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1.  平成26年2月期第2四半期の連結業績（平成25年3月1日～平成25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 ％

26年2月期第2四半期 4,429 0.6 317 △15.8 318 13.2 252 101.9
25年2月期第2四半期 4,402 13.3 377 ― 281 ― 124 ―

（注）包括利益 26年2月期第2四半期 312百万円 （184.9％） 25年2月期第2四半期 109百万円 （―％）

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

26年2月期第2四半期 34.97 ―
25年2月期第2四半期 17.32 ―

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

26年2月期第2四半期 12,169 6,315 51.6 871.60
25年2月期 12,015 6,146 50.9 848.25
（参考） 自己資本   26年2月期第2四半期  6,285百万円 25年2月期  6,116百万円

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

25年2月期 ― 0.00 ― 20.00 20.00
26年2月期 ― 0.00
26年2月期（予想） ― 20.00 20.00

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、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 9,607 8.9 777 5.1 747 △16.1 486 △15.7 67.41



(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 

(注）「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。 詳細は、添付資料Ｐ４「２．サマリー情報(注記
事項)に関する事項（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(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、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。 
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。 
 当社は、平成25年10月24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。 

※  注記事項

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   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年2月期2Q 7,407,800 株 25年2月期 7,407,800 株
② 期末自己株式数 26年2月期2Q 196,759 株 25年2月期 196,759 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年2月期2Q 7,211,041 株 25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25年３月１日～平成25年８月31日）におけるわが国経済は、金融政策による円

高是正や経済対策の効果等を背景に景気回復が期待され、デフレ状況からの明確な脱却には至っていないものの、

企業収益や個人消費は改善傾向がみられております。一方で、欧州諸国における財政、通貨不安や中国や新興国に

おける経済成長率の鈍化に対する懸念等により、依然として先行き不透明な状況が続いております。 

当該期間における当社グループを取り巻く業界動向は、電力プラント関連部品の表面処理加工で一部回復が見ら

れたものの、受注環境は厳しい状況であります。 

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4,429百万円（前年同期比0.6％増）、営業利益

は317百万円（同15.8％減）、経常利益は318百万円（同13.2％増）、四半期純利益は252百万円（同101.9％増）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は、依然として受注状況が低調に推移したことか

ら、前年同期に比べ、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1,299百万円（同8.1％減）、営業利益は240百万円（同10.1％減）となりました。 

② 金型 

金型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減少したことから

売上高が減少いたしました。もう一つの主力製品でありますアルミ押出用金型は樹脂サッシ用金型等が増加したこ

とにより、金型全体では前年同期に比べ、売上高が微増いたしました。営業利益では、セラミックスハニカム押出

用金型の売上高の減少等により減益となりました。 

その結果、売上高は1,804百万円（同0.3％増）、営業利益は416百万円（同19.2％減）となりました。 

③ 表面処理 

産業用ガスタービン部品、及び遠心圧縮機関連部品の表面処理が増加したこと、また電力貯蔵用電池部品の生産

が再開したことから売上高が増加いたしました。営業利益では、売上高の増加により前年同期と比べ、損失が減少

いたしました。 

その結果、売上高は816百万円（同26.4％増）、営業損失は35百万円（前年同期は146百万円の営業損失）となり

ました。 

④ 機械装置等 

部品加工において、試作関連の受注が減少したこと、及び機械装置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。営業利益では、外注加工費等の減少により増益となりました。 

その結果、売上高は508百万円（前年同期比6.4％減）、営業利益は77百万円（同34.4％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流動資産は、前連結会計年度末に比べ156百万円増加し、4,905百万円となりまし

た。その主な要因は、現金及び預金の減少130百万円、受取手形及び売掛金の増加176百万円、仕掛品の増加101百万

円によるものです。固定資産は前連結会計年度末に比べ２百万円減少し、7,263百万円となりました。その主な要因

は、神戸工場売却による建物及び構築物の減少159百万円、及び土地の減少204百万円、機械装置及び運搬具の減少

97百万円、新工場建設用地取得による土地の増加439百万円、投資有価証券の増加77百万円であります。 

当第２四半期連結会計期間末の流動負債は、前連結会計年度末に比べ207百万円増加し、4,196百万円となりまし

た。その主な要因は、支払手形及び買掛金の増加150百万円、短期借入金の増加119百万円、未払法人税等の減少68

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222百万円減少し、1,657百万円となりました。

その主な要因は、長期借入金の減少208百万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168百万円増加し、6,315百万円となりまし

