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1.  平成21年12月期第3四半期の連結業績（平成21年1月1日～平成21年9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12月期第3四半期 5,617 ― △1,076 ― △1,688 ― △1,242 ―
20年12月期第3四半期 6,618 △17.3 △1,365 ― △1,589 ― △745 ―

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12月期第3四半期 △41.78 ―
20年12月期第3四半期 △25.05 ―

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12月期第3四半期 20,198 14,306 69.2 470.01
20年12月期 26,580 16,349 60.2 538.29

（参考） 自己資本   21年12月期第3四半期  13,973百万円 20年12月期  16,010百万円

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  有  
 

1株当たり配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年12月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00
21年12月期 ― 0.00 ―
21年12月期 

（予想）
0.00 0.00

3.  平成21年12月期の連結業績予想（平成21年1月1日～平成21年12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 7,690 △15.6 △1,260 ― △1,880 ― △1,960 ― △65.93

1



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、５ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧下さい。 

(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、５ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧下さい。 

(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．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 平成19年３月14日）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 平成19年３月14日）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．上記に掲載した予想数値は、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。業績予想の前提となる条件等については、４ページ【定性的情報・財務諸表等】「３．連結業績予
想に関する定性的情報」をご覧ください。 

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12月期第3四半期 30,000,000株 20年12月期  30,000,000株
② 期末自己株式数 21年12月期第3四半期  269,642株 20年12月期  256,413株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年12月期第3四半期 29,735,016株 20年12月期第3四半期 29,750,313株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、輸出の増加や生産の改善により一部では持ち直し

の動きが見られるものの、企業収益は大幅に減少し、雇用や所得環境は一段と悪化し、景況感は極めて

低調に推移しました。 

建材業界におきましては、新設住宅着工戸数は依然として前年を大幅に下回り回復の兆しの見えない

状況で推移しており、需要の低迷する中、企業間価格競争の激化等、引き続き厳しい市場環境が続いて

参りました。 

このような状況下、当社グループといたしましては、厳しい市場環境に対応でき、長期化すると思わ

れる不況に耐え得る経営体質の再構築を目的とし、役員報酬及び管理職の賃金カットの継続、事業所の

統廃合、物流及び調達コストの見直し等を柱とした合理化計画を実施するとともに、「製・販・工」一

体事業の再強化、ＤＲＣ外断熱工法を核とした環境事業の構築、業務提携事業の推進と拡大等、成長分

野には徹底的に注力する施策を推し進めているところであります。 

しかしながら、当第３四半期連結累計期間の業績は、市場環境の悪化は予想以上に厳しく、需要の大

幅な減少を背景とした市場縮小に伴う価格競争の激化等により、売上高の減少等に大きく影響いたしま

した。 

投資運用におきましては、慎重に運用を行いましたが、急激な為替相場の変動等により、デリバティ

ブ取引において５億３千万円の損失を計上する結果となりました。一方、予てより保有しておりました

投資有価証券の一部が償還となり償還益５億３千７百万円を特別利益に計上いたしました。 

また、当社グループが現在取り組んでおります合理化計画において、事業所の統廃合に伴い発生した

設備除却損及び割増退職金等を特別損失に計上いたしました。 

これらの結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は56億１千７百万円、営業損失10億７千６

百万円、経常損失16億８千８百万円、四半期純損失12億４千２百万円となりました。 

  

  

当第３四半期連結会計期間末において総資産は、短期借入金の返済等に伴い現金及び預金が37億８千

１百万円、また、予てから保有しておりました投資有価証券の一部の償還及び過去順調に時価評価を上

昇させていた投資有価証券の時価の減少等に伴い有価証券及び投資有価証券が17億４千２百万円減少し

たこと等により、前連結会計年度末に比べ63億８千２百万円の減少となりました。 

負債につきましては、短期借入金31億９千万円等の減少により43億３千９百万円の減少となりまし

た。 

純資産は、利益剰余金が13億３千１百万円、その他有価証券評価差額金が７億４百万円減少した結

果、20億４千２百万円の減少となりました。 

  

・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

(1) 資産、負債及び純資産の状況
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当第３四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税金等調整前四

