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1. 平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6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 ％

21年3月期第1四半期 2,766 ― 156 ― 185 ― 111 ―

20年3月期第1四半期 2,872 7.1 155 △26.5 164 △16.6 86 △14.5

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

21年3月期第1四半期 3.74 ―

20年3月期第1四半期 2.89 ―

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

21年3月期第1四半期 15,509 7,789 50.2 260.69
20年3月期 15,313 7,658 50.0 256.24

（参考） 自己資本 21年3月期第1四半期 7,789百万円 20年3月期 7,658百万円

2. 配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無 無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 3.00 ― 3.00 6.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 3.00 ― 3.00 6.00

3. 平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 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

第2四半期連結累計期間 6,000 ― 400 ― 375 ― 205 ― 6.86
通期 12,000 1.9 800 8.4 750 16.6 410 △16.7 13.71

4. その他 
(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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 有  

[(注) 詳細は、２ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。]  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

[(注) 詳細は、２ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。]  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14
号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の実績等は、業績の変化等によ
り、上記予想数値と異なる場合があります。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期 29,929,996株 20年3月期 29,929,996株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期 48,566株 20年3月期 43,775株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期 29,883,885株 20年3月期第1四半期 29,905,478株
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・定性的情報・財務諸表等

1. 連結経営成績に関する定性的情報
当第１四半期におけるわが国経済は、長期化する原油・原材料価格の高騰及びこれに伴う物価上昇により

企業収益および個人消費への影響が懸念される状況となりました。また、サブプライムローン問題に端を発
する米国経済の景気後退懸念等もあり、先行き不透明感が更に増してまいりました。当超硬工具業界におき
ましても、自動車産業の動向等業況への影響が懸念されるところであります。
こうした中にあって、当社グループにおきましては海外市場への注力とコスト抑制に努めました結果、当

第１四半期の業績は売上高2,766百万円、営業利益156百万円、経常利益185百万円、四半期純利益111百万円
となりました。
海外市場への売上高は683百万円であり、売上高に占める比率は24.7%となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報
(資産)
資産は前連結会計年度末に比べ196百万円増加し15,509百万円となりました。このうち流動資産は59百万

円、固定資産は136百万円それぞれ増加しました。
流動資産は、現金及び預金が295百万円増加しましたが、受取手形及び売掛金が181百万円、未収入金が

80百万円減少しました。
固定資産のうち、有形固定資産は三重の新工場関連投資等により35百万円増加しました。また、投資そ

の他の資産は投資有価証券が時価評価等により168百万円増加し、これに伴い繰延税金資産は68百万円減少
しました。

(負債)
負債は前連結会計年度末に比べ64百万円増加し、7,719百万円となりました。このうち流動負債は247百

万円増加しましたが、固定負債は183百万円減少しました。
流動負債では、短期借入金が187百万円、未払費用が372百万円それぞれ増加し、賞与引当金が163百万

円、支払手形及び買掛金が64百万円それぞれ減少しました。未払費用の増加と賞与引当金の減少は、賞与
引当金の一部を未払費用に振替えたことによります。
 固定負債の減少は、長期借入金の減少179百万円等によるものであります。

(純資産)
純資産は前連結会計年度末に比べ131百万円増加し7,789百万円となりました。株主資本は、剰余金の配

当89百万円に対し当四半期純利益が111百万円であったこと等により、20百万円増加の7,501百万円となり
ました。また、株式の時価評価等により評価・換算差額等は110百万円増加し288百万円となりました。

(キャッシュ・フローの状況)
営業活動により獲得された資金は657百万円でありました。資金流入の主な要因は、税金等調整前当四半

期純利益185百万円、減価償却費126百万円、売上債権の減少268百万円及びその他232百万円(賞与の債務増
を含む)等であり、資金流出としては、仕入債務の減少82百万円、法人税等の支払額73百万円があります。
投資活動により流出した資金は288百万円でありました。主な要因は設備投資であります。
財務活動により流出した資金は82百万円でありました。主な要因は配当金の支払であります。
以上の結果、現金及び預金同等物の当四半期連結会計期間末残高は前連結会計年度末と比べ、295百万円

増加し1,493百万円となりました。

3. 連結業績予想に関する定性的情報
原油価格の更なる高騰及び米国経済の景気後退懸念等、当社グループの業績への影響が見通し難い情況で

ありますが、他の要因による業績の変動も現時点では想定されないことから、平成20年５月15日発表の通期
の業績予想に変更はありません。
今後、何らかの変化がある場合には適切に開示いたします。

