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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12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 ％

21年3月期第3四半期 4,386 ― 1,015 ― 1,043 ― 584 ―
20年3月期第3四半期 4,404 5.2 1,081 22.1 1,095 19.1 677 22.9

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3四半期 380.11 ―
20年3月期第3四半期 433.57 ―

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3四半期 6,679 5,635 84.4 3,662.70
20年3月期 6,409 5,169 80.7 3,359.59

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  5,635百万円 20年3月期  5,169百万円

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 ― 0.00 ― 77.00 77.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 77.00 77.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有   

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 5,400 △8.4 1,018 △18.3 1,050 △17.4 600 △17.5 390.10

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） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．平成21年３月期の業績予想につきましては、本日公表いたしました業績予想の修正に関するお知らせをご覧ください。上記の業績予想は、本資料の発表日現在にお
いて入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前提としております。実際の業績は、今後様々な要因によ
って大きく異なる結果となる可能性があります。 
２．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。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第3四半期  1,563,000株 20年3月期  1,563,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  24,301株 20年3月期  24,270株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  1,538,706株 20年3月期第3四半期  1,562,147株



当第３四半期連結会計期間における我が国経済は、米大手証券会社の破綻をきっかけとした金融不安の深刻化  

と、米国消費の急速な低迷及びそれに伴う世界的な需給悪化などから、これまで経験したことも無いような急激な

景気後退局面となりました。 

当社製品の主需要先におきましても、自動車・電機といった日本を代表する業種での生産調整やそれに伴う人員

削減が相次ぎ、多くの産業が需要低迷に苦しむ状況となりました。 

このような厳しい経営環境の下、当社グループでは、展示会への出展やユーザー講習会の開催を積極的に行い拡

販に努めるとともに、製品面におきましても、市場で高い評価を頂いております「無限コーティングプレミアム」

シリーズの拡大（MHRH230/430、MHDH445/645）や同コーティングを採用した小径高硬度加工用ドリル（MSDH）の発

売などを実施いたしました。 

これらの結果、当第３四半期連結会計期間の売上高は1,379百万円（前年同期比9.3％減）、利益面では営業利益

316百万円（同20.1％減）、経常利益328百万円（同17.5％減）、四半期純利益192百万円（同22.0％減）となりま

した。 

なお、当社グループは切削工具の専門メーカーとして、同一セグメントに属する超硬エンドミルの製造・販売を

行っており、当該事業以外に事業の種類はありません。  

前年同期比は参考として記載しております。 

平成21年３月期第１四半期及び第２四半期に係る連結経営成績に関する定性的情報については、平成21年３月期

第１四半期決算短信（平成20年８月８日開示）及び第２四半期決算短信（平成20年10月30日開示）をご参照くださ

い。 

  

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末と比べ270百万円増加し6,679百万円となりま

した。これは主にたな卸資産の増加によるものであります。また、純資産は466百万円増加し5,635百万円となりま

した。これは主に利益剰余金の増加によるものであります。 

  

平成21年３月期の業績予想につきましては、本日公表いたしました業績予想の修正に関するお知らせをご覧下さ

い。  

  

該当事項はありません。 

  

１．簡便な会計処理 

 ① 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率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を使用して貸倒見積高を算定しております。 

② たな卸資産の評価方法 

当第３四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、第２四半期連結会計期

間末の実地たな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。 

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出する方法

によっております。 

２．四半期連結財務諸表の作成に特有な会計処理  

税金費用については、当第３四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。

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。 

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 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

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） 

（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 



  

（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．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。 

２．通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として移動平均法による原価法によっておりま

したが、第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年

７月５日）が適用されたことに伴い、主として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

低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。 

これにより、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ

526千円減少しております。 

  



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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 1,826,476 2,092,795