半期純損失12億２千５百万円に短期借入れによる収入311億４千１百万円及び金融取引証拠金の減少に

よる収入21億７千９百万円等が加算されるものの、短期借入金の返済による支出343億３千１百万円及

び金融取引証拠金の増加による支出11億１千７百万円等があり、前連結会計年度末に比べて37億８千１

百万円減少し、79億７千２百万円となりました。 

  

当第３四半期連結累計期間における営業活動による資金の減少は、６億３千８百万円となりました。

これは、主に、税金等調整前四半期純損失12億２千５百万円にデリバティブ損失５億３千万円、売上債

権の減少額４億５千４百万円及びたな卸資産の減少額２億９千６百万等が加算されるものの、投資有価

証券償還益５億３千７百万円、仕入債務の減少額３億８百万円及び預り保証金の減少額１億１千９百万

円等が減算されたことによるものであります。 

  

当第３四半期連結累計期間における投資活動による資金の増加は、２億２千４百万円となりました。

これは、金融取引証拠金の増加による支出11億１千７百万円及びデリバティブ取引による支出８億５千

９百万円等がありましたが、金融取引証拠金の減少による収入21億７千９百万円及びデリバティブ取引

による収入３億２千８百万円があったこと等によるものであります。 

  

当第３四半期連結累計期間における財務活動による資金の減少は32億８千２百万円となりました。こ

れは、短期借入れによる収入311億４千１百万円がありましたが、短期借入金の返済による支出343億３

千１百万円及び配当金の支払額８千８百万円があったこと等によるものであります。 

  

業績予想につきましては、平成21年８月12日の第２四半期決算発表時に公表いたしました平成21年12

月期（平成21年１月１日～平成21年12月31日）の業績予想を、本日別途開示いたしました「特別損失の

発生及び平成21年12月期業績予想並びに配当予想の修正に関するお知らせ」のとおり修正しておりま

す。 

  

(2) キャッシュ・フローの状況

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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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。 

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、実地棚卸を省略し、第２四半期
連結会計期間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、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。 

③ 経過勘定項目の算定方法 
 一部の経過勘定項目につきましては、固定費的な要素が大きく、予算と実績の差異が僅少の
ものについては、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。 

  

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

① 税金費用の計算 
 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、住民税及び事業税に含めて表示しております。 

  

① 四半期財務諸表に関する会計基準の適用 
 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 平成19年
３月14日)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
平成19年３月14日)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 重要な資産の評価基準及び評価方法の変更  
たな卸資産  
 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総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、主として総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。  
 これによる損益に与える影響はありません。 

③ リース取引に関する会計基準の適用  
 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。  
 これによる損益に与える影響はありません。 

  

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)

(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
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当社グループは、営業損失及び営業活動によるキャッシュ・フローの減少を計上しておりますが、経

営体質の再構築を目的とした徹底した合理化計画及び選択と集中により成長分野には徹底的に注力する

施策を推し進めているところであります。 

なお、資金面に関しては、急激な市場環境等の変化による資金需要に耐え得る流動性の高い資産を有

しております。 

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等
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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：百万円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年９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12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,974 11,755

受取手形及び売掛金 1,569 2,023

有価証券 － 1,158

商品及び製品 1,935 2,118

仕掛品 170 275

原材料及び貯蔵品 162 171

未収入金 1,093 38

その他 26 22

貸倒引当金 △15 △18

流動資産合計 12,916 17,544

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,607 1,653

機械装置及び運搬具（純額） 497 603

工具、器具及び備品（純額） 150 91

土地 296 159

建設仮勘定 － 86

有形固定資産合計 2,551 2,595

無形固定資産   

ソフトウエア 74 106

電話加入権等 21 18

無形固定資産合計 95 124

投資その他の資産   

投資有価証券 3,875 4,459

金融取引証拠金 492 1,554

その他 314 356

貸倒引当金 △48 △53

投資その他の資産合計 4,634 6,316

固定資産合計 7,281 9,036

資産合計 20,198 26,580
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(単位：百万円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年９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12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 603 913

