
TOP INTERVIEW

Ａ. 増収効果と、合理化の継続によって、全ての段階利益で

黒字に転換しました。

2期ぶりの復配、1株当たり20円の配当

　第61期（2022年2月期）の連結業績は、売上高が過去最高

の129億76百万円（前期比18.8%増）、営業利益は6億34百

万円（前期は5億65百万円の損失）、経常利益は6億7百万円

（前期は5億82百万円の損失）、親会社株主に帰属する当期

純利益は14億13百万円（前期は28億36百万円の損失）と、

3期ぶりに黒字転換しました。その結果、2期ぶりの復配とな

り、1株当たり20円の配当となりました。

ガスタービン部品、デジタルサーボプレス機をはじめ、全体

的に増収、さらに利益創出の取り組みも強化

　第61期（2022年2月期）の事業環境としては、環境・エネ

ルギー関連、航空・宇宙関連、交通・輸送関連、機械設備関連

を推進できることも特徴です。材料が複合化されていると、

再資源化する際、選別などに手間がかかり、品質が安定せ

ず、再生用途が限定的でした。一方、混合溶融技術は、異なる

融点の樹脂でも選別せずに瞬時に混合し樹脂が熱劣化しに

くいため、品質が安定し、幅広い製品に使用することができ

ます。

付加価値のある素材の開発で、資源循環型社会構築への貢献

を目指す

　現在、様々な材料開発の引き合いを頂いております。たと

えば、木や竹などの未活用資源や、珈琲や貝殻などを配合す

るなど、顧客企業の要望に合わせたバイオマスプラスチック

の開発を行っております。また、従来の方法では、バイオマ

スの配合率が30％程度でありましたが、当社では50～

80％の高い比率で配合し、プラスチック使用量を抑制する

材料を提案しています。

　今後さらに材料開発力を高め、加工しやすさ、品質安定と

いった価値を付与した材料を創出し、当社独自のバイオマス

プラスチック技術で資源循環型社会構築に貢献することを

目指しています。

Ａ. 材料開発力によって技術領域を拡大、技術力を向上させ、

さらなる成長を目指します。

　当社は高度な加工技術と工程開発力によって、顧客企業の

研究開発案件を実用化してきた社会実装の実績を誇ります。

　このたび新たな技術である混合溶融技術という環境にや

さしい新素材開発技術を取得したことで、独自の社会課題解

決策を創出するチャンスが生まれました。

　当社のコア・コンピタンスを一層活かし、社会課題解決に

向けて、イノベーションを創出し、独自の製品・サービスの

提供で社会実装力の向上を目指します。

　なお、新たにスタートした第62期（2023年2月期）におい

ては、事業の再構築と混合溶融技術の事業の本格化を中心

に、成長投資を行い、将来の成長基盤づくりを進めていきま

す。配当金は1株当たり20円と計画しています。

　株主の皆様には、今後も、ご支援を賜りますようお願い申

し上げます。

　また、既存事業の再構築を通じて、コア技術を活かした事

業領域拡大にも注力しています。

航空機エンジン部品のトータルソリューション能力強化

　航空機のライフサイクルは20年から30年といわれ、その

間、航空機部品は長期安定的な供給が求められることから、

当社の一貫生産能力を活かした航空機エンジン部品事業は

長期的な成長が期待できるものと認識しています。今後はメ

ンテナンスサービスを本格稼働させるほか、業界におけるポ

ジションを高めるためトータルソリューション能力強化を

進めていきます。

高性能プレス機の用途開発とさらなる展開

　独自のデジタルサーボプレス機「ZENFormer」は、高精

度成形に特化したプレス機であり、加工中の温度変化などに

よる荷重条件などを自動で修正・修復することができ、省エ

ネ性能にも優れています。

　この「ZENFormer」は燃料電池の開発をはじめとした脱

炭素の分野で本領発揮が期待できます。燃料電池の中のセパ

レーターの製造において必要な、広い面積での平行制御の精

度では、他社のプレス機を圧倒しています。また粉末成形に

おいて寸法と密度の数値制御により品質安定化を実現した

ことが優位性を高めており、マルチマテリアル材の成形など

