1,586,583千円 1,313,583千円

長期借入金 478,208 614,625

  合計 2,064,791 1,928,208

前連結会計年度 
(平成24年２月29日)

当連結会計年度
(平成25年２月28日)

KYODO 
DIE-WORKS 
(THAILAND) 
CO.,LTD.

845,000千円
(銀行等借入に対す
る保証)

KYODO 
DIE-WORKS 
(THAILAND) 
CO.,LTD.

55,000千円
(金融機関借入に対
する保証)

天 津 和 興
機 電 技 術
有限公司

34,209千円
（リース債務に対す
る保証）

 合計 845,000千円 合計 89,209千円

前連結会計年度
(平成24年２月29日)

当連結会計年度 
(平成25年２月28日)

当座貸越極度額 2,400,000千円 2,250,000千円

借入実行残高 1,400,000 1,500,000

差引額 1,000,000 750,000
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※１．研究開発費の総額 

 
※２．固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 

 
※３．固定資産売却損の内訳は、次のとおりであります。 

 
※４．固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。 

 
※５．期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含

まれております。 

 
  

(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自  平成23年３月１日
至  平成24年２月29日)

当連結会計年度
(自  平成24年３月１日
至  平成25年２月28日)

一般管理費及び当期製造費用に含
まれる研究開発費

113,582千円 96,260千円

前連結会計年度
(自  平成23年３月１日
至  平成24年２月29日)

当連結会計年度
(自  平成24年３月１日
至  平成25年２月28日)

機械装置 4,784千円 785千円

車両運搬具 297 －

  合計 5,081 785

前連結会計年度
(自  平成23年３月１日
至  平成24年２月29日)

当連結会計年度
(自  平成24年３月１日
至  平成25年２月28日)

機械装置及び運搬具 12,290千円 －千円

その他 275 －

  合計 12,565 －

前連結会計年度
(自  平成23年３月１日
至  平成24年２月29日)

当連結会計年度
(自  平成24年３月１日
至  平成25年２月28日)

建物及び構築物 10,046千円 263千円

機械装置及び運搬具 47,037 1,850

その他 3,289 587

  合計 60,373 2,700

前連結会計年度
(自  平成23年３月１日
至  平成24年２月29日)

当連結会計年度
(自  平成24年３月１日
至  平成25年２月28日)

34,177千円 31,655千円
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※６．減損損失 

前連結会計年度(自  平成23年３月１日  至  平成24年２月29日) 

当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。 

（１）減損損失を認識した資産 

 
（２）減損損失の認識に至った経緯 

(注)１．閉鎖の意思決定をしたことにより固定資産の回収可能価額が大きく低下したと判断したため、減損損失を

計上いたしました。なお、回収可能価額は使用価値を零として算定しております。 

２．今後使用が見込まれない資産について、減損損失を計上いたしました。なお、回収可能価額は使用価値を

零として算定し、不動産の回収可能価額は正味売却価額により測定しており、鑑定評価額に基づいて評価

しております。 

３．前連結会計年度において減損処理した建物に係る資産除去債務対応分について減損損失を計上するととも

に、土地について正味売却価額まで減損損失を計上しております。 

４．事業の収益性が低下し固定資産の帳簿価額の回収が見込まれないため、減損損失を計上いたしました。な

お、回収可能価額は使用価値（割引率3.8％）により算定し、土地の回収可能価額は正味売却価額により

測定しており、合理的な売却見積額に基づいて評価しております。 

５．賃貸事業の収益性が低下し固定資産の帳簿価額の回収が見込まれないため、減損損失を計上いたしまし

た。なお、回収可能価額は使用価値（割引率3.8％）により算定し、不動産の回収可能価額は正味売却価

額により測定しており、合理的な売却見積額に基づいて評価しております。 

６．今後使用が見込まれない資産について、減損損失を計上いたしました。なお、回収可能価額は使用価値を

零として算定しております。 

場所 用途 種類
金額
(千円)

神戸市西区 
(注１)

事業用資産
建物及び構築物、機械装置及
び運搬具、その他、ソフトウ
エア

12,289

岡山県備前市 
(注２)

遊休資産 建物及び構築物、土地 39,591

岐阜県海津市 
(注３)

売却資産
建物及び構築物、機械装置及
び運搬具、土地、その他

9,441

岡山県赤磐市 
(注４)

事業用資産
建物及び構築物、機械装置及
び運搬具、土地、その他

225,828

神奈川県厚木市 
(注５)

賃貸用資産 建物及び構築物、土地 265,292

千葉県成田市 
(注５)

賃貸用資産 建物及び構築物、土地 28,309

神奈川県座間市
等 
(注６)

遊休資産 機械装置及び運搬具、その他 5,477

合計 586,230
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（３）資産のグルーピングの方法・変更 

 従来、当社グループは減損会計の適用に当たり、重要な遊休資産、処分予定資産及び賃貸用資産を除き、事業所

単位を基準とした管理会計上の区分に従って資産のグルーピングを行っておりました。しかしながら、当連結会計

年度において岐阜事業所を閉鎖し飯山事業所へ統合するとともに、神戸事業所を閉鎖しこれを岡山事業所に統合す

る意思決定がなされるなど、大幅な事業再編がなされたことに伴い、管理会計上の単位と資産のグルーピングの単

位が乖離してきたことから、当連結会計年度より事業所におけるセグメント単位を基本として資産のグルーピング

を行なう方法に変更いたしました。 

 この変更に伴い、減損損失225,828千円を特別損失に計上し、税金等調整前当期純損失が同額増加しておりま

す。 

 なお、賃貸用資産、遊休資産については、個々の物件をグルーピングの 小単位としております。 

  