短期借入金 2,500 5,690

未払金 355 455

未払法人税等 51 26

繰延税金負債 － 264

賞与引当金 35 －

デリバティブ債務 0 1

その他 156 247

流動負債合計 3,704 7,598

固定負債   

繰延税金負債 214 419

退職給付引当金 513 618

長期預り保証金 1,433 1,553

負ののれん 27 42

固定負債合計 2,188 2,633

負債合計 5,892 10,231

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,635 1,635

資本剰余金 1 1

利益剰余金 12,196 13,528

自己株式 △98 △98

株主資本合計 13,734 15,067

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 238 943

評価・換算差額等合計 238 943

少数株主持分 332 338

純資産合計 14,306 16,349

負債純資産合計 20,198 26,580
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 5,617

売上原価 4,495

売上総利益 1,122

販売費及び一般管理費 2,198

営業損失（△） △1,076

営業外収益  

受取利息 65

負ののれん償却額 15

その他 46

営業外収益合計 127

営業外費用  

支払利息 38

売上割引 5

為替差損 84

デリバティブ損失 530

固定資産除却損等 0

持分法による投資損失 2

投資顧問手数料 17

その他 59

営業外費用合計 738

経常損失（△） △1,688

特別利益  

投資有価証券償還益 537

特別利益合計 537

特別損失  

固定資産除却損 38

割増退職金 31

その他 4

特別損失合計 74

税金等調整前四半期純損失（△） △1,225

法人税、住民税及び事業税 19

少数株主損失（△） △2

四半期純損失（△） △1,242
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：百万円)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９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損失（△） △1,225

減価償却費 284

固定資産売却損 0

固定資産除却損 18

投資有価証券売却益 △2

投資有価証券売却損 5

投資有価証券償還益 △537

負ののれん償却額 △15

貸倒引当金の増減額（△は減少） △8

退職給付引当金の増減額（△は減少） △105

受取利息及び受取配当金 △65

支払利息 38

投資事業有限責任組合出資持分損益（△は益） 21

為替差損益（△は益） 84

デリバティブ損益（△は益） 530

投資顧問手数料 17

売上債権の増減額（△は増加） 454

たな卸資産の増減額（△は増加） 296

仕入債務の増減額（△は減少） △308

未払消費税等の増減額（△は減少） 5

預り保証金の増減額（△は減少） △119

その他 △24

小計 △654

利息及び配当金の受取額 76

利息の支払額 △37

法人税等の支払額 △22

営業活動によるキャッシュ・フロー △638

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 △2

定期預金の払戻による収入 2

有形固定資産の取得による支出 △303

有形固定資産の売却による収入 0

無形固定資産の取得による支出 △0

投資有価証券の取得による支出 △1

投資有価証券の売却による収入 7

投資事業有限責任組合出資持分の減少による収入 9

金融取引証拠金の増加による支出 △1,117

金融取引証拠金の減少による収入 2,179

短期貸付けによる支出 △54

短期貸付金の回収による収入 54

デリバティブ取引による支出 △859

デリバティブ取引による収入 328

投資顧問手数料の支払による支出 △17

投資活動によるキャッシュ・フロー 224
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(単位：百万円)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30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 31,141

短期借入金の返済による支出 △34,331

配当金の支払額 △88

少数株主への配当金の支払額 △3

その他 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,282

現金及び現金同等物に係る換算差額 △85

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,781

現金及び現金同等物の期首残高 11,753

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,972

ダントーホールディングス㈱(5337)平成21年12月期　第３四半期決算短信

11



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 平成19年３月14日)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 平成19年３月14日)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。 

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成21年１月１日 至 平成21年９月30日) 

 全セグメントの売上高の合計及び営業損益の合計額に占める建設用陶磁器等の割合が、いずれも90％

を超えているため、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。 

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成21年１月１日 至 平成21年９月30日) 

 「セグメント情報の開示基準」に規定された、本国以外の国又は地域に所在する連結子会社がないた

め、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成21年１月１日 至 平成21年９月30日) 

 海外売上高が、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。 

  

該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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前年同四半期に係る財務諸表等 

