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1. 平成23年３月期第３四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年12月31日）

 (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 ％

23年３月期第３四半期 6,128 29.7 122 ─ 60 ─ 17 ─

22年３月期第３四半期 4,725 △40.0 △709 ─ △760 ─ △918 ─

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

23年３月期第３四半期 0 58 ─

22年３月期第３四半期 △30 76 ─

 (2) 連結財政状態

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

23年３月期第３四半期 12,825 4,963 38.7 166 30

22年３月期 13,834 4,847 35.0 162 40

(参考) 自己資本 23年３月期第３四半期 4,963百万円 22年３月期 4,847百万円

2. 配当の状況

年間配当金

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

22年３月期 ─ 0 00 ─ 0 00 0 00

23年３月期 ─ 0 00 ─

23年３月期(予想) 0 00 0 00

3. 平成23年３月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日）
(％表示は対前期増減率)

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 8,150 23.3 200 ─ 120 ─ 70 ─ 2 35



  

 
 (注) 当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

 
 (注)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の有無となります。 

  

 

 
 (注)「四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期財務諸表作成に係る会計

処理の原則・手続、表示方法等の変更の有無となります。 

  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

  

  

・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算

短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していませ

ん。 

  

・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的

であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性が

あります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半

期決算短信（添付資料）２ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

  

4. その他（詳細は【添付資料】P.3「その他」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
 

 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) 23年３月期３Ｑ 29,929,996株 22年３月期 29,929,996株

② 期末自己株式数 23年３月期３Ｑ 83,073株 22年３月期 81,296株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期３Ｑ 29,847,808株 22年３月期３Ｑ 29,851,602株

(※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示)

(※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項)
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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、新興国向け輸出や国内景気の持ち直しにより緩やか
な回復基調を維持しておりますが、後半には輸出の頭打ちや国内の経済対策効果が一巡した影響が現れ、
円高の進行、株価の低迷などもあり、依然として先行き不透明な状況にあります。 
当社グループにおきましては、国内向け・海外向けともに販売は堅調に推移し、当第３四半期連結累計

期間の売上高は、前年同四半期比29.7％増の6,128百万円となりました。収益面では、売上高の回復や収
益構造改革の推進による原価低減により、当第３四半期連結累計期間の経営成績は、営業利益122百万
円、経常利益60百万円、四半期純利益17百万円となりました。 
海外市場への売上高は前年同四半期比27.8％増の1,853百万円でありましたが、売上高に占める比率は

30.2％と前年同四半期と比べ0.5ポイント減少しました。 
  

(資産) 
資産は前連結会計年度末に比べ1,009百万円減少し12,825百万円となりました。このうち流動資産は

384百万円の減少、固定資産は624百万円の減少でありました。  
流動資産の変動の主な要因は、受取手形及び売掛金が185百万円、原材料及び貯蔵品が193百万円、仕

掛品が59百万円増加したことに対し、現金及び預金が523百万円、商品及び製品が294百万円減少したこ
とであります。 
固定資産のうち、有形固定資産は840百万円減少しました。変動の主な要因は、旧つくば事業所の売

却による減少552百万円、減価償却費の計上373百万円、設備投資の実施105百万円であります。投資そ
の他の資産は205百万円増加しました。変動の主な要因は、投資有価証券が株価の回復を受け210百万円
増加したことであります。 
  
(負債) 
負債は前連結会計年度末に比べ1,125百万円減少し、7,861百万円となりました。このうち流動負債は

889百万円の減少、固定負債は236百万円の減少でありました。 
流動負債の変動の主な要因は、支払手形及び買掛金が390百万円増加したことに対し、短期借入金が

1,092百万円、未払費用が65百万円、賞与引当金が82百万円減少したことであります。 
固定負債の変動の主な要因は、資産除去債務が18百万円、退職給付引当金が69百万円、長期繰延税金