当連結会計年度(自  平成24年３月１日  至  平成25年２月28日) 

 該当事項はありません。 

  

 決算短信における開示の必要性が大きくないと考えるため開示を省略しております。 

(連結包括利益計算書関係)
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前連結会計年度(自  平成23年３月１日  至  平成24年２月29日) 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
  

２．配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

 
  

 (2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

 
  

３．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

 
  

当連結会計年度(自  平成24年３月１日  至  平成25年２月28日) 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
  

(連結株主資本等変動計算書関係)

当連結会計年度期首 
株式数(株)

当連結会計年度
増加株式数(株)

当連結会計年度
減少株式数(株)

当連結会計年度末
株式数(株)

発行済株式

  普通株式 7,407,800 ― ― 7,407,800

自己株式

  普通株式 196,600 ― ― 196,600

(決議) 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり配当額

(円)
基準日 効力発生日

平成23年５月24日 
定時株主総会

普通株式 50,478 7.0 平成23年２月28日 平成23年５月25日

(決議) 株式の種類
配当金の総額 

(千円)
配当の原資

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成24年５月30日
定時株主総会

普通株式 50,478 利益剰余金 7.0 平成24年２月29日 平成24年５月31日

区分 新株予約権の内訳
新株予約権の
目的となる 
株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数(株) 当連結会計
年度末残高
（千円）

当連結会計
年度期首

当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結 
会計年度末

提出会社 
(親会社)

ストック・オプショ
ンとしての新株予約
権

普通株式 ― ― ― ― 31,617

合計 ― ― ― ― 31,617

当連結会計年度期首 
株式数(株)

当連結会計年度
増加株式数(株)

当連結会計年度
減少株式数(株)

当連結会計年度末
株式数(株)

発行済株式

  普通株式 7,407,800 ― ― 7,407,800

自己株式

  普通株式 196,600 159 ― 196,759
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２．配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

 
  

 (2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

 
  

３．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

(決議) 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり配当額

(円)
基準日 効力発生日

平成24年５月30日 
定時株主総会

普通株式 50,478 7.0 平成24年２月29日 平成24年５月31日

(決議) 株式の種類
配当金の総額 

(千円)
配当の原資

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成25年５月29日
定時株主総会

普通株式 144,220 利益剰余金 20.0 平成25年２月28日 平成25年５月30日

区分 新株予約権の内訳
新株予約権の
目的となる 
株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数(株) 当連結会計
年度末残高
（千円）

当連結会計
年度期首

当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結 
会計年度末

提出会社 
(親会社)

ストック・オプショ
ンとしての新株予約
権

普通株式 ― ― ― ― 29,937

合計 ― ― ― ― 29,937
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※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に記載されている科目の金額との関係 

 
※２．減価償却費には賃貸費用(営業外費用)に含まれる建物減価償却費等の他科目計上額を含んでおりま

す。 

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前連結会計年度
(自  平成23年３月１日
至  平成24年２月29日)

当連結会計年度
(自  平成24年３月１日
至  平成25年２月28日)

現金及び預金勘定 750,926千円 1,338,970千円

預入期間が３ヵ月を超える
定期預金

△160,000 △160,000

現金及び現金同等物 590,926 1,178,970
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決算短信における開示の必要性が大きくないと考えるため開示を省略しております。 

  

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えるため開示を省略しております。 

  

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えるため開示を省略しております。 

  

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えるため開示を省略しております。 

  

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えるため開示を省略しております。 

(リース取引関係)

(金融商品関係)

(有価証券関係)

(デリバティブ取引関係)

(退職給付関係)
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(注)  ストック・オプション数は株式数に換算して記載しております。 

  

当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数について

は、株式数に換算して記載しております。 

①  ストック・オプションの数 

 
  

(ストック・オプション等関係)

１．費用計上額及び科目名

前連結会計年度 当連結会計年度

売上原価 －千円 －千円

販売費及び一般管理費 －千円 －千円

２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1) ストック・オプションの内容

平成20年
ストック・オプション

付与対象者の区分及び数

当社取締役          ９名
当社社外取締役      １名 
当社関係会社取締役  ２名 
当社従業員          94名

ストック・オプション数(注) 普通株式  195,200株

付与日 平成20年10月２日

権利確定条件
付与日(平成20年10月２日)以降、権利行使時まで継続し
て勤務していること

対象勤務期間
平成20年10月２日から
平成22年10月２日まで

権利行使期間
平成22年10月３日から
平成26年10月２日まで

(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況

平成20年
ストック・オプション

権利確定前  (株)

前連結会計年度末 ―

付与 ―

失効 ―

権利確定 ―

未確定残 ―

権利確定後

前連結会計年度末 188,200

権利確定 ―

権利行使 ―

失効 10,000

未行使残 178,200
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②  単価情報 

 
  

基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用して

おります。 

平成20年
ストック・オプション

権利行使価格  (円) 882

行使時平均株価  (円) ―

公正な評価単価(付与日)  (円) 168

３．ストック・オプションの権利確定数の見積方法
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決算短信における開示の必要性が大きくないと考えるため開示を省略しております。 

  

該当事項はありません。 

  

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えるため開示を省略しております。 

  

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えるため開示を省略しております。 

(税効果会計関係)

(企業結合等関係)

(資産除去債務関係)

(賃貸等不動産関係)
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１ 報告セグメントの概要 

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。 

  

２ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

報告されている事業セグメントの会計処理方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」におけ

る記載と同一であります。 

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。  

セグメント間の内部売上高又は振替高は市場実勢価格に基づいております。 

  

(セグメント情報等)

(セグメント情報)
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３ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

前連結会計年度(自  平成23年３月１日  至  平成24年２月29日) 

 
 (注)１．調整額は以下の通りであります。 

 (1)セグメント利益の調整額673,649千円には、セグメント間取引消去111,284千円、各報告セグメントに配分

していない全社費用562,365千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般

管理費等であります。 

 (2)セグメント資産の調整額2,348,876千円にはセグメント資産に配分していない全社資産が含まれておりま

す。 

 (3)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額82,628千円は主に本社基幹システムの投資額でありま

す。 

２.セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

(単位：千円)

報告セグメント
調整額 
（注）１

連結財務諸表
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 2,484,875 3,370,604 1,567,693 1,142,911 8,566,084 － 8,566,084

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

37,208 69,576 3,037 1,462 111,284 (111,284) －

計 2,522,083 3,440,181 1,570,730 1,144,373 8,677,369 (111,284) 8,566,084

セグメント利益又は損失
（△）

419,698 767,063 △272,948 136,186 1,050,000 (673,649) 376,350

セグメント資産 3,785,206 2,464,066 1,932,480 1,190,054 9,371,808 2,348,876 11,720,684

その他の項目

  減価償却費 218,379 98,163 208,845 114,672 640,061 25,545 665,607

  有形固定資産及び 
  無形固定資産の増加額

125,017 246,724 44,403 242,104 658,250 82,628 740,878
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当連結会計年度(自  平成24年３月１日  至  平成25年２月28日) 

 
 (注)１．調整額は以下の通りであります。 

 (1)セグメント利益の調整額 648,400千円には、セグメント間取引消去201,121千円、各報告セグメントに配分

していない全社費用447,279千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般

管理費等であります。 

 (2)セグメント資産の調整額3,251,628千円にはセグメント資産に配分していない全社資産が含まれておりま

す。 

 (3)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額62,593千円は主に本社研究開発部門にかかる投資額であ

ります。 

２.セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

(単位：千円)

報告セグメント
調整額 
（注）１

連結財務諸表
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 2,752,977 3,662,119 1,353,024 1,057,831 8,825,953 － 8,825,953

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

39,228 153,068 4,474 4,349 201,121 (201,121) －

計 2,792,205 3,815,188 1,357,499 1,062,181 9,027,075 (201,121) 8,825,953

セグメント利益又は損失
（△）

512,556 1,032,504 △292,388 136,162 1,388,835 (648,400) 740,434

セグメント資産 3,529,692 2,522,563 1,942,376 769,229 8,763,862 3,251,628 12,015,491

その他の項目

  減価償却費 196,399 133,912 167,905 129,024 627,242 29,488 656,731

  有形固定資産及び 
  無形固定資産の増加額

88,657 182,433 176,384 6,557 454,032 62,593 516,626
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前連結会計年度(自 平成23年３月１日 至 平成24年２月29日) 

１  製品及びサービスごとの情報 

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 

  

２  地域ごとの情報 

(1) 売上高 

本邦の外部顧客への売上が連結損益計算書上の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。 

  

(2) 有形固定資産 

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。 

  

３  主要な顧客ごとの情報 

 
  

当連結会計年度(自 平成24年３月１日 至 平成25年２月28日) 

１  製品及びサービスごとの情報 

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 

  

２  地域ごとの情報 

(1) 売上高 

本邦の外部顧客への売上が連結損益計算書上の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。 

  

(2) 有形固定資産 

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。 

  

３  主要な顧客ごとの情報 

 
  

(関連情報)

(単位：千円)

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

三菱重工業株式会社 2,347,042 放電加工及び表面処理

株式会社ＬＩＸＩＬ（リクシル） 1,222,599 金型

日本碍子株式会社 1,209,025 金型

(単位：千円)

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

三菱重工業株式会社 2,578,443 放電加工及び表面処理

日本碍子株式会社 1,386,438 金型

株式会社ＬＩＸＩＬ（リクシル） 1,046,670 金型
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前連結会計年度(自 平成23年３月１日 至 平成24年２月29日) 

 
(注)全社・消去の金額は、各報告セグメントに帰属しない賃貸物件に係る金額であります。 

  

当連結会計年度(自 平成24年３月１日 至 平成25年２月28日) 

  該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

(報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)

（単位：千円）

報告セグメント
全社・消去 合計

放電加工 金型 表面処理 機械装置等 計

減損損失 47,742 ― 240,139 4,746 292,628 293,602 586,230

(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)

(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
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関連当事者との取引 

連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引 

(1) 連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等 

前連結会計年度(自  平成23年３月１日  至  平成24年２月29日) 

 
(注)  債務保証については、銀行等からの借入につき行ったものであり、保証料は受領しておりません。 

  

当連結会計年度(自  平成24年３月１日  至  平成25年２月28日) 

 
(注)  債務保証については、金融機関からの借入等につき行ったものであり、保証料は受領しておりません。 

(関連当事者情報)

種類
会社等 
の名称

所在地
資本金又 
は出資金 

(千タイバーツ)

事業の内容
又は職業

議決権等 
の所有 

(被所有) 
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額 
(千円)

科目
期末残高
(千円)

関連 

会社

KYODO DIE-

WORKS

(THAILAND)

CO.,LTD.