受取手形及び売掛金 810,591 848,246

製品 675,288 502,273

原材料 253,039 56,156

仕掛品 99,223 143,057

繰延税金資産 125,941 124,769

その他 30,082 17,116

貸倒引当金 △1,690 △2,100

流動資産合計 3,818,954 3,782,317

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 739,846 778,355

機械装置及び運搬具（純額） 997,369 997,589

土地 346,394 346,394

建設仮勘定 381,463 69,354

その他（純額） 107,012 143,261

有形固定資産合計 2,572,086 2,334,955

無形固定資産 10,277 19,420

投資その他の資産   

投資有価証券 22,642 22,642

長期預金 100,000 100,000

繰延税金資産 86,754 86,754

その他 72,527 66,876

貸倒引当金 △3,791 △3,796

投資その他の資産合計 278,131 272,476

固定資産合計 2,860,495 2,626,851

資産合計 6,679,449 6,409,169



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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   

買掛金 180,207 127,161

未払法人税等 131,659 366,782

賞与引当金 43,074 148,429

役員賞与引当金 36,500 58,000

その他 360,111 264,143

流動負債合計 751,551 964,516

固定負債   

退職給付引当金 29,733 23,910

役員退職慰労引当金 248,858 234,521

負ののれん 13,514 16,715

固定負債合計 292,106 275,146

負債合計 1,043,658 1,239,662

純資産の部   

株主資本   

資本金 442,900 442,900

資本剰余金 405,800 405,800

利益剰余金 4,879,835 4,413,440

自己株式 △92,744 △92,633

株主資本合計 5,635,791 5,169,506

純資産合計 5,635,791 5,169,506

負債純資産合計 6,679,449 6,409,169



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 4,386,755

売上原価 2,111,046

売上総利益 2,275,708

販売費及び一般管理費 1,260,541

営業利益 1,015,167

営業外収益  

受取利息 2,357

受取配当金 7,299

負ののれん償却額 3,200

保険解約返戻金 8,747

その他 6,706

営業外収益合計 28,312

営業外費用  

その他 151

営業外費用合計 151

経常利益 1,043,328

特別利益  

固定資産売却益 2,941

貸倒引当金戻入額 414

特別利益合計 3,356

特別損失  

固定資産売却損 386

固定資産除却損 11,686

特別損失合計 12,073

税金等調整前四半期純利益 1,034,611

法人税等 449,733

四半期純利益 584,878



（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 1,379,881

売上原価 651,676

売上総利益 728,204

販売費及び一般管理費 411,279

営業利益 316,924

営業外収益  

受取利息 571

負ののれん償却額 1,066

保険解約返戻金 8,747

その他 1,606

営業外収益合計 11,992

経常利益 328,917

特別利益  

貸倒引当金戻入額 164

特別利益合計 164

特別損失  

固定資産売却損 281

固定資産除却損 309

特別損失合計 591

税金等調整前四半期純利益 328,489

法人税等 136,310

四半期純利益 192,179



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。 

  

該当事項はありません。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記 

（４）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。 

  



「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書  

  

科目 

前第３四半期連結累計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年12月31日） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高  4,404,726

Ⅱ 売上原価  2,199,798

売上総利益  2,204,927

Ⅲ 販売費及び一般管理費  1,123,887

営業利益  1,081,040

Ⅳ 営業外収益  19,865

Ⅴ 営業外費用  4,983

経常利益  1,095,922

Ⅵ 特別利益  6,789

Ⅶ 特別損失  731

税金等調整前四半期純利益  1,101,980

税金費用  424,685

四半期純利益  677,295


	日進工具㈱（6157）平成21年３月期　第３四半期決算短信: 日進工具㈱（6157）平成21年３月期　第３四半期決算短信
	- 1 -: - 1 -
	- 2 -: - 2 -
	- 3 -: - 3 -
	- 4 -: - 4 -
	- 5 -: - 5 -
	- 6 -: - 6 -
	- 7 -: - 7 -
	- 8 -: - 8 -
	- 9 -: - 9 -