4. その他
(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)

該当事項はありません。

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用
１．一般債権の貸倒見積高の算定方法
当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がない

と認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。
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２．棚卸資産の評価方法
当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実

地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。
また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を

見積り、簿価切下げを行う方法によっております。

３．固定資産の減価償却費の算定方法
定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する

方法によっております。

４．経過勘定項目の算定方法
一部の費用について、合理的な算定方法による概算額で計上する方法によっております。

５．連結会社相互間の債権債務及び取引の相殺消去
取引金額に差異がある場合で当該差異の重要性が乏しいときには、親会社の金額に合わせる方法に

より相殺消去しております。

６．税金費用の計算
当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する方法を採用しております。
なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
１．「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日 企業会計基準第12号)
及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日 企業会
計基準適用指針第14号)を当第１四半期連結会計期間から適用しております。また、「四半期連結財務諸
表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

２．「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号)
を当第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法(収益性の低下による
簿価切下げの方法)に変更しております。
この結果、従来の方法によった場合に比べて、売上総利益、営業利益、経常利益及び、税金等調整前

四半期純利益が5,859千円それぞれ減少しております。

３．「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成５年６月17日 最終改正平成19年３月30日
企業会計基準第13号)及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成６年１
月18日 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号)を当第１四半期連結会計期間から早
期に適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じ
た会計処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リース資産として計上しており
ます。
また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零または残価保証額

とする方法によっております。
なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。
当第１四半期連結会計期間において、この変更に伴う影響はありません。
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5. 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末

(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る

要約連結貸借対照表

(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,493,677 1,197,757

受取手形及び売掛金 2,520,075 2,701,334

商品及び製品 2,067,856 2,051,771

原材料 671,877 753,066

仕掛品 1,005,511 943,399

貯蔵品 43,061 40,559

繰延税金資産 300,012 299,844

未収入金 278,516 358,901

その他 127,549 102,687

貸倒引当金 △15,038 △15,868

流動資産合計 8,493,101 8,433,454

固定資産

有形固定資産 4,789,449 4,753,972

無形固定資産 20,707 20,384

投資その他の資産

投資有価証券 1,366,979 1,198,961

長期貸付金 12,706 14,313

長期預金 300,000 300,000

差入保証金 98,133 143,438

保険積立金 262,583 259,180

繰延税金資産 194,526 262,656

その他 10,558 11,173

貸倒引当金 △39,145 △84,251

投資その他の資産合計 2,206,343 2,105,472

固定資産合計 7,016,500 6,879,829

資産合計 15,509,601 15,313,283
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末

(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る

要約連結貸借対照表

(平成20年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,301,702 1,366,053

短期借入金 1,626,958 1,439,092

未払法人税等 81,977 88,125

賞与引当金 138,640 301,666

役員賞与引当金 25,000 20,000

未払費用 468,111 95,127

その他 159,049 243,740

流動負債合計 3,801,439 3,553,804

固定負債

長期借入金 2,629,188 2,808,352

役員退職慰労引当金 371,234 391,141

退職給付引当金 917,878 901,813

固定負債合計 3,918,300 4,101,306

負債合計 7,719,739 7,655,110

純資産の部

株主資本

資本金 3,099,194 3,099,194

資本剰余金 3,057,132 3,057,132

利益剰余金 1,358,970 1,337,003

自己株式 △13,685 △12,600

株主資本合計 7,501,611 7,480,729

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 287,677 188,412

為替換算調整勘定 573 △10,970

評価・換算差額等合計 288,250 177,442

純資産合計 7,789,862 7,658,172

負債純資産合計 15,509,601 15,313,283
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(2) 【四半期連結損益計算書】

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日

 至 平成20年６月30日)

売上高 2,766,307

売上原価 1,917,792

売上総利益 848,514

販売費及び一般管理費 691,770

営業利益 156,744

営業外収益

受取利息 572

受取配当金 15,446

為替差益 25,929

その他 10,580

営業外収益合計 52,528

営業外費用

支払利息 19,694

手形売却損 3,282

その他 975

営業外費用合計 23,952

経常利益 185,321

特別利益

貸倒引当金戻入額 872

特別利益合計 872

特別損失

固定資産除却損 531

特別損失合計 531

税金等調整前四半期純利益 185,661

法人税、住民税及び事業税 74,036

法人税等合計 74,036

四半期純利益 111,625
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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）