タイ国 

Pathumthani
20,000 金型

(所有) 
直接 50.0

金型の 

外注先
債務保証 845,000 ― ―

種類
会社等 
の名称

所在地
資本金又 
は出資金 

 

事業の内容
又は職業

議決権等 
の所有 

(被所有) 
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額 
(千円)

科目
期末残高
(千円)

関連 

会社

KYODO DIE-

WORKS

(THAILAND)

CO.,LTD.

タイ国 

Pathumthani

 20,000千タイ

バーツ
金型

(所有) 
直接 50.0

金型の 

外注先
債務保証 55,000 ― ―

関連 

会社

天 津 和 興 

機 電 技 術 

有限公司

中国 

天津市
150千ドル

金型及び

部品加工
(所有) 

直接 45.0

金型の 

外注先
債務保証 34,209 ― ―

（6469）株式会社放電精密加工研究所　平成25年２月期決算短信

－ 38 －



 
(注) １ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、ストック・オプション制度による潜在株式がありま

すが、希薄化効果を有しないため、記載しておりません。 

２ １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
  

該当事項はありません。 

(１株当たり情報)

項目
前連結会計年度

(自  平成23年３月１日
至  平成24年２月29日)

当連結会計年度
(自  平成24年３月１日
至  平成25年２月28日)

１株当たり純資産額(円) 769.10 848.25

１株当たり当期純利益又は１株当た
り当期純損失（△）(円)

△85.70 79.92

項目
前連結会計年度

(自  平成23年３月１日
至  平成24年２月29日)

当連結会計年度
(自  平成24年３月１日
至  平成25年２月28日)

１株当たり当期純利益金額

当期純利益又は当期純損失（△）(千円) △618,012 576,300

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失(△)
(千円)

△618,012 576,300

期中平均株式数(株) 7,211,200 7,211,168

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式

の概要

平成20年９月17日の取締
役会決議によるストッ
ク・オプション(新株予
約権の数 1,882個) 
 

平成20年９月17日の取締
役会決議によるストッ
ク・オプション(新株予
約権の数 1,782個)

(重要な後発事象)
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５．個別財務諸表
（１）貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(平成24年２月29日)

当事業年度
(平成25年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 696,183 1,249,152

受取手形 287,885 282,164

売掛金 2,660,093 2,354,060

製品 1,328 1,255

原材料 112,611 142,470

仕掛品 298,057 274,150

貯蔵品 24,277 4,740

繰延税金資産 202,090 151,470

その他 23,829 50,893

貸倒引当金 △5,601 △4,947

流動資産合計 4,300,756 4,505,410

固定資産

有形固定資産

建物 ※1 3,901,908 ※1 4,017,744

減価償却累計額 ※5 △1,905,213 ※5 △2,061,554

建物（純額） 1,996,694 1,956,190

構築物 416,340 418,452

減価償却累計額 ※5 △308,503 ※5 △332,539

構築物（純額） 107,836 85,913

機械及び装置 ※3 4,390,695 ※3 4,558,959

減価償却累計額 ※5 △3,064,334 ※5 △3,340,500

機械及び装置（純額） 1,326,361 1,218,459

車両運搬具 14,863 14,863

減価償却累計額 ※5 △14,564 ※5 △14,808

車両運搬具（純額） 299 54

工具、器具及び備品 946,358 956,539

減価償却累計額 ※5 △857,545 ※5 △873,611

工具、器具及び備品（純額） 88,812 82,928

土地 ※1 2,417,327 ※1 2,417,327

リース資産 205,102 221,683

減価償却累計額 △25,854 △62,760

リース資産（純額） 179,248 158,922

建設仮勘定 22,097 30,300

有形固定資産合計 6,138,677 5,950,097

無形固定資産

ソフトウエア 61,592 66,307

その他 7,671 7,671

無形固定資産合計 69,263 73,978
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(単位：千円)

前事業年度
(平成24年２月29日)

当事業年度
(平成25年２月28日)

投資その他の資産

投資有価証券 146,266 179,209

関係会社株式 173,500 173,500

関係会社出資金 8,505 8,505

長期貸付金 11,864 4,371

長期前払費用 13,065 1,159

繰延税金資産 469,255 470,703

敷金及び保証金 38,723 39,976

保険積立金 82,000 67,000

その他 27,095 27,095

貸倒引当金 △10,636 △10,621

投資その他の資産合計 959,638 960,898

固定資産合計 7,167,579 6,984,974

資産合計 11,468,336 11,490,384

負債の部

流動負債

支払手形 236,635 199,267

買掛金 595,753 500,028

短期借入金 ※1 1,400,000 ※1 1,500,000

1年内返済予定の長期借入金 ※1 1,046,500 ※1 615,500

リース債務 35,174 38,049

未払金 311,081 352,791

未払費用 46,234 48,433

未払法人税等 26,891 224,121

未払消費税等 23,142 41,951

前受金 1,361 976

預り金 16,196 119,991

賞与引当金 232,600 207,917

工場移転費用引当金 122,957 11,711

その他 4,879 378

流動負債合計 4,099,408 3,861,118

固定負債

長期借入金 ※1 809,250 ※1 743,750

長期未払金 127,620 106,740

リース債務 144,073 120,872

退職給付引当金 756,808 811,985

資産除去債務 39,953 29,501

固定負債合計 1,877,705 1,812,850

負債合計 5,977,113 5,673,968
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(単位：千円)

前事業年度
(平成24年２月29日)

当事業年度
(平成25年２月28日)

