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当第３四半期連結会計期間における我が国経済は、各国の景気刺激策や中国をはじめとした新興国需要の好調等に

より回復の兆しも出てまいりましたが、雇用情勢は依然として厳しく、デフレや円高といった景気下押しのリスクも

懸念されるなか、不透明な状況が継続いたしました。 

当社製品の主需要先におきましても、薄型テレビやパソコン等の好調により、半導体・電子部品関連といった分野

で動きがみられたほか、総じて最悪期は脱したと思われますが、多くの産業で稼働率の低い状態が続き、価格的にも

厳しい状況となりました。 

こうした厳しい経営環境のもと、当社グループでは、引き続き優良ユーザーの開拓に注力するとともに、効果的な

セールを行う等販売強化に取り組みました。しかしながら、全体的な需要水準の低下や価格競争激化の影響は避けら

れず、当第３四半期連結会計期間における売上高は1,071百万円（前年同期比22.3％減）となりました。また、利益

面におきましては、各種経費の削減及び内製化推進による製造コストの引き下げに取組みましたが、売上高の減少及

び販売促進費用の増加等の影響から、営業利益は165百万円（同47.9％減）、経常利益は171百万円（同47.8％減）、

四半期純利益は109百万円（同42.9％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。  

また、平成22年３月期第１四半期及び第２四半期に関する定性的情報については、平成22年３月期第１四半期決算

短信（平成21年７月31日開示）及び第２四半期決算短信（平成21年10月30日開示）をご参照下さい。 

  

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て８百万円減少し6,256百万円となりまし

た。これは主に売上高増加に伴う売掛金の増加と製品及び原材料在庫の減少に伴うたな卸資産の減少によるものであ

ります。また、純資産は80百万円増加し5,729百万円となりました。これは利益剰余金の増加によるものでありま

す。 

   

平成22年３月期の業績予想につきましては、平成21年５月13日に公表いたしました業績予想に変更はございませ

ん。 

  

 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。 

  

該当事項はありません。  

  

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
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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３四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,765,383 1,634,463

受取手形及び売掛金 626,816 519,983

商品及び製品 443,274 698,212

仕掛品 116,549 52,845

原材料及び貯蔵品 131,840 236,651

繰延税金資産 65,003 65,998

その他 80,267 36,663

貸倒引当金 △1,080 △1,200

流動資産合計 3,228,054 3,243,618

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,024,453 752,205

機械装置及び運搬具（純額） 1,200,387 1,283,811

土地 346,394 346,394

建設仮勘定 66,306 235,166

その他（純額） 76,095 110,630

有形固定資産合計 2,713,636 2,728,208

無形固定資産 8,205 11,396

投資その他の資産   

投資有価証券 42,542 22,642

長期預金 100,000 100,000

繰延税金資産 89,056 89,056

その他 74,933 75,852

貸倒引当金 △86 △5,738

投資その他の資産合計 306,444 281,811

固定資産合計 3,028,285 3,021,417

資産合計 6,256,340 6,265,036
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 121,700 51,958

未払法人税等 492 86,979

賞与引当金 6,780 35,600

役員賞与引当金 － 26,500

その他 163,841 118,180

流動負債合計 292,814 319,219

固定負債   

退職給付引当金 35,215 30,109

役員退職慰労引当金 189,506 254,031

負ののれん 9,246 12,447

固定負債合計 233,968 296,588

負債合計 526,782 615,807

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 4,973,602 4,893,273

自己株式 △92,744 △92,744

株主資本合計 5,729,557 5,649,228

純資産合計 5,729,557 5,649,228

負債純資産合計 6,256,340 6,265,036
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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：千円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 4,386,755 2,779,381

売上原価 2,111,046 1,601,287

売上総利益 2,275,708 1,178,093

販売費及び一般管理費 1,260,541 999,057

営業利益 1,015,167 179,035

営業外収益   

受取利息 2,357 1,019

受取配当金 7,299 10,159

負ののれん償却額 3,200 3,200

保険解約返戻金 8,747 63,635

その他 6,706 14,475

営業外収益合計 28,312 92,491

営業外費用   

その他 151 34

営業外費用合計 151 34

経常利益 1,043,328 271,492

特別利益   

固定資産売却益 2,941 －

貸倒引当金戻入額 414 2,756

役員退職慰労引当金戻入額 － 43,977

特別利益合計 3,356 46,733

特別損失   

固定資産売却損 386 411

固定資産除却損 11,686 6,161

特別損失合計 12,073 6,573

税金等調整前四半期純利益 1,034,611 311,652

法人税等 449,733 123,614

四半期純利益 584,878 188,038
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第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) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 1,379,881 1,071,645

売上原価 651,676 581,043

売上総利益 728,204 490,601

販売費及び一般管理費 411,279 325,480

営業利益 316,924 165,121

営業外収益   

受取利息 571 126

負ののれん償却額 1,066 1,066

助成金収入 － 2,614

保険解約返戻金 8,747 －

その他 1,606 2,603

営業外収益合計 11,992 6,411

経常利益 328,917 171,533

特別利益   

貸倒引当金戻入額 164 1,487

特別利益合計 164 1,487

特別損失   

固定資産売却損 281 140

固定資産除却損 309 67

特別損失合計 591 208

税金等調整前四半期純利益 328,489 172,812

法人税等 136,310 63,158

四半期純利益 192,179 109,654

日進工具㈱（6157）平成22年３月期　第３四半期決算短信

- 7 -



 該当事項はありません。 

  

 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
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