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1.  平成21年9月期第2四半期の連結業績（平成20年10月1日～平成21年3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2四半期 9,340 △8.9 325 △42.5 263 △46.8 166 △58.5
20年9月期第2四半期 10,248 4.5 565 21.8 495 33.1 400 47.5

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9月期第2四半期 24.63 ―
20年9月期第2四半期 60.81 59.12

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2四半期 14,867 2,365 15.6 342.89
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2四半期  2,314百万円 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  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 18,066 3.9 276 △21.3 126 △40.1 49 △64.1 7.26
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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、4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、4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、上記予想数値を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2四半期 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2四半期  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2四半期 6,750,114株 20年9月期第2四半期 6,591,847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２四半期連結累計期間における我が国経済は、輸出産業の急激な冷え込みや為替変動等による企業収益の悪

化が進行し、設備投資の抑制や雇用調整等、景気先行きの不透明感による厳しい状況で推移しております。

　このような経済情勢の中、当社グループは経営基盤の一層の強化を図るため、経営コストの削減や販売効率の改

善と共に既存顧客における営業深耕を進めながら営業展開してまいりましたが、設備投資の減少による受注減少は

避けられず、当社グループの売上高は9,340百万円、営業利益は325百万円、四半期純利益は166百万円となりました。

  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、販売店への商品キャンペーンやＰＲの強化、

入札物件の成約を高める努力、また、特定化学物質障害予防規則等の改正に則したホルムアルデヒド対策製品の

投入等、受注活動に努めてまいりました。その結果、大学からの受注は比較的堅調に推移いたしましたが、企業

収益の悪化による研究施設投資抑制が大きく影響して売上高は6,414百万円、営業利益は315百万円となりました。

（２）粉体機械等

粉体機械等におきましては、企業収益の悪化に伴う生産設備投資の抑制などから、当社の主要顧客であります

医薬品業界及び食品・飲料製造プラントの受注が減少した影響により売上高は2,926百万円となりました。営業

利益は、コスト削減等に継続して取り組み、利益の確保につとめてまいりましたが、競争激化による売上総利益

率の低下などにより221百万円となりました。

 

２．連結財政状態に関する定性的情報

当第２四半期連結会計期間末における資産につきましては、前連結会計年度末から1,981百万円増加して14,867百

万円となりました。流動資産は前連結会計年度末から2,003百万円増加し9,788百万円、固定資産は前連結会計年度

末から25百万円減少して5,059百万円、繰延資産は前連結会計年度末から３百万円増加して19百万円となりまし

た。

　流動資産の増加の主な要因は、現金及び預金が263百万円減少したものの、受取手形及び売掛金が2,347百万円増

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36百万円増加したものの、減価償

却等により99百万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1,996百万円増加して12,502百万円となりました。流動負債は前連結

会計年度末から2,014百万円増加して8,316百万円、固定負債は前連結会計年度末から17百万円減少して4,185百万円

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1,600百万円、短期借入金が398百万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85百万円増加したものの、長期借入金が81百万円、退職給付引当金が24百

万円それぞれ減少したことによるものであります。

当第２四半期連結累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、主に税金等調整前四半期純利益247百万円、仕入債務の増加により1,600

百万円増加しましたが、売上債権の増加により2,348百万円減少し、その他要因を含め、営業活動によるキャッシュ・

フローは419百万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、主に定期預金の払戻により64百万円（定期預金の預入及び払戻の収支差

額）増加しましたが、子会社株式の追加取得により188百万円減少し、その他要因を含め、投資活動によるキャッ

シュ・フロ－は191百万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、社債の償還により160百万円減少しましたが、借入により316百万円（短

期借入金及び長期借入金の合計の収支差額）、社債の発行により330百万円増加し、その他要因を含め、財務活動に

よるキャッシュ・フロ－は411百万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

平成21年９月期の連結業績予想につきましては、第２四半期の業績等を考慮して、平成20年11月19日付当社「平

成20年９月期決算短信」で発表いたしました数値を変更しております。詳細は、平成21年４月30日発表の「平成21

年９月期　第２四半期累計期間（連結・個別）および通期（連結・個別）の業績予想の修正に関するお知らせ」を

ご参照下さい。なお、当該予想値より変更はありあません。

 

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

　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２四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、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利益は13,332千円減少しております。

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、

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。
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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２四半期連結会計期間末
(平成21年３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 2,999,509 3,263,257