純資産の部

株主資本

資本金 889,190 889,190

資本剰余金

資本準備金 757,934 757,934

その他資本剰余金 8,700 8,700

資本剰余金合計 766,634 766,634

利益剰余金

利益準備金 125,100 125,100

その他利益剰余金

別途積立金 4,105,000 3,745,000

繰越利益剰余金 △306,395 366,867

利益剰余金合計 3,923,704 4,236,967

自己株式 △131,877 △131,970

株主資本合計 5,447,651 5,760,820

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 11,954 25,658

評価・換算差額等合計 11,954 25,658

新株予約権 31,617 29,937

純資産合計 5,491,223 5,816,416

負債純資産合計 11,468,336 11,490,384
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（２）損益計算書
(単位：千円)

前事業年度
(自 平成23年３月１日
至 平成24年２月29日)

当事業年度
(自 平成24年３月１日
至 平成25年２月28日)

売上高 8,215,801 8,447,284

売上原価

製品期首たな卸高 2,560 1,328

当期製品製造原価 ※2, ※6 6,188,650 ※2, ※6 6,223,237

合計 6,191,211 6,224,565

製品期末たな卸高 1,328 1,255

製品売上原価 6,189,882 6,223,310

売上総利益 2,025,918 2,223,974

販売費及び一般管理費

運搬費 55,823 44,274

役員報酬 91,920 145,414

給料及び手当 539,958 470,293

賞与引当金繰入額 69,477 55,721

退職給付費用 46,821 39,608

役員退職慰労引当金繰入額 3,075 －

法定福利費 112,392 111,153

旅費及び交通費 84,017 76,325

業務委託費 132,874 109,052

減価償却費 64,076 59,660

研究開発費 ※2 111,877 ※2 94,244

その他 355,487 330,913

販売費及び一般管理費合計 1,667,800 1,536,663

営業利益 358,117 687,311

営業外収益

受取利息 519 364

為替差益 － 1,683

受取配当金 8,393 2,812

受取賃貸料 ※1 18,247 ※1 18,076

保険金収入 7,658 3,703

受取割引料 3,261 3,665

複合金融商品運用益 － 4,917

その他 7,947 9,675

営業外収益合計 46,027 44,899
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成23年３月１日
至 平成24年２月29日)

当事業年度
(自 平成24年３月１日
至 平成25年２月28日)

営業外費用

支払利息 54,258 41,699

為替差損 1,569 －

賃貸費用 9,109 6,216

債権売却損 9,611 8,387

シンジケートローン手数料 2,000 2,000

その他 3,690 15,696

営業外費用合計 80,239 73,999

経常利益 323,905 658,211

特別利益

固定資産売却益 ※5 5,081 ※5 785

資産除去債務戻入益 － 5,336

特別利益合計 5,081 6,121

特別損失

固定資産売却損 ※3 12,565 ※3 －

固定資産除却損 ※4 60,373 ※4 2,687

投資有価証券評価損 589 －

工場移転費用 131,842 12,430

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 ※7 586,230 ※7 －

特別損失合計 816,297 15,117

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △487,310 649,215

法人税、住民税及び事業税 86,840 243,871

過年度法人税等 23,922 －

法人税等調整額 △53,836 41,603

法人税等合計 56,925 285,474

当期純利益又は当期純損失（△） △544,235 363,741
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製造原価明細書

前事業年度
(自  平成23年３月１日
至  平成24年２月29日)

当事業年度
(自  平成24年３月１日
至  平成25年２月28日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

Ⅰ  材料費 1,239,806 18.7 1,052,382 16.6

Ⅱ  労務費 2,210,926 33.3 2,305,212 36.3

Ⅲ  経費 ※２ 3,182,922 48.0 2,993,912 47.1

    当期総製造費用 6,633,655 100.0 6,351,507 100.0

    期首仕掛品たな卸高 269,764 298,057

計 6,903,419 6,649,564

    他勘定振替高 ※３ 416,711 152,177

    期末仕掛品たな卸高 298,057 274,150

    当期製品製造原価 6,188,650 6,223,237

(脚注)

前事業年度
(自  平成23年３月１日
至  平成24年２月29日)

当事業年度
(自  平成24年３月１日
至  平成25年２月28日)

１．原価計算の方法

アルミ押出用金型は、総合原価計算を採用し、そ

の他は、個別原価計算を採用しております。

１．原価計算の方法

同左

※２．経費の主な内訳

外注加工費 1,132,708千円

減価償却費 609,007

リース料 184,115

※２．経費の主な内訳

外注加工費 973,389千円

減価償却費 591,221

リース料 124,348

※３．他勘定振替高の内訳

工具器具備品 9,373千円

建設仮勘定 267,447

販売費及び一般管理費

  研究開発費 98,316

  その他 41,574

  計 416,711

※３．他勘定振替高の内訳

工具器具備品 12,103千円

建設仮勘定 57,939

販売費及び一般管理費

 研究開発費 50,405

 その他 31,728

 計 152,177
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（３）株主資本等変動計算書
(単位：千円)

前事業年度
(自 平成23年３月１日
至 平成24年２月29日)

当事業年度
(自 平成24年３月１日
至 平成25年２月28日)