に対応したラインナップも拡充しています。さらにシェアリ

ングサービスで顧客ニーズにフィットした機能の開発やDX

を活用したプレス加工の知能化など、「ZENFormer」の進

化に注力しています。

Ａ. 2021年3月環境マテリアル開発事業部を発足させ新素

材開発に着手しました。

リサイクルが困難であった難処理プラスチックから新たな

材料を創出

　このたびプラスチックの資源循環をテーマに新たな材料

を開発する混合溶融技術を活用した取り組みを開始してい

ます。当社の混合溶融技術の最大の特徴は、生産工程で発生

するプラスチックの規格外製品や端材を単に再資源化する

だけではなく、プラスチック量を抑制するため代替素材とし

て間伐材やおが屑などのバイオマス素材を高配合し、環境に

配慮した新たな材料を製造できることです。

　また、従来は困難であった難処理プラスチックの再資源化

において、前期に比べ順調に推移し、住宅関連では前期並み

に推移しました。

　事業分野別では、環境・エネルギー関連の産業用ガスター

ビン部品の受注増加、前期に納入延期となっていた機械設備

関連のデジタルサーボプレス機等の販売が増加しました。

　他の事業分野においても、航空・宇宙関連が徐々にではあ

りますが回復の兆しを見せ、住宅関連のアルミ押出用金型は

前期並みに推移したものの、交通・輸送関連のセラミックス

ハニカム押出用金型は需要の回復から増収となるなど、全体

的に増収となりました。

　さらに、確実な利益創出のため、経費削減や投資計画の見

直しを図りました。具体的には、生産体制の見直しなどの全

社的なコストダウン施策の実行、さらに前期に減損損失を計

上したことによる減価償却費の減少の効果、また、飯山事業

所売却等による固定資産売却などです。

Ａ. 「コトづくり企業」として社会課題の解決に貢献する製

品・サービスを提供し、社会実装力の向上を目指します。

　長期ビジョン（2022年2月期から2026年2月期）として

目指す姿は、「持続可能な社会の実現に貢献するコトづくり

企業」、「創造的な発想と技術で人と社会に必要なカタチを

提供できる企業」です。

　この意味は、高度な加工技術力とそれが可能とする工程開

発力で形成したコア・コンピタンスで、顧客企業の課題解決

だけでなく、脱炭素・資源循環型社会構築といった社会課題

の解決に向けた独自の製品・サービスを社会に提供すること

です。

Ａ. まず、既存事業の構造再構築に取り組んでいます。

既存事業の構造再構築

　各事業の収益性を抜本的に改善し、安定収益基盤としての

筋肉質な収益構造へ再構築します。利益率の改善を追求して

キャッシュを安定的に創出し、それを「中期重点分野」に重

点的に投資する好循環を回していきます。

既存事業のコア技術を活かした事業領域の拡大

第61期の連結業績についてご説明ください。Q.

既存事業の事業構造再構築と、

脱炭素・資源循環型社会の実現に向けた

独自の製品・サービスで、社会実装力の向上を目指します。
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事業構成

　当社は、放電加工、金型、機械装置において、様々な事業分

野で顧客基盤を拡大してきました。

　「放電加工・表面処理」セグメントは、「航空・宇宙」、「交通・

輸送」、「環境・エネルギー」の3つの事業分野、「金型」セグメ

ントは、「住宅」、「交通・輸送」の2つの分野、「機械装置等」セ

グメントは、「機械設備」、「交通・輸送」の2つの分野で、貢献

しています。

セグメント（技術）と事業分野（販売先）の関係

3種類のセグメントをベースに、5つの事業分野で活躍

放電加工・表面処理
セグメント

金型
セグメント

機械装置等
セグメント

住宅
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交通・輸送
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ルギー関連、航空・宇宙関連、交通・輸送関連、機械設備関連