受取手形及び売掛金 5,345,711 2,998,541

商品及び製品 649,130 714,406

仕掛品 258,350 264,552

原材料及び貯蔵品 390,988 425,090

その他 152,918 128,918

貸倒引当金 △7,707 △9,700

流動資産合計 9,788,902 7,785,066

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 850,003 887,411

機械装置及び運搬具（純額） 233,625 226,539

土地 3,160,287 3,160,287

その他（純額） 72,433 115,149

有形固定資産合計 4,316,349 4,389,389

無形固定資産   

その他 31,561 20,820

無形固定資産合計 31,561 20,820

投資その他の資産   

投資有価証券 41,744 52,524

その他 688,532 640,388

貸倒引当金 △18,229 △17,337

投資その他の資産合計 712,047 675,575

固定資産合計 5,059,958 5,085,784

繰延資産 19,017 15,584

資産合計 14,867,879 12,886,435
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年３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 4,707,026 3,106,256

短期借入金 2,453,237 2,055,168

1年内償還予定の社債 413,040 321,000

未払法人税等 61,755 40,973

賞与引当金 193,092 279,470

製品保証引当金 18,280 15,000

その他 470,040 484,083

流動負債合計 8,316,472 6,301,951

固定負債   

社債 757,460 672,000

長期借入金 1,564,517 1,645,829

退職給付引当金 1,303,495 1,327,537

役員退職慰労引当金 61,189 54,841

その他 499,283 503,425

固定負債合計 4,185,945 4,203,633

負債合計 12,502,417 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 766,707 620,689

自己株式 △59,773 △59,726

株主資本合計 2,335,053 2,189,082

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △19,233 △10,268

為替換算調整勘定 △1,324 △1,161

評価・換算差額等合計 △20,558 △11,429

少数株主持分 50,966 203,198

純資産合計 2,365,461 2,380,851

負債純資産合計 14,867,879 12,886,435
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（２）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）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 9,340,818

売上原価 6,498,430

売上総利益 2,842,388

販売費及び一般管理費 2,517,070

営業利益 325,317

営業外収益  

受取利息 5,283

持分法による投資利益 1,231

為替差益 6,165

その他 15,884

営業外収益合計 28,565

営業外費用  

支払利息 57,141

手形売却損 13,621

その他 19,480

営業外費用合計 90,243

経常利益 263,640

特別利益  

貸倒引当金戻入額 892

特別利益合計 892

特別損失  

固定資産除却損 1,996

投資有価証券評価損 1,974

たな卸資産評価損 13,332

特別損失合計 17,303

税金等調整前四半期純利益 247,228

法人税、住民税及び事業税 52,737

法人税等調整額 3,547

法人税等合計 56,284

少数株主利益 24,677

四半期純利益 166,266
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年３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 247,228

減価償却費 99,866

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,100

賞与引当金の増減額（△は減少） △86,377

退職給付引当金の増減額（△は減少） △24,041

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6,348

製品保証引当金の増減額（△は減少） 3,280

受取利息及び受取配当金 △5,575

支払利息 57,141

持分法による投資損益（△は益） △1,231

固定資産除却損 1,996

投資有価証券評価損益（△は益） 1,974

売上債権の増減額（△は増加） △2,348,351

たな卸資産の増減額（△は増加） 107,511

仕入債務の増減額（△は減少） 1,600,770

未払消費税等の増減額（△は減少） 3,805

その他 △56,338

小計 △393,094

法人税等の支払額 △26,266

営業活動によるキャッシュ・フロー △419,360

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 △1,182,532

定期預金の払戻による収入 1,247,377

有形固定資産の取得による支出 △18,131

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 △2,658

子会社株式の取得による支出 △188,552

貸付けによる支出 △2,146

貸付金の回収による収入 7,994

利息及び配当金の受取額 6,617

その他 △61,316

投資活動によるキャッシュ・フロー △191,145

株式会社ダルトン(7432)　平成21年９月期　第２四半期決算短信

-8-



（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年３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 1,070,645

短期借入金の返済による支出 △725,000

長期借入れによる収入 530,000

長期借入金の返済による支出 △558,888

社債の発行による収入 330,434

社債の償還による支出 △160,500

自己株式の取得による支出 △47

配当金の支払額 △17,286

利息の支払額 △57,755

財務活動によるキャッシュ・フロー 411,602

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） △198,903

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 1,677,311
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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

〔事業の種類別セグメント情報〕

当第２四半期連結累計期間（自平成20年10月１日　至平成21年３月31日）

 
科学研究施設
（千円）

粉体機械等
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 6,414,513 2,926,305 9,340,818 － 9,340,818