株主資本

資本金

当期首残高 889,190 889,190

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 889,190 889,190

資本剰余金

資本準備金

当期首残高 757,934 757,934

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 757,934 757,934

その他資本剰余金

当期首残高 8,700 8,700

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 8,700 8,700

資本剰余金合計

当期首残高 766,634 766,634

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 766,634 766,634

利益剰余金

利益準備金

当期首残高 125,100 125,100

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 125,100 125,100

その他利益剰余金

別途積立金

当期首残高 4,075,000 4,105,000

当期変動額

別途積立金の積立 30,000 △360,000

当期変動額合計 30,000 △360,000

当期末残高 4,105,000 3,745,000

繰越利益剰余金

当期首残高 318,318 △306,395

当期変動額

別途積立金の積立 △30,000 360,000

剰余金の配当 △50,478 △50,478
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成23年３月１日
至 平成24年２月29日)

当事業年度
(自 平成24年３月１日
至 平成25年２月28日)

当期純利益又は当期純損失（△） △544,235 363,741

当期変動額合計 △624,714 673,262

当期末残高 △306,395 366,867

利益剰余金合計

当期首残高 4,518,418 3,923,704

当期変動額

別途積立金の積立 － －

剰余金の配当 △50,478 △50,478

当期純利益又は当期純損失（△） △544,235 363,741

当期変動額合計 △594,714 313,262

当期末残高 3,923,704 4,236,967

自己株式

当期首残高 △131,877 △131,877

当期変動額

当期変動額合計 － △93

当期末残高 △131,877 △131,970

株主資本合計

当期首残高 6,042,365 5,447,651

当期変動額

剰余金の配当 △50,478 △50,478

当期純利益又は当期純損失（△） △544,235 363,741

自己株式の取得 － △93

当期変動額合計 △594,714 313,169

当期末残高 5,447,651 5,760,820

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

当期首残高 19,531 11,954

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △7,576 13,703

当期変動額合計 △7,576 13,703

当期末残高 11,954 25,658

評価・換算差額等合計

当期首残高 19,531 11,954

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △7,576 13,703

当期変動額合計 △7,576 13,703

当期末残高 11,954 25,658
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成23年３月１日
至 平成24年２月29日)

当事業年度
(自 平成24年３月１日
至 平成25年２月28日)

新株予約権

当期首残高 31,617 31,617

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － △1,680

当期変動額合計 － △1,680

当期末残高 31,617 29,937

純資産合計

当期首残高 6,093,514 5,491,223

当期変動額

剰余金の配当 △50,478 △50,478

当期純利益又は当期純損失（△） △544,235 363,741

自己株式の取得 － △93

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △7,576 12,023

当期変動額合計 △602,290 325,192

当期末残高 5,491,223 5,816,416
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該当事項はありません。 

  

１．有価証券の評価基準及び評価方法 

  (1) 子会社株式及び関連会社株式 

総平均法による原価法 

  (2) その他有価証券 

時価のあるもの 

  期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により

算出) 

時価のないもの 

  総平均法による原価法 

  

２．デリバティブ等の評価基準及び評価方法 

  (1) デリバティブ 

時価法 

  

３．たな卸資産の評価基準及び評価方法 

  (1) 製品及び仕掛品 

 アルミ押出用金型は総平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価の切下げの方

法) 

 その他は個別法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価の切下げの方法) 

  (2) 原材料 

 アルミ押出用金型は、移動平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価の切下げ

の方法) 

 その他は総平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価の切下げの方法) 

  (3) 貯蔵品 

 総平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価の切下げの方法) 

  

４．固定資産の減価償却の方法 

  (1) 有形固定資産(リース資産を除く) 

 建物(建物附属設備を除く) 

ａ  平成10年３月31日以前に取得したもの 

  旧定率法 

ｂ  平成10年４月１日から平成19年３月31日までに取得したもの 

  旧定額法 

ｃ  平成19年４月１日以降に取得したもの 

  定額法 

 建物(建物附属設備を除く)以外 

ａ  平成19年３月31日以前に取得したもの 

  旧定率法 

ｂ  平成19年４月１日以降に取得したもの 

  定率法 

 なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）重要な会計方針

建物 ７～31年

機械装置 ７～11年
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  (2) 無形固定資産(リース資産を除く) 

 定額法を採用しております。 

 なお、ソフトウェア(自社利用)については、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法によっておりま

す。 

  (3) リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっております。 

 なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成21年2月28日以前のものにつ

いては、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっております。 

  

５．引当金の計上基準 

  (1) 貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権に

ついては、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 

  (2) 賞与引当金 

 従業員に対する賞与の支払に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。 

  (3) 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上してお

ります。 

 また、数理計算上の差異は、各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定

額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。 

  (4) 工場移転費用引当金 

 当社は、来期以降に見込まれる、工場への移転に伴って発生する損失に備えるため、損失見込額を計上しており

ます。 

  

６．ヘッジ会計の方法 

  (1) ヘッジ会計の方法 

 金利スワップ取引については特例処理の要件を満たしているため、特例処理を採用しております。 

  (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ヘッジ手段………金利スワップ 

 ヘッジ対象………借入金の支払利息 

  (3) ヘッジ方針 

 借入金利変動リスクを固定する目的で行っております。 

  (4) ヘッジ有効性評価の方法 

 金利スワップ取引は特例処理の要件を満たしているため、有効性の評価を省略しております。 

  

７．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  (1) 消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 
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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） 

当事業年度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。 

（６）会計方針の変更

（７）追加情報
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※１．担保に提供している資産及びこれに対応する債務は次のとおりであります。 

担保提供資産 

 
上記担保提供資産に対応する債務 

 
  ２．偶発債務 

下記の会社の金融機関等からの借入金またはリース債務に対して次のとおり保証を行っております。 

 
※３．機械装置の貸借対照表計上額は、国庫補助金による圧縮記帳額4,537千円を控除して表示しておりま

す。 

  ４．当社は運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行３行と当座貸越契約を締結しております。この