た。その主な要因は、利益剰余金の増加107百万円、その他有価証券評価差額金の増加23百万円、為替換算調整勘定

の増加36百万円であります。 

  

平成26年２月期の連結業績予想につきましては、平成25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。 

  

(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更) 

当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成25年３月１日以後に取得し

た有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

なお、これによる当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。  

  

  

２．サマリー情報(注記事項)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
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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25年２月28日)

当第２四半期連結会計期間
(平成25年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,338,970 1,208,313

受取手形及び売掛金 2,774,424 2,950,649

商品及び製品 2,779 3,258

仕掛品 284,022 385,585

原材料及び貯蔵品 147,333 173,619

繰延税金資産 156,314 155,779

その他 50,995 33,552

貸倒引当金 △5,471 △5,184

流動資産合計 4,749,371 4,905,574

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,058,311 1,863,445

機械装置及び運搬具（純額） 1,224,467 1,127,131

土地 2,507,706 2,743,446

リース資産（純額） 174,039 169,143

建設仮勘定 30,300 4,282

その他（純額） 83,145 100,847

有形固定資産合計 6,077,970 6,008,297

無形固定資産

ソフトウエア 66,436 65,524

その他 8,836 9,619

無形固定資産合計 75,272 75,143

投資その他の資産

投資有価証券 484,589 562,306

繰延税金資産 490,313 485,208

その他 157,560 153,367

貸倒引当金 △19,586 △20,498

投資その他の資産合計 1,112,877 1,180,384

固定資産合計 7,266,120 7,263,825

資産合計 12,015,491 12,169,399
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成25年２月28日)

当第２四半期連結会計期間
(平成25年８月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 743,523 893,978

短期借入金 2,155,500 2,275,000

リース債務 40,375 43,110

未払法人税等 245,726 177,661

賞与引当金 214,317 230,549

工場移転費用引当金 11,711 19,434

その他 577,575 556,880

流動負債合計 3,988,729 4,196,613

固定負債

長期借入金 743,750 535,000

長期未払金 108,612 108,612

リース債務 133,663 126,033

退職給付引当金 864,510 858,229

資産除去債務 29,501 29,818

固定負債合計 1,880,038 1,657,694

負債合計 5,868,767 5,854,307

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 4,611,777 4,719,725

自己株式 △131,970 △131,970

株主資本合計 6,135,630 6,243,578

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 25,658 49,378

為替換算調整勘定 △44,502 △7,802

その他の包括利益累計額合計 △18,844 41,575

新株予約権 29,937 29,937

純資産合計 6,146,724 6,315,092

負債純資産合計 12,015,491 12,169,399
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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24年３月１日
至 平成24年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年３月１日
至 平成25年８月31日)

売上高 4,402,133 4,429,513

売上原価 3,216,198 3,233,923

売上総利益 1,185,934 1,195,590

販売費及び一般管理費

運搬費 26,043 30,366

給料 297,548 320,552

賞与引当金繰入額 63,909 56,595

退職給付費用 22,671 22,035

旅費及び交通費 42,734 39,498

減価償却費 26,530 25,485

研究開発費 31,162 54,669

その他 298,005 328,636

販売費及び一般管理費合計 808,604 877,839

営業利益 377,329 317,750

営業外収益

受取利息 224 159

受取配当金 1,924 2,450

持分法による投資利益 － 7,602

受取割引料 1,900 1,505

受取賃貸料 7,266 7,209

受取保険金 2,600 779

その他 5,756 8,625

営業外収益合計 19,673 28,332

営業外費用

支払利息 22,982 16,301

賃貸費用 2,841 3,726

シンジケートローン手数料 2,000 1,000

為替差損 895 1,613

債権売却損 4,335 3,633

持分法による投資損失 77,041 －

その他 5,858 1,673

営業外費用合計 115,956 27,949

経常利益 281,046 318,133

特別利益

固定資産売却益 779 112,197

工場移転費用引当金戻入益 － 696

特別利益合計 779 112,893
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（単位：千円）

前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年３月１日
至 平成25年８月31日)

