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1.  平成21年9月期第1四半期の連結業績（平成20年10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9月期第1四半期 2,848 △24.4 △413 ― △437 ― △473 ―
20年9月期第1四半期 3,768 21.2 △155 ― △180 ― △180 ―

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9月期第1四半期 △70.08 ―
20年9月期第1四半期 △27.46 ―

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9月期第1四半期 13,504 1,890 12.5 249.37
20年9月期 12,886 2,380 16.9 322.59

（参考） 自己資本   21年9月期第1四半期  1,683百万円 20年9月期  2,177百万円

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9月期 ― ― ― 3.00 3.00
21年9月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年9月期（予想） ――― ― ― 3.00 3.00

3.  平成21年9月期の連結業績予想（平成20年10月1日～平成21年9月30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 10,550 2.9 653 15.5 578 16.6 548 36.7 82.33
通期 18,700 7.5 520 48.3 370 76.0 300 120.0 45.07

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、３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、３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.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。実際の業績等は、業況の変化等によ
り、上記予想数値と異なる場合があります。 
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。  

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9月期第1四半期  6,947,438株 20年9月期  6,947,438株
② 期末自己株式数 21年9月期第1四半期  197,491株 20年9月期  196,991株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年9月期第1四半期  6,750,280株 20年9月期第1四半期  6,572,014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１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、原材料価格の高騰や米国のサブプライムローン問題に端を発

する世界的な金融不安を背景とした経済の急激な減速による先行き不透明な状況の中、企業業績の悪化に伴い、設

備投資が抑制されるなど厳しい状況で推移いたしました。　

　このような経済情勢の中、既存顧客における営業の深耕を進めながら、新規引き合いに対する受注の確実性を高

めるなどして、営業活動を展開いたしました。しかしながら、景気減速に伴う受注額の減少などの影響によって、

売上高が減少いたしました。

　以上の結果、当社グループの売上高は2,848百万円と前年同期比24.4%減少し、営業損失は413百万円（前年同期は

155百万円の営業損失）、経常損失は437百万円（前年同期は180百万円の経常損失）、四半期純損失は473百万円（前

年同期は180百万円の四半期純損失）となりました。

  事業の種類別セグメントの業績は次のとおりです。

  (1) 科学研究施設

当社グループの主要事業であります科学研究施設におきましては、前述のとおり企業業績の悪化による設備投

資の抑制などの背景から、受注額が低調な推移となったことが響き、売上高は1,552百万円、営業損失は405百万

円となりました。

 (2) 粉体機械等

粉体機械等におきましては、前述のとおり企業業績の悪化などの背景から、設備投資意欲の急激な低下により、

食品・飲料製造関連設備の受注は減少傾向になったことにより、売上高は1,296百万円、営業利益は生産性の改

善やコスト削減努力などにより66百万円となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第１四半期連結会計期間における資産につきましては、前連結会計年度末から617百万円増加して13,504百万円

となりました。流動資産は前連結会計年度末から652百万円増加し8,437百万円、固定資産は前連結会計年度末から

32百万円減少して5,053百万円、繰延資産は前連結会計年度末から１百万円減少して13百万円となりました。

　流動資産の増加の主な要因は、受取手形及び売掛金が312百万円減少したものの、商品及び製品が785百万円、仕

掛品が186百万円それぞれ増加したことによるものであります。

　固定資産の減少の主な要因は、保険積立金の増加等により投資その他の資産が13百万円増加したものの、減価償

却等により55百万円減少したことによるものであります。

　負債につきましては、前連結会計年度末から1,108百万円増加して11,614百万円となりました。流動負債は前連結

会計年度末から1,250百万円増加して7,552百万円、固定負債は前連結会計年度末から142百万円減少して4,061百万

円となりました。

　流動負債の増加の主な要因は、支払手形及び買掛金が751百万円、短期借入金が479百万円増加したことによるも

のであります。

　固定負債の減少の主な要因は、社債が36百万円、長期借入金が95百万円減少したことによるものであります。

（キャッシュ・フローの状況）

当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物は、キャッシュ・フローの収入が、財務活動において315

百万円あったものの、キャッシュ・フローの支出が営業活動において398百万円、投資活動において91百万円あった

ため、前連結会計年度末に比べ174百万円減少し、1,701百万円となりました。

 　当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フロ－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－）