契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。 

 
※５．減価償却累計額 

減価償却累計額には、減損損失累計額を含めて表示しております。 

（８）個別財務諸表に関する注記事項

(貸借対照表関係)

前事業年度
(平成24年２月29日)

当事業年度 
(平成25年２月28日)

建物 807,719千円 603,936千円

土地 1,546,137千円 1,341,972千円

 合計 2,353,856千円 1,945,909千円

前事業年度
(平成24年２月29日)

当事業年度 
(平成25年２月28日)

短期借入金 800,000千円 900,000千円

１年内返済予定の長期借入金 786,583千円 413,583千円

長期借入金 478,208千円 614,625千円

 合計 2,064,791千円 1,928,208千円

前事業年度 
(平成24年２月29日)

当事業年度
(平成25年２月28日)

株 式 会 社
ミヤギ

40,000千円
(銀行借入に対する
保証)

株 式 会 社
ミヤギ

40,000千円
(金融機関借入に対
する保証)

KYODO 
DIE-WORKS 
(THAILAND) 
CO.,LTD.

845,000千円
(銀行等借入に対す
る保証)

KYODO 
DIE-WORKS 
(THAILAND) 
CO.,LTD.

55,000千円
(金融機関借入に対
する保証)

天 津 和 興
機 電 技 術
有限公司

34,209千円
（リース債務に対す
る保証）

 合計 885,000千円 合計 129,209千円

前事業年度
(平成24年２月29日)

当事業年度 
(平成25年２月28日)

当座貸越極度額 2,400,000千円 2,250,000千円

借入実行残高 1,400,000千円 1,500,000千円

差引額 1,000,000千円 750,000千円
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※１．関係会社との取引に係るものが以下のとおり含まれております。 

 
※２．研究開発費の総額 

 
※３．固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。 

 
※４．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

 
※５．固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 

 
※６．期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含

まれております。 

(損益計算書関係)

前事業年度
(自  平成23年３月１日
至  平成24年２月29日)

当事業年度
(自  平成24年３月１日
至  平成25年２月28日)

賃貸収入 3,600千円 3,600千円

前事業年度
(自  平成23年３月１日
至  平成24年２月29日)

当事業年度
(自  平成24年３月１日
至  平成25年２月28日)

一般管理費及び当期製造費用 
に含まれる研究開発費

113,582千円 96,260千円

前事業年度
(自  平成23年３月１日
至  平成24年２月29日)

当事業年度
(自  平成24年３月１日
至  平成25年２月28日)

機械及び装置 12,290千円 ― 千円

その他 275 ―

  合計 12,565 ―

前事業年度
(自  平成23年３月１日
至  平成24年２月29日)

当事業年度
(自  平成24年３月１日
至  平成25年２月28日)

建物 9,902千円 263千円

構築物 143 ―

機械及び装置 47,008 1,836

車両運搬具 29 ―

工具、器具及び備品 2,546 587

その他 742 ―

  合計 60,373 2,687

前事業年度
(自  平成23年３月１日
至  平成24年２月29日)

当事業年度
(自  平成24年３月１日
至  平成25年２月28日)

機械及び装置 4,784千円 785千円

車両運搬具 297 ―

  合計 5,081 785

前事業年度
(自  平成23年３月１日
至  平成24年２月29日)

当事業年度
(自  平成24年３月１日
至  平成25年２月28日)

32,891千円 31,147千円
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※７．減損損失 

前事業年度(自  平成23年３月１日  至  平成24年２月29日) 

当事業年度において、当社は以下の資産グループについて減損損失を計上しました。 

（１）減損損失を認識した主な資産 

 
（２）減損損失の認識に至った経緯 

(注)１．閉鎖の意思決定をしたことにより固定資産の回収可能価額が大きく低下したと判断したため、減損損失を

計上いたしました。なお、回収可能価額は使用価値を零として算定しております。 

２．今後使用が見込まれない資産について、減損損失を計上いたしました。なお、回収可能価額は使用価値を

零として算定し、不動産の回収可能価額は正味売却価額により測定しており、鑑定評価額に基づいて評価

しております。 

３．前事業年度において減損処理した建物に係る資産除去債務対応分について減損損失を計上するとともに、

土地について正味売却価額まで減損損失を計上しております。 

４．事業の収益性が低下し固定資産の帳簿価額の回収が見込まれないため、減損損失を計上いたしました。な

お、回収可能価額は使用価値（割引率3.8％）により算定し、土地の回収可能価額は正味売却価額により

測定しており、合理的な売却見積額に基づいて評価しております。 

５．賃貸事業の収益性が低下し固定資産の帳簿価額の回収が見込まれないため、減損損失を計上いたしまし

た。なお、回収可能価額は使用価値（割引率3.8％）により算定し、不動産の回収可能価額は正味売却価

額により測定しており、合理的な売却見積額に基づいて評価しております。 

６．今後使用が見込まれない資産について、減損損失を計上いたしました。なお、回収可能価額は使用価値を

零として算定しております。 

場所 用途 種類
金額
(千円)

神戸市西区 
(注１)

事業用資産
建物、構築物、機械及び装
置、工具、器具及び備品、
ソフトウエア

12,289

岡山県備前市 
(注２)

遊休資産 建物、構築物、土地 39,591

岐阜県海津市 
(注３)

売却資産
建物、構築物、機械及び装
置、工具、器具及び備品、
土地

9,441

岡山県赤磐市 
(注４)