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － － －

計 6,414,513 2,926,305 9,340,818 － 9,340,818

営業利益 315,650 221,203 536,853 △211,535 325,317

　（注）１．事業区分の方法

事業区分は販売先及び商品の種類を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な商品

事業区分 主要商品

科学研究施設 実験台・ドラフトチャンバー・環境関連機器・学校用実験台・造作家具

粉体機械等 造粒機・ミキサー・振動ふるい・その他粉体機械・その他

〔所在地別セグメント情報〕

　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。

〔海外売上高〕

　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」

前年同四半期に係る財務諸表

（１）中間連結損益計算書

前中間連結会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

区分 金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高  10,248,600 100.0

Ⅱ　売上原価  7,041,156 68.7

売上総利益  3,207,444 31.3

Ⅲ　販売費及び一般管理費  2,641,854 25.8

営業利益  565,589 5.5

Ⅳ　営業外収益    

１．受取利息 7,384   

２．受取配当金 493   

３．持分方による投資利益 1,130   

４．為替差益 6,182   

５．その他 16,009 31,201 0.3

Ⅴ　営業外費用    

１．支払利息 60,749   

２．手形売却損 24,270   

３．その他 16,014 101,034 1.0

経常利益  495,756 4.8

Ⅵ　特別利益    

１．貸倒引当金戻入益 843 843 0.0

Ⅶ　特別損失    

１．固定資産除却損 7,563   

２．固定資産売却損 104   

３．投資有価証券評価損 1,320 8,987 0.0

税金等調整前中間純利益  487,612 4.8

法人税、住民税及び事業税 72,726   

法人税等調整額 336 73,062 0.7

少数株主利益  13,702 0.2

中間純利益  400,846 3.9
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（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書

 
前中間連結会計期間

(自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日)

区分 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前中間純利益 487,612

減価償却費 105,507

貸倒引当金の増減額（減少：－） 2,486

賞与引当金の増減額（減少：－） 31,489

役員賞与引当金の増減額（減少：－） -1,200

退職給付引当金の増減額（減少：－） -47,885

役員退職慰労引当金の増減額（減少：－） 11,658

商品保証引当金の増減額（減少：－） 4,000

受取利息及び受取配当金 -7,878

支払利息 60,749

社債利息 1,610

為替差損益(利益:－） 269

持分法による投資損益(利益：－) -1,130

固定資産売却損 104

固定資産除却損 7,563

投資有価証券評価損 1,320

売上債権の増減額（増加：－） -1,214,237

たな卸資産の増減額（増加：－） 108,312

その他資産の増減額（増加：－） -19,446

仕入債務の増減額（減少：－） 1,086,173

未払消費税等の増減額（減少：－） 21,317

その他負債の増減額（減少：－） -9,980

その他 -894

小計 627,522

法人税等の支払額 -47,889

法人税等の還付額 13,740

営業活動によるキャッシュ・フロー 593,373
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前中間連結会計期間

(自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日)

区分 金額（千円）

Ⅱ　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 -1,025,082

定期預金の払戻による収入 993,042

有形固定資産の取得による支出 -29,487

有形固定資産の売却による収入 170

投資有価証券の取得による支出 -2,419

貸付による支出 -2,392

貸付金の回収による収入 3,977

利息及び配当金の受取額 8,576

無形固定資産の取得による支出 -1,403

その他投資活動による収入 2,486

その他投資活動による支出 -40,299

投資活動によるキャッシュ・フロー -92,832

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 1,830,000

短期借入金の返済による支出 -2,637,654

長期借入れによる収入 1,250,000

長期借入金の返済による支出 -735,487

社債の発行による収入 581,776

社債の償還による支出 -51,000

自己株式の取得による支出 -395

利息の支払額 -63,443

財務活動によるキャッシュ・フロー 173,795

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 -269

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額（減少：－） 674,067

Ⅵ　現金及び現金同等物期首残高 1,951,966

Ⅶ　現金及び現金同等物中間(期末)残高 2,626,033
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（３）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

前中間連結会計期間（自平成19年10月１日 至平成20年３月31日）

 
科学研究施設
（千円）

粉体機械等
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 7,113,890 3,134,709 10,248,600 － 10,248,600

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － － －

計 7,113,890 3,134,709 10,248,600 － 10,248,600

営業費用 6,640,262 2,814,672 9,454,935 228,075 9,683,010

営業利益 473,628 320,036 793,664 -228,075 565,589

〔所在地別セグメント情報〕

前中間連結会計期間（自平成19年10月１日 至平成20年３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。

〔海外売上高〕

前中間連結会計期間（自平成19年10月１日 至平成20年３月31日）

　　海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。
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