当第１四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日

 至 平成20年６月30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 185,661

減価償却費 126,622

貸倒引当金の増減額（△は減少） △836

受取利息及び受取配当金 △16,018

支払利息 19,694

手形売却損 3,282

為替差損益（△は益） △7,471

有形固定資産売却損益（△は益） 531

売上債権の増減額（△は増加） 268,594

たな卸資産の増減額（△は増加） 7,375

仕入債務の増減額（△は減少） △82,561

その他 232,756

小計 737,630

利息及び配当金の受取額 16,018

利息の支払額 △19,403

手形売却に伴う支払額 △3,282

法人税等の支払額 △73,454

営業活動によるキャッシュ・フロー 657,507

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △286,986

無形固定資産の取得による支出 △500

投資有価証券の取得による支出 △624

貸付金の回収による収入 2,129

その他 △2,542

投資活動によるキャッシュ・フロー △288,524

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 300,000

短期借入金の返済による支出 △88,000

長期借入れによる収入 100,000

長期借入金の返済による支出 △303,298

自己株式の取得による支出 △1,084

配当金の支払額 △89,988

財務活動によるキャッシュ・フロー △82,371

現金及び現金同等物に係る換算差額 9,307

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 295,920

現金及び現金同等物の期首残高 1,197,757

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,493,677
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸

表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

(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

① 事業の種類別セグメント情報

当第１四半期連結累計期間(平成20年４月１日～平成20年６月30日)

事業の種類として、超硬合金・工具の製造および製品等の販売を営んでいる単一事業のため、事業の

種類別セグメント情報の記載を省略しております。

② 所在地別セグメント情報

当第１四半期連結累計期間(平成20年４月１日～平成20年６月30日)

全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「本邦」の割合がいず

れも90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

③ 海外売上高

当第１四半期連結累計期間(平成20年４月１日～平成20年６月30日)

北米 西欧 アジア
その他の

地域
計

Ⅰ 海外売上高(千円) 124,612 154,100 340,688 63,942 683,344

Ⅱ 連結売上高(千円) 2,766,307

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 4.5 5.6 12.3 2.3 24.7

(注) １ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

２ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。

３ 各区分に属する主な国又は地域

　(1) 北米………………米国・カナダ

　(2) 西欧………………イギリス・イタリア・ドイツ

　(3) アジア……………韓国・中国・タイ

　(4) その他の地域……ブラジル・ロシア

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。

― 8 ―

決算短信 2008年07月30日 10時30分 03547xe01_in 7ページ （Tess 1.10 20080626_01）



ダイジェット工業㈱(6138)平成21年３月期 第１四半期決算短信

【参考】
(要約) 前四半期連結損益計算書

科 目

前第１四半期連結累計期間

(自 平成19年４月１日

　至 平成19年６月30日)

金額(千円)

Ⅰ 売上高 2,872,599

Ⅱ 売上原価 2,016,788

　 売上総利益 855,810

Ⅲ 販売費及び一般管理費 700,187

　 営業利益 155,622

Ⅳ 営業外収益

　1. 受取利息 390

　2. 受取配当金 15,471

　3. 為替差益 18,050

　4. その他 4,007

　 営業外収益合計 37,919

Ⅴ 営業外費用

　1. 支払利息 25,930

　2. 手形売却損 3,021

　3. その他 16

　 営業外費用合計 28,967

　 経常利益 164,575

Ⅵ 特別利益

　 特別利益合計 ―

Ⅶ 特別損失

　1. 固定資産売却除却損 1,453

　 特別損失合計 1,453

　 税金等調整前

　 四半期純利益
163,121

　 法人税、住民税

　 及び事業税
76,805

　 四半期純利益 86,315
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(要約) 前四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前第１四半期連結累計期間

(自 平成19年４月１日

　至 平成19年６月30日)

区分 金額(千円)