特別損失

固定資産除却損 1,388 1,955

工場移転費用 － 19,434

特別損失合計 1,388 21,389

税金等調整前四半期純利益 280,437 409,637

法人税、住民税及び事業税 155,537 156,933

法人税等調整額 26 535

法人税等合計 155,563 157,468

少数株主損益調整前四半期純利益 124,873 252,168

四半期純利益 124,873 252,168
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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24年３月１日
至 平成24年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年３月１日
至 平成25年８月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 124,873 252,168

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △18,491 23,719

持分法適用会社に対する持分相当額 3,327 36,700

その他の包括利益合計 △15,163 60,420

四半期包括利益 109,709 312,588

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 109,709 312,588

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24年３月１日
至 平成24年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年３月１日
至 平成25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 280,437 409,637

減価償却費 316,549 286,683

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,466 625

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,818 △6,280

賞与引当金の増減額（△は減少） 9,803 16,232

工場移転費用 － 19,434

受取利息及び受取配当金 △2,149 △2,609

支払利息 22,982 16,301

持分法による投資損益（△は益） 77,041 △7,602

固定資産売却損益（△は益） △779 △112,197

固定資産除却損 1,388 1,955

売上債権の増減額（△は増加） 248,020 △176,225

たな卸資産の増減額（△は増加） 45,926 △128,340

仕入債務の増減額（△は減少） △136,762 150,454

長期未払金の増減額（△は減少） △26,294 －

その他 34,378 △1,971

小計 870,895 466,097

利息及び配当金の受取額 2,129 2,571

利息の支払額 △23,168 △18,316

法人税等の支払額 △3,883 △224,997

営業活動によるキャッシュ・フロー 845,973 225,354

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 △160,000

定期預金の払戻による収入 60,000 160,000

有形固定資産の取得による支出 △228,666 △561,465

有形固定資産の売却による収入 1,039 483,084

投資有価証券の取得による支出 △3,789 △4,316

無形固定資産の取得による支出 △10,336 △11,024

貸付金の回収による収入 3,746 3,122

工場移転による支出 △84,418 △11,015

その他投資の取得による支出 △3,225 △341

その他投資の返還等による収入 16,830 720

投資活動によるキャッシュ・フロー △308,818 △101,235
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（単位：千円）

前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年３月１日
至 平成25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 3,530,000 4,780,000

短期借入金の返済による支出 △3,430,000 △4,530,000

長期借入金の返済による支出 △373,250 △339,250

配当金の支払額 △50,478 △144,220

リース債務の返済による支出 △18,050 △21,305

財務活動によるキャッシュ・フロー △341,778 △254,775

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） 195,376 △130,656

現金及び現金同等物の期首残高 590,926 1,178,970

現金及び現金同等物の四半期末残高 786,302 1,048,313
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該当事項はありません。  

  

 
  

 
(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

（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
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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２四半期連結累計期間（自平成25年３月１日 至 平成25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 1,299,677 1,804,903 816,734 508,197 4,429,513

セグメント間の内部売上高又は振替高 15,945 31,942 6,347 4,180 58,415

計 1,315,622 1,836,846 823,082 512,377 4,487,929

セグメント利益又は損失（△） 240,883 416,950 △35,297 77,064 699,601

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 699,601

全社費用(注) 381,851

四半期連結損益計算書の営業利益 317,750

（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。 

  

当第２四半期連結累計期間（平成25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。 

  

前第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。 

  

当第２四半期連結累計期間（平成25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。 

  

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

セグメントの名称
第２四半期連結累計期間

（平成25年３月１日～８月31日） 前年同期比（％）

放電加工 1,273,411 91.0

金型 1,790,218 99.3

表面処理 838,518 129.7

機械装置等 660,248 128.2

合計 4,562,396 104.5

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

セグメントの名称
第２四半期連結累計期間

（平成25年３月１日～８月31日） 前年同期比（％）

放電加工 1,298,017 99.0

金型 1,733,462 98.7

表面処理 875,984 132.9

機械装置等 526,906 103.6

合計 4,434,371 104.7
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前第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。 

  

当第２四半期連結累計期間（平成25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

セグメントの名称
第２四半期連結累計期間

（平成25年３月１日～８月31日） 前年同期比（％）

放電加工 1,299,677 91.9

金型 1,804,903 100.3

表面処理 816,734 126.4

機械装置等 508,197 93.6

合計 4,429,513 100.6
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