事業用資産
建物、構築物、機械及び装
置、工具、器具及び備品、
土地

225,828

神奈川県厚木市 
(注５)

賃貸用資産 建物、構築物、土地 265,292

千葉県成田市 
(注５)

賃貸用資産 建物、構築物、土地 28,309

神奈川県座間市
等 
(注６)

遊休資産
機械及び装置、工具、器具
及び備品

5,477

合計 586,230

（6469）株式会社放電精密加工研究所　平成25年２月期決算短信

－ 54 －



  
（３）資産のグルーピングの方法・変更 

 従来、当社は減損会計の適用に当たり、重要な遊休資産、処分予定資産及び賃貸用資産を除き、事業所単位を基

準とした管理会計上の区分に従って資産のグルーピングを行っておりました。しかしながら、当事業年度において

岐阜事業所を閉鎖し飯山事業所へ統合するとともに、神戸事業所を閉鎖しこれを岡山事業所に統合する意思決定が

なされるなど、大幅な事業再編がなされたことに伴い、管理会計上の単位と資産のグルーピングの単位が乖離して

きたことから、当事業年度より事業所におけるセグメント単位を基本として資産のグルーピングを行なう方法に変

更いたしました。 

 この変更に伴い、減損損失225,828千円を特別損失に計上し、税引前当期純損失が同額増加しております。 

 なお、賃貸用資産、遊休資産については、個々の物件をグルーピングの 小単位としております。 

  

当事業年度(自  平成24年３月１日  至  平成25年２月28日) 

該当事項はありません。 
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前事業年度(自  平成23年３月１日  至  平成24年２月29日) 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
  

当事業年度(自  平成24年３月１日  至  平成25年２月28日) 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

(株主資本等変動計算書関係)

当事業年度期首 
株式数(株)

当事業年度増加
株式数(株)

当事業年度減少
株式数(株)

当事業年度末 
株式数(株)

普通株式 196,600 ― ― 196,600

当事業年度期首 
株式数(株)

当事業年度増加
株式数(株)

当事業年度減少
株式数(株)

当事業年度末 
株式数(株)

普通株式 196,600 159 ― 196,759
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決算短信における開示の必要性が大きくないと考えるため開示を省略しております。 

  

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えるため開示を省略しております。 

  

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えるため開示を省略しております。 

  

該当事項はありません。 

  

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えるため開示を省略しております。 

  

(リース取引関係)

(有価証券関係)

(税効果会計関係)

(企業結合等関係)

(資産除去債務関係)
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(注) １ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、ストック・オプション制度による潜在株式がありま

すが、希薄化効果を有しないため、記載しておりません。 

２ １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
  

該当事項はありません。 

(１株当たり情報)

項目
前事業年度

(自  平成23年３月１日
至  平成24年２月29日)

当事業年度
(自  平成24年３月１日
至  平成25年２月28日)

１株当たり純資産額(円) 757.10 802.45

１株当たり当期純利益又は１株当た
り当期純損失(△)(円)

△75.47 50.44

項目
前事業年度

(自  平成23年３月１日
至  平成24年２月29日)

当事業年度
(自  平成24年３月１日
至  平成25年２月28日)

１株当たり当期純利益金額

当期純利益又は当期純損失(△)(千円) △544,235 363,741

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失(△)
(千円)

△544,235 363,741

期中平均株式数(株) 7,211,200 7,211,168

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式

の概要

平成20年９月17日の取締
役会決議によるストッ
ク・オプション(新株予
約権の数 1,882個)

平成20年９月17日の取締
役会決議によるストッ
ク・オプション(新株予
約権の数 1,782個)

(重要な後発事象)
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（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。 

  

（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。 

  

（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。 

  

６．その他

（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
当連結会計年度

(自  平成24年３月１日
至  平成25年２月28日) 前連結会計年度比（％）

放電加工 2,746,083 109.7

金型 3,671,577 107.3

表面処理 1,351,681 86.9

機械装置等 1,053,894 94.3

合計 8,823,236 102.6

(2) 受注状況

事業の種類別セグメントの名称
当連結会計年度

(自  平成24年３月１日
至  平成25年２月28日) 前連結会計年度比（％）

放電加工 2,602,959 100.0

金型 3,560,547 103.9

表面処理 1,387,630 91.9

機械装置等 1,230,883 105.0

合計 8,782,020 100.8

(3) 販売実績

事業の種類別セグメントの名称
当連結会計年度

(自  平成24年３月１日
至  平成25年２月28日) 前連結会計年度比（％）

放電加工 2,752,977 110.8

金型 3,662,119 108.6

表面処理 1,353,024 86.3

機械装置等 1,057,831 92.6

合計 8,825,953 103.0

（6469）株式会社放電精密加工研究所　平成25年２月期決算短信

－ 59 －



  

  取締役会長 二村 昭二 （現 代表取締役会長）  

  

 ②その他の役員の異動 

・新任取締役候補 

取締役 技術開発部長 細江 廣太郎 （現 技術開発部長） 

取締役 開発事業部長 矢部 純   （現 開発事業部長） 

  

・新任監査役候補 

該当事項はありません。  

  

・退任予定取締役 

該当事項はありません。 

  

・昇格予定取締役 

専務取締役 原動機事業部長 工藤 紀雄 （現 常務取締役 原動機事業部長） 

兼 経営改革推進担当 

  

 ③就任予定日 

平成25年５月29日 

  

（２）役員の異動

①代表取締役の異動
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