（要約）前年同四半期連結損益計算書 

 
  

「参考」

前第３四半期連結累計期間
(自 平成20年１月１日
至 平成20年９月30日)

区分 金額(百万円)

Ⅰ 売上高 6,618

Ⅱ 売上原価 5,292

   売上総利益 1,326

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,691

   営業損失 1,365

Ⅳ 営業外収益 252

 １ 受取利息 80

 ２ デリバティブ利益 78

 ３ 負ののれん償却額 14

 ４ その他 79

Ⅴ 営業外費用 475

 １ 支払利息 96

 ２ 為替差損 103

 ３ 有価証券売却損 113

 ４ 固定資産除却損等 29

 ５ 貸倒引当金繰入額 1

 ６ 投資顧問手数料 22

 ７ その他 108

   経常損失 1,589

Ⅵ 特別利益 1,218

 １ 固定資産売却益 1,036

 ２ 投資有価証券売却益 181

 ３ その他 0

Ⅶ 特別損失 277

 １ 固定資産除却損 202

 ２ 投資有価証券償還損 66

 ３ たな卸資産除却損 0

 ４ その他 7

   税金等調整前四半期純損失 647

   法人税、住民税及び事業税 62

   過年度住民税 45

   法人税等調整額 △0

   少数株主損失 10

   四半期純損失 745
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（要約）前年同四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 
  

前第３四半期連結累計期間
(自 平成20年１月１日
至 平成20年９月30日)

区分 金額(百万円)

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損失 △647

   減価償却費 263

   固定資産売却益 △1,037

   固定資産売却損 0

   固定資産除却損 229

   有価証券売却損 113

   投資有価証券売却益 △186

   投資有価証券売却損 6

   投資有価証券償還損 66

   負ののれん償却額 △14

   貸倒引当金の増加額 9

   退職給付引当金の減少額 △55

   受取利息及び配当金 △80

   デリバティブ利益 △78

   支払利息 96

   為替差損 103

   投資顧問手数料 22

   投資事業有限責任組合出資持分損失 3

   売上債権の減少額 680

   たな卸資産の増加額 △34

   仕入債務の減少額 △188

   未払金の減少額 △74

   未払消費税等の減少額 △22

   預り保証金の減少額 △75

   その他 93

    小計 △804

   利息及び配当金の受取額 141

   利息の支払額 △83

   法人税等の支払額 △105

  営業活動によるキャッシュ・フロー △852
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前第３四半期連結累計期間
(自 平成20年１月１日
至 平成20年９月30日)

区分 金額(百万円)

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 △2

   定期預金の払戻による収入 2

   有価証券の売却による収入 459

   有形固定資産の取得による支出 △81

   有形固定資産の売却による収入 1,105

   無形固定資産の取得による支出 △11

   投資有価証券の取得による支出 △6

   投資有価証券の売却による収入 1,445

   投資有価証券の満期償還による収入 526

   金融取引証拠金の増加による支出 △2,818

   金融取引証拠金の減少による収入 7,539

   短期貸付による支出 △110

   短期貸付金回収による収入 69

   デリバティブ取引による支出 △579

   デリバティブ取引による収入 665

   投資顧問手数料の支払による支出 △22

  投資活動によるキャッシュ・フロー 8,182

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

   短期借入金の減少額 △35

   配当金の支払額 △148

   少数株主への配当金の支払額 △3

   その他 △1

  財務活動によるキャッシュ・フロー △187

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △41

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 7,100

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 8,419

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 15,519
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前第３四半期連結累計期間(自 平成20年１月１日 至 平成20年９月30日) 

 全セグメントの売上高の合計及び営業損益の合計額に占める建設用陶磁器等の割合が、いずれも90％

を超えているため、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。 

  

前第３四半期連結累計期間(自 平成20年１月１日 至 平成20年９月30日) 

 「セグメント情報の開示基準」に規定された、本国以外の国又は地域に所在する連結子会社がないた

め、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

前第３四半期連結累計期間(自 平成20年１月１日 至 平成20年９月30日) 

 海外売上高が、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。 

  

  

  

  

セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】
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