　営業活動によるキャッシュ・フローは、主に仕入債務の増加により751百万円増加しましたが、税金等調整前四半

期純損失により457百万円、たな卸資産の増加により974百万円それぞれ減少し、その他要因を含め、営業活動によ

るキャッシュ・フローは398百万円の減少となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロ－）

　投資活動によるキャッシュ・フローは、主に定期預金の預入により35百万円（定期預金の預入及び払戻の収支差

額）、有形固定資産の取得により43百万円それぞれ減少し、その他要因を含め、投資活動によるキャッシュ・フロ

－は91百万円の減少となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロ－）

　財務活動によるキャッシュ・フローは、借入により384百万円（短期借入金及び長期借入金の合計の収支差額）増

加し、その他要因を含め、財務活動によるキャッシュ・フロ－は315百万円の増加となりました。
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３．連結業績予想に関する定性的情報

　当グループの売上高は第２四半期連結会計期間及び第４四半期連結会計期間に集中しており、期首に計画した施策

を推進することにより、利益の確保に努めてまいります。そのため、当期の予想につきましては、平成20年12月19日

に公表いたしました第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想に変更はありません。

　なお、業績予想を見直す必要が生じた場合は、速やかに開示する予定であります。

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 たな卸資産の評価方法

　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、実地たな卸を省略し、前連結会計年度末の実地

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。また、たな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。

② 固定資産の減価償却費の算定方法

　固定資産の年度中の取得、売却及び除却等の見積りを考慮した予算を策定しているため、当該予算に基づ

く年間償却予定額を期間按分して算定しております。

　③ 製品保証引当金

　四半期連結会計期間末における保証見込額の発生率が、前連結会計年度末に算定したものと著しい変化が

ない場合には前連結会計年度末に算定した発生率を使用して計上しております。

　ただし、当第１四半期連結会計期間末の保証見込額の発生率は、前連結会計年度末に比較して著しい変化

があると認められるため、前連結会計年度末に準じて算定した発生率を用いて計上しております。

④ 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

　法人税等の納付額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法に

よっております。

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に一時差異等の発生・解消状況に一部

変化は認められるものの、その影響が限定的であるため、前連結会計年度において使用した将来の業績予測や

タックス・プランニングを利用する方法によっております。

(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 　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の評価基準については、従来、原価法によっておりましたが、当第

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、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、税金等調整前四半期純損失は13,332千円増加しております。

③   所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号(平成５年６月17日(企業会計審議会

第一部会)、平成19年３月30日改正))及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指

針第16号(平成６年１月18日(日本公認会計士協会 会計制度委員会)、平成19年３月30日改正))が平成20年４

月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになったことに

伴い、当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっ

ております。また、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の減価償却の方法については、

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

　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・リース取引及びリース料総額

が3,000千円以下の企業の事業内容に照らして重要性の乏しい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続き採用しております。

　これによる損益への影響はありません。

株式会社ダルトン(7432)　平成21年９月期　第１四半期決算短信

-3-



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９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,123,370 3,263,257

受取手形及び売掛金 2,686,123 2,998,541

商品及び製品 1,499,646 714,406

仕掛品 451,350 264,552

原材料及び貯蔵品 429,694 425,090

その他 254,439 128,918

貸倒引当金 △7,430 △9,700

流動資産合計 8,437,193 7,785,066

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 869,417 887,411

機械装置及び運搬具（純額） 246,546 226,539

土地 3,160,287 3,160,287

その他（純額） 74,272 115,149

有形固定資産合計 4,350,524 4,389,389

無形固定資産   

その他 13,837 20,820

無形固定資産合計 13,837 20,820

投資その他の資産   

投資有価証券 43,503 52,524

その他 664,337 640,388

貸倒引当金 △19,031 △17,337

投資その他の資産合計 688,808 675,575

固定資産合計 5,053,170 5,085,784

繰延資産 13,684 15,584

資産合計 13,504,048 12,886,435

株式会社ダルトン(7432)　平成21年９月期　第１四半期決算短信

-4-



（単位：千円）

当第１四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９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,857,605 3,106,256