を推進できることも特徴です。材料が複合化されていると、

再資源化する際、選別などに手間がかかり、品質が安定せ

ず、再生用途が限定的でした。一方、混合溶融技術は、異なる

融点の樹脂でも選別せずに瞬時に混合し樹脂が熱劣化しに

くいため、品質が安定し、幅広い製品に使用することができ

ます。

付加価値のある素材の開発で、資源循環型社会構築への貢献

を目指す

　現在、様々な材料開発の引き合いを頂いております。たと

えば、木や竹などの未活用資源や、珈琲や貝殻などを配合す

るなど、顧客企業の要望に合わせたバイオマスプラスチック

の開発を行っております。また、従来の方法では、バイオマ

スの配合率が30％程度でありましたが、当社では50～

80％の高い比率で配合し、プラスチック使用量を抑制する

材料を提案しています。

　今後さらに材料開発力を高め、加工しやすさ、品質安定と

いった価値を付与した材料を創出し、当社独自のバイオマス

プラスチック技術で資源循環型社会構築に貢献することを

目指しています。

Ａ. 材料開発力によって技術領域を拡大、技術力を向上させ、

さらなる成長を目指します。

　当社は高度な加工技術と工程開発力によって、顧客企業の

研究開発案件を実用化してきた社会実装の実績を誇ります。

　このたび新たな技術である混合溶融技術という環境にや

さしい新素材開発技術を取得したことで、独自の社会課題解

決策を創出するチャンスが生まれました。

　当社のコア・コンピタンスを一層活かし、社会課題解決に

向けて、イノベーションを創出し、独自の製品・サービスの

提供で社会実装力の向上を目指します。

　なお、新たにスタートした第62期（2023年2月期）におい

ては、事業の再構築と混合溶融技術の事業の本格化を中心

に、成長投資を行い、将来の成長基盤づくりを進めていきま

す。配当金は1株当たり20円と計画しています。

　株主の皆様には、今後も、ご支援を賜りますようお願い申

し上げます。

　また、既存事業の再構築を通じて、コア技術を活かした事

業領域拡大にも注力しています。

航空機エンジン部品のトータルソリューション能力強化

　航空機のライフサイクルは20年から30年といわれ、その

間、航空機部品は長期安定的な供給が求められることから、

当社の一貫生産能力を活かした航空機エンジン部品事業は

長期的な成長が期待できるものと認識しています。今後はメ

ンテナンスサービスを本格稼働させるほか、業界におけるポ

ジションを高めるためトータルソリューション能力強化を

進めていきます。

高性能プレス機の用途開発とさらなる展開

　独自のデジタルサーボプレス機「ZENFormer」は、高精

度成形に特化したプレス機であり、加工中の温度変化などに

よる荷重条件などを自動で修正・修復することができ、省エ

ネ性能にも優れています。

　この「ZENFormer」は燃料電池の開発をはじめとした脱

炭素の分野で本領発揮が期待できます。燃料電池の中のセパ

レーターの製造において必要な、広い面積での平行制御の精

度では、他社のプレス機を圧倒しています。また粉末成形に

おいて寸法と密度の数値制御により品質安定化を実現した

ことが優位性を高めており、マルチマテリアル材の成形など

に対応したラインナップも拡充しています。さらにシェアリ

ングサービスで顧客ニーズにフィットした機能の開発やDX

を活用したプレス加工の知能化など、「ZENFormer」の進

化に注力しています。

Ａ. 2021年3月環境マテリアル開発事業部を発足させ新素

材開発に着手しました。

リサイクルが困難であった難処理プラスチックから新たな

材料を創出

　このたびプラスチックの資源循環をテーマに新たな材料

を開発する混合溶融技術を活用した取り組みを開始してい

ます。当社の混合溶融技術の最大の特徴は、生産工程で発生

するプラスチックの規格外製品や端材を単に再資源化する

だけではなく、プラスチック量を抑制するため代替素材とし

て間伐材やおが屑などのバイオマス素材を高配合し、環境に

配慮した新たな材料を製造できることです。

　また、従来は困難であった難処理プラスチックの再資源化

において、前期に比べ順調に推移し、住宅関連では前期並み

に推移しました。

　事業分野別では、環境・エネルギー関連の産業用ガスター

ビン部品の受注増加、前期に納入延期となっていた機械設備

関連のデジタルサーボプレス機等の販売が増加しました。

　他の事業分野においても、航空・宇宙関連が徐々にではあ

りますが回復の兆しを見せ、住宅関連のアルミ押出用金型は

前期並みに推移したものの、交通・輸送関連のセラミックス

ハニカム押出用金型は需要の回復から増収となるなど、全体

的に増収となりました。

　さらに、確実な利益創出のため、経費削減や投資計画の見

直しを図りました。具体的には、生産体制の見直しなどの全

社的なコストダウン施策の実行、さらに前期に減損損失を計

上したことによる減価償却費の減少の効果、また、飯山事業

所売却等による固定資産売却などです。

Ａ. 「コトづくり企業」として社会課題の解決に貢献する製

品・サービスを提供し、社会実装力の向上を目指します。

　長期ビジョン（2022年2月期から2026年2月期）として

目指す姿は、「持続可能な社会の実現に貢献するコトづくり

企業」、「創造的な発想と技術で人と社会に必要なカタチを

提供できる企業」です。

　この意味は、高度な加工技術力とそれが可能とする工程開

発力で形成したコア・コンピタンスで、顧客企業の課題解決

だけでなく、脱炭素・資源循環型社会構築といった社会課題

の解決に向けた独自の製品・サービスを社会に提供すること

です。

Ａ. まず、既存事業の構造再構築に取り組んでいます。

既存事業の構造再構築

　各事業の収益性を抜本的に改善し、安定収益基盤としての

筋肉質な収益構造へ再構築します。利益率の改善を追求して

キャッシュを安定的に創出し、それを「中期重点分野」に重

点的に投資する好循環を回していきます。

既存事業のコア技術を活かした事業領域の拡大

既存事業の再構築と、新規事業で目指すことを
あらためてお聞かせください。Q.