Ⅰ 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 163,121

　 減価償却費 138,121

　 退職給付引当金の減少額 △8,174

　 受取利息及び受取配当金 △15,862

　 支払利息 25,930

　 手形売却損 3,021

　 売上債権の減少額 53,588

　 たな卸資産の増加額 △59,617

　 仕入債務の増加額 106,504

　 その他 195,187

　 小計 601,820

　 利息及び配当金の受取額 15,862

　 利息の支払額 △22,780

　 手形売却損 △3,021

　 法人税等の支払額 △74,414

　 営業活動によるキャッシュ・フロー 517,466

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

　 有形固定資産の取得による支出 △119,991

　 投資有価証券の取得による支出 △609

　 その他 12,224

　 投資活動によるキャッシュ・フロー △108,375

Ⅲ 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 300,000

　 短期借入金の返済による支出 △88,000

　 長期借入れによる収入 200,000

　 長期借入金の返済による支出 △382,398

　 配当金の支払額 △179,353

　 その他 △285

　 財務活動によるキャッシュ・フロー △150,036

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 7,348

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 266,402

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,450,534

Ⅶ 現金及び現金同等物の

　 四半期末残高
1,716,937
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　セグメント情報

① 事業の種類別セグメント情報

前第１四半期連結累計期間(平成19年４月１日～平成19年６月30日)

事業の種類として、超硬合金・工具の製造および製品等の販売を営んでいる単一事業のため、事業の

種類別セグメント情報の記載を省略しております。

② 所在地別セグメント情報

前第１四半期連結累計期間(平成19年４月１日～平成19年６月30日)

全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「本邦」の割合がいず

れも90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

③ 海外売上高

前第１四半期連結累計期間(平成19年４月１日～平成19年６月30日)

北米 西欧 アジア
その他の

地域
計

Ⅰ 海外売上高(千円) 127,608 134,391 318,783 47,190 627,974

Ⅱ 連結売上高(千円) 2,872,599

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 4.4 4.7 11.1 1.6 21.9

(注) １ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

２ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。

３ 各区分に属する主な国又は地域

　(1) 北米………………米国・カナダ

　(2) 西欧………………イギリス・イタリア・ドイツ

　(3) アジア……………韓国・中国・タイ

　(4) その他の地域……ブラジル・ロシア
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6. その他の情報
① 生産実績

製品区分

前第１四半期連結累計期間
自 平成19年4月１日
至 平成19年6月30日

当第１四半期連結累計期間
自 平成20年4月１日
至 平成20年6月30日

前連結会計年度
自 平成19年4月１日
至 平成20年3月31日

金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％)

焼肌チップ 624,548 23.0 602,933 21.9 2,584,741 23.1

切削工具 1,470,071 54.1 1,539,276 55.9 6,088,506 54.5

耐摩耗工具 623,672 22.9 607,788 22.1 2,499,113 22.4

その他 952 0.0 1,225 0.1 3,396 0.0

合計 2,719,243 100.0 2,751,222 100.0 11,175,756 100.0

　 (注) １ 金額は販売価格で表示しております。

　 ２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

② 受注実績

製品区分

前第１四半期連結累計期間
自 平成19年4月１日
至 平成19年6月30日

当第１四半期連結累計期間
自 平成20年4月１日
至 平成20年6月30日

前連結会計年度
自 平成19年4月１日
至 平成20年3月31日

受注高(千円) 受注残高(千円) 受注高(千円) 受注残高(千円) 受注高(千円) 受注残高(千円)

焼肌チップ 606,016 104,403 592,146 103,159 2,545,175 100,236

切削工具 1,540,722 640,701 1,553,676 508,415 6,391,180 521,564

耐摩耗工具 669,829 294,584 597,875 313,786 2,673,326 318,705

その他 12,764 12,046 3,435 7,134 23,765 11,164

合計 2,829,331 1,051,734 2,747,132 932,494 11,633,446 951,669

　 (注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

③ 販売実績

製品区分

前第１四半期連結累計期間
自 平成19年4月１日
至 平成19年6月30日

当第１四半期連結累計期間
自 平成20年4月１日
至 平成20年6月30日

前連結会計年度
自 平成19年4月１日
至 平成20年3月31日

金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％)

焼肌チップ 596,953 20.8 589,223 21.3 2,540,279 21.6

切削工具 1,607,703 56.0 1,566,825 56.6 6,577,298 55.8

耐摩耗工具 653,171 22.7 602,794 21.8 2,632,547 22.4

その他 14,772 0.5 7,466 0.3 26,655 0.2

合計 2,872,599 100.0 2,766,307 100.0 11,776,779 100.0

　 (注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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