短期借入金 2,534,958 2,055,168

1年内償還予定の社債 321,000 321,000

未払法人税等 18,178 40,973

賞与引当金 144,642 279,470

製品保証引当金 22,670 15,000

その他 653,544 484,083

流動負債合計 7,552,600 6,301,951

固定負債   

社債 636,000 672,000

長期借入金 1,550,679 1,645,829

退職給付引当金 1,315,466 1,327,537

役員退職慰労引当金 57,168 54,841

その他 502,106 503,425

固定負債合計 4,061,421 4,203,633

負債合計 11,614,021 10,505,584

純資産の部   

株主資本   

資本金 949,207 949,207

資本剰余金 678,911 678,911

利益剰余金 127,403 620,689

自己株式 △59,773 △59,726

株主資本合計 1,695,748 2,189,082

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △10,942 △10,268

為替換算調整勘定 △1,575 △1,161

評価・換算差額等合計 △12,517 △11,429

少数株主持分 206,796 203,198

純資産合計 1,890,027 2,380,851

負債純資産合計 13,504,048 12,886,435
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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

売上高 2,848,521

売上原価 1,924,140

売上総利益 924,381

販売費及び一般管理費 1,337,529

営業損失（△） △413,147

営業外収益  

受取利息 2,921

持分法による投資利益 1,405

為替差益 9,095

その他 6,767

営業外収益合計 20,189

営業外費用  

支払利息 28,403

手形売却損 6,923

その他 8,839

営業外費用合計 44,166

経常損失（△） △437,124

特別利益  

貸倒引当金戻入額 575

特別利益合計 575

特別損失  

投資有価証券評価損 7,679

たな卸資産評価損 13,332

特別損失合計 21,012

税金等調整前四半期純損失（△） △457,562

法人税、住民税及び事業税 12,166

法人税等調整額 △336

法人税等合計 11,830

少数株主利益 3,645

四半期純損失（△） △473,038
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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10月１日 
 至 平成20年12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損失（△） △457,562

減価償却費 55,921

貸倒引当金の増減額（△は減少） △575

賞与引当金の増減額（△は減少） △134,827

退職給付引当金の増減額（△は減少） △12,070

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,327

製品保証引当金の増減額（△は減少） 7,670

受取利息及び受取配当金 △3,007

支払利息 28,403

持分法による投資損益（△は益） △1,405

投資有価証券評価損益（△は益） 7,679

売上債権の増減額（△は増加） 310,227

たな卸資産の増減額（△は増加） △974,643

仕入債務の増減額（△は減少） 751,349

未払消費税等の増減額（△は減少） △40,829

その他 90,872

小計 △370,469

法人税等の支払額 △28,262

営業活動によるキャッシュ・フロー △398,731

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 △771,271

定期預金の払戻による収入 736,210

有形固定資産の取得による支出 △43,771

有形固定資産の売却による収入 2,203

投資有価証券の取得による支出 △1,018

貸付けによる支出 △1,306

貸付金の回収による収入 3,889

利息及び配当金の受取額 3,827

その他 △20,173

投資活動によるキャッシュ・フロー △91,410
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（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12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 807,399

短期借入金の返済による支出 △346,800

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 △175,960

社債の償還による支出 △36,000

自己株式の取得による支出 △47

配当金の支払額 △11,195

利息の支払額 △22,202

財務活動によるキャッシュ・フロー 315,194

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △174,948

現金及び現金同等物の期首残高 1,876,215

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,701,267
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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

ａ．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（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日）　

　（単位：千円）

科学研究施設 粉体機械等 計 消去又は全社 連結

売上高 1,552,203 1,296,318 2,848,521 － 2,848,521

営業費用 1,958,183 1,230,241 3,188,424 73,244 3,261,669

営業利益又は営業損失（△） △405,980 66,076 △339,903 △73,244 △413,147

 

ｂ．所在地別セグメント情報

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

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

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

海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、その記載を省略しております。

（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。
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「参考資料」

前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

前年同四半期
（平成20年９月期
第１四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 3,768,279

Ⅱ　売上原価 2,640,981

売上総利益 1,127,297

Ⅲ　販売費及び一般管理費 1,282,622

営業損失（△） △155,324

Ⅳ　営業外収益 20,274

Ⅴ　営業外費用 45,016

経常損失（△） △180,066

Ⅵ　特別利益 3,126

Ⅶ　特別損失 1,076

税金等調整前四半期純損失（△） △178,015

税金費用 4,186

少数株主利益 △1,721

四半期純損失（△） △180,480
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