TOPIC 『統合レポート』発行のお知らせ

持続可能な成長への取り組みを紹介 
　当社は2022年8月に当社初の『統合レポート』をウェ

ブサイトにて公開することを目指して、目下制作作業に

勤しんでいます。

　企業価値の全体像や優位性、成長戦略、それを支え

る体制、また事業による社会への価値創出の取り組み

などを紹介する予定です。

　この新たなレポートをご覧いただき、本『IRレポート』

では紹介しきれない様々な情報を通じて、当社と株主

の皆様とのコミュニケーションが一層活発になることを

願っております。



中期経営計画2024　2022年2月期～2024年2月期
次世代に向けた再構築

長期ビジョン（第61期：2022年2月期～第65期：2026年2月期）

長期ビジョン ～2026年2月期

持続可能な社会の実現に貢献するコトづくり企業として、
創造的な発想と技術で人と社会に必要なカタチを提供できる企業

https://www.hsk.co.jp/ja/index.html

当社ウェブサイト

137億円
（2024年2月期経営数値目標）

109億円
（2021年2月期実績）

129億円
（2022年2月期実績）

123億円
（2023年2月期予想）

2.8%
（2023年2月期予想）

4.9%
（2022年2月期実績）

（予想129億円）

（予想2.7％）

5.2%△
（2021年2月期実績）

5.5%
（2024年2月期経営数値目標）

売 

上 

高

営
業
利
益
率

目標達成

目標達成



連結財務ハイライト

連結売上高

2023年
2月期（予想）

12,34712,976

2023年
2月期（予想）

350

2023年
2月期（予想）

20.00

（単位：百万円）

連結営業利益

（単位：百万円）

親会社株主に帰属する当期純利益

（単位：百万円）

1株当たり配当金（年間）

（単位：円）

第62期（2023年2月期）の業績予想は2022年4月5日時点のものであり、外部環境については今後も精査を継続していきます。

2019年
2月期

2020年
2月期

2021年
2月期

2022年
2月期

2023年
2月期（予想）

2019年
2月期

2020年
2月期

2021年
2月期※

2022年
2月期

11,686 11,127 10,927

2019年
2月期

2020年
2月期

2021年
2月期※

2022年
2月期

955

△190△190

△565△565

634

2019年
2月期

2020年
2月期

2021年
2月期

2022年
2月期

22.00

0.00

20.00
22.00

151

1,413
709

△189

△2,836

　第61期（2022年2月期）は、環境・エネルギー関連、航空・宇

宙関連、交通・輸送関連、機械設備関連の順調な推移、住宅関連

の前期並みの推移により増収、経費削減や投資計画の見直しな

どによる利益創出に取り組みました。

　放電加工・表面処理セグメントにおいては、航空・宇宙関連の

回復の兆し、環境・エネルギー関連の産業用ガスタービン部品の

売上高の増加により増収となりました。利益面では、前期に実施

した生産体制の見直しなどによる固定費削減効果、及び減損損

失の計上による減価償却費の減少などにより増益となりました。

　金型セグメントでは、住宅関連のアルミ押出用金型の前期並

みの推移、交通・輸送関連のセラミックスハニカム押出用金型の

需要の回復により増収となりました。利益面では、生産体制見直

しなどの合理化推進により増益となりました。

　機械装置等セグメントは、納入延期となっていた機械設備関連

のデジタルサーボプレス機等の販売により大幅な増収となり、利

益面では増収効果により増益となりました。

　第62期（2023年2月期）においては、新型コロナウイルスの

新たな変異株の発生や、ロシア・ウクライナ情勢などの地政学リ

スクの懸念などから、予断の許さない状況が続くものと予想さ

れます。そのような状況においても、当社グループは市場や顧客

の動向を注視し、対処しながらチャレンジの継続により成長を加

速させるとともに、収益力改善に向けた活動を強化し、企業価値

の向上に努めてまいります。業績予想においては、各種リスクを

加味した予想としております。