負債が88百万円増加したことに対し、長期借入金が384百万円減少したことであります。 
  
(純資産) 
純資産は前連結会計年度末に比べ116百万円増加し4,963百万円となりました。株主資本は、第３四半

期連結累計期間の四半期純利益が17百万円であったこと等により4,762百万円となりました。また、株
式の時価評価等により評価・換算差額等は99百万円増加し200百万円となりました。 
  
(キャッシュ・フローの状況) 
営業活動により獲得した資金は534百万円でありました。資金流入の主な要因は、税金等調整前四半

期純利益34百万円、減価償却費375百万円、仕入債務の増加396百万円であり、資金流出の主な要因は、
売上債権の増加198百万円、利息の支払額78百万円であります。 
投資活動により獲得した資金は159百万円でありました。主な要因は、設備の売却561百万円、設備投

資88百万円、定期預金の預入300百万円であります。 
財務活動により流出した資金は1,504百万円でありました。主な要因は借入金の返済による支出6,506

百万円に対し、借入による収入が5,030百万円であったことであります。 
以上の結果、現金及び現金同等物の当四半期連結累計期間末残高は前連結会計年度末と比べ、823百

万円減少し1,293百万円となりました。 
  

現時点では平成22年11月５日に公表しました通期の業績予想に変更はありません。 
  

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(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
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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３四半期連結累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棚卸資産の評価方法 

当第３四半期連結累計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末
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、棚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定
する方法によっております。 

  
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 

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経営環境等、かつ、一時
差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、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。 

  
２．四半期連結財務諸表の作成にあたり特有の会計処理 
①税金費用の計算 

当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する方法を採用しております。ただし、この計
算で合理性を欠く場合には、税引前四半期純利益を調整のうえ、法定実効税率を用いて税金費用を
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。 

  

当第３四半期連結累計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号 平成20
年３月31日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20
年３月31日)を適用しております。 
 これにより、営業利益及び経常利益はそれぞれ945千円減少し、税金等調整前四半期純利益は
19,891千円減少しております。 

  

急速かつ世界的な景気後退により、当社グループの売上高は継続的に低い水準で推移し収益性が悪化
しており、２連結会計年度連続して経常損失を計上しております。 
当社グループは事業環境の変化に対応し、将来に向けた確固たる収益構造を構築するために、平成21

年12月18日の取締役会において収益構造改革への取組みについて決議し、前連結会計年度より取組みを
開始しております。この取組みにより収益性は改善する見通しであります。 
 取組みの主な内容及び実施状況は下記のとおりです。 

  

１．生産体制の再編 
生産体制の効率化を図るため、つくば事業所及び名古屋工場の耐摩工具部門の生産を大阪事業所

に集約し、また、つくば事業所の切削工具部門の生産を大阪事業所及び三重事業所に移管いたしま
した。これらの施策により、つくば事業所及び名古屋工場は平成22年３月末をもって休止いたしま
した。 
 なお、つくば事業所につきましては平成22年７月23日に締結した売買契約に基づき、平成22年９
月29日に売却を完了いたしております。 

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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２．希望退職者の募集 
つくば事業所及び名古屋工場の休止に伴い、それぞれの事業所に勤務する正社員57名(つくば事

業所48名、名古屋工場９名)を対象に希望退職者の募集を行い、平成22年３月31日付で42名が退職
いたしました。 

  

３．販売体制の見直し 
販売体制の効率化を進め、平成22年４月１日付でつくば営業所を東関東営業所に統合、仙台営業

所を仙台オフィスに改組、静岡オフィス及びイタリアオフィスを廃止いたしました。 
 また、自動車、鉄鋼、電気／電子等の大手メーカーが本拠地を置き、多くの金型メーカーが集積
する中国の武漢においてさらなる販売拡大を図るため、中国中部地方における販売拠点として武漢
支所を平成22年10月８日に開設いたしました。 

  

４．不採算事業・不採算品目の整理 
不採算事業・不採算品目の見直し、整理を行ない、収益改善を図ります。 
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3. 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22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,593,619 2,116,729