※なお、第61期第1四半期に連結子会社の退職給付債務の計算方法を変更し、第60期の業績を遡及修正しています。



コーポレートデータ

会社情報（2022年2月28日現在）

事業概要

所有者別株式数分布状況

株式情報（2022年2月28日現在） 株主メモ

大株主
株主名 持株数（千株） 持株比率（％）

東京中小企業投資育成（株）
放電精密加工研究所社員持株会
（株）二村
（株）三菱UFJ銀行
二村山林（有）
細江　廣太郎
二村　勝彦
三菱重工業（株）
二村　昭二
日本碍子（株）

733
392
389
325
272
217
210
200
182
180

10.13
5.41
5.37
4.50
3.76
3.00
2.90
2.76
2.52
2.48

 

（注）持株比率は、自己株式（165,381株）を控除して計算しております。

会社概要

発行可能株式総数
発行済株式総数
株主数

13,200,000株
7,407,800株

3,620名

株式の状況

関係会社
KYODO DIE-WORKS (THAILAND) CO., LTD.（タイ）
天津和興機電技術有限公司（中国）

事業所
本社、厚木、飯山、成田、名古屋、春日井、小牧、岡山、大和、若狭

〒222-8580　神奈川県横浜市港北区新横浜3-17-6　イノテックビル11Ｆ
TEL：045-277-0330　　FAX：045-565-9177
https://www.hsk.co.jp/

（ご注意）
1. 株主さまの住所変更、買取請求その他各種お手続きにつきましては、原則、口座
を開設されている口座管理機関（証券会社等）で承ることとなっております。口
座を開設されている証券会社等にお問合せください。株主名簿管理人（三菱
UFJ信託銀行）ではお取り扱いできませんので、ご注意ください。

2. 特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、三菱UFJ信
託銀行が口座管理機関となっておりますので、上記特別口座の口座管理機関
（三菱UFJ信託銀行）にお問合せください。なお、三菱UFJ信託銀行全国各支店
にてもお取次ぎいたします。

3. 未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行本支店でお支払いいたします。

毎年3月1日から翌年2月末日まで
毎年5月
毎年2月末日 その他必要あるときは、
あらかじめ公告して臨時に基準日を定めます。

2月末日

100株
電子公告
公告URL　https://www.hsk.co.jp/
ただし、電子公告を行うことができない場合は、
日本経済新聞に掲載する。

三菱UFJ信託銀行株式会社

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
東京都府中市日鋼町1-1
電　話 0120-232-711（通話料無料）
郵送先 〒137-8081
 新東京郵便局私書箱第29号
 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
東京証券取引所スタンダード市場
6469

事業年度
定時株主総会
基準日

期末配当金受領
株主確定日
株式の売買単位
公告掲載方法

株主名簿管理人
特別口座の口座管理機関
同連絡先（郵便物送付先・
電話照会先）

上場証券取引所
証券コード

事業区分

放電加工
・

表面処理

金　型

機械装置等

環境・
エネルギー

産業用ガスタービン関連部品
遠心圧縮機関連部品
クロムフリー表面処理剤

航空・宇宙 航空機エンジン部品
航空宇宙関連部品

交通・輸送 自動車表面処理部品

住宅 アルミ押出用金型

交通･輸送 セラミックスハニカム押出用金型

機械設備 デジタルサーボプレス機
プレス用金型及びプレス付帯設備 

交通･輸送 プレス部品の受託加工

事業分野 アイテム社名

本社所在地
代表者
創業
資本金
従業員数
事業内容

株式会社放電精密加工研究所
HODEN SEIMITSU KAKO KENKYUSHO CO., LTD.
神奈川県横浜市港北区新横浜3-17-6 イノテックビル11Ｆ
代表取締役社長　工藤 紀雄
1961年(昭和36年)4月25日
8億8,919万円
798名（連結）、562名（単体）
放電加工・表面処理事業
金型事業
機械装置等事業

外国法人等

1.10%

金融機関

11.19 %

一般法人

29.75%個人その他

57.96%