受取手形及び売掛金 2,492,984 2,307,206

商品及び製品 1,415,134 1,709,141

仕掛品 843,974 784,141

原材料及び貯蔵品 526,373 333,229

未収入金 6,286 10,151

その他 94,101 99,817

貸倒引当金 △12,680 △15,867

流動資産合計 6,959,793 7,344,550

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,196,501 1,535,269

機械装置及び運搬具（純額） 1,178,132 1,345,616

土地 1,184,949 1,475,541

リース資産（純額） 311,912 338,839

その他（純額） 63,505 80,632

有形固定資産合計 3,935,001 4,775,899

無形固定資産 30,445 19,964

投資その他の資産   

投資有価証券 1,289,797 1,079,204

長期貸付金 2,603 4,143

長期預金 300,000 300,000

差入保証金 85,155 98,227

保険積立金 240,856 230,514

その他 20,353 18,880

貸倒引当金 △38,489 △36,614

投資その他の資産合計 1,900,276 1,694,357

固定資産合計 5,865,723 6,490,220

資産合計 12,825,516 13,834,771
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,147,179 756,192

短期借入金 2,601,684 3,694,372

未払法人税等 26,516 31,327

賞与引当金 48,355 131,046

事業構造改善引当金 － 17,526

未払費用 50,180 115,522

その他 229,561 246,610

流動負債合計 4,103,477 4,992,597

固定負債   

長期借入金 1,770,780 2,154,977

リース債務 287,774 315,754

資産除去債務 18,360 －

長期未払金 391,339 391,939

退職給付引当金 1,113,561 1,044,238

繰延税金負債 176,671 87,735

固定負債合計 3,758,486 3,994,644

負債合計 7,861,963 8,987,241

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,099,194 3,099,194

資本剰余金 3,057,132 3,057,132

利益剰余金 △1,373,124 △1,390,305

自己株式 △20,287 △20,082

株主資本合計 4,762,914 4,745,938

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 257,411 127,830

為替換算調整勘定 △56,773 △26,239

評価・換算差額等合計 200,638 101,591

純資産合計 4,963,552 4,847,529

負債純資産合計 12,825,516 13,834,771
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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21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 4,725,483 6,128,117

売上原価 3,938,423 4,460,669

売上総利益 787,060 1,667,447

販売費及び一般管理費 1,496,688 1,545,193

営業利益又は営業損失（△） △709,628 122,254

営業外収益   

受取利息 711 899

受取配当金 15,929 20,978

助成金収入 14,982 14,832

その他 19,560 20,759

営業外収益合計 51,183 57,469

営業外費用   

支払利息 81,967 81,708

手形売却損 2,234 －

支払手数料 5,000 －

為替差損 8,513 35,931

その他 4,021 1,266

営業外費用合計 101,736 118,905

経常利益又は経常損失（△） △760,181 60,819

特別利益   

固定資産売却益 80 3,639

貸倒引当金戻入額 － 5

特別利益合計 80 3,645

特別損失   

固定資産除却損 6,488 1,673

投資有価証券評価損 5,253 9,099

一時帰休費用 42,693 －

事業構造改善引当金繰入額 86,200 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 18,945

その他 － 53

特別損失合計 140,635 29,772

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△900,735 34,692

法人税、住民税及び事業税 17,599 17,510

少数株主損益調整前四半期純利益 － 17,181

四半期純利益又は四半期純損失（△） △918,335 17,181

ダイジェット工業㈱(6138)平成23年３月期　第３四半期決算短信

7



(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△900,735 34,692

減価償却費 432,108 375,838

投資有価証券評価損益（△は益） 5,253 9,099

事業構造改善引当金の増減額（△は減少） 86,200 △17,407

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 18,945

貸倒引当金の増減額（△は減少） 8,656 △1,311

受取利息及び受取配当金 △16,640 △21,878

支払利息 81,967 81,708

手形売却損 2,234 －

為替差損益（△は益） 6,463 9,803

有形固定資産売却損益（△は益） △80 △3,639

有形固定資産除却損 6,488 1,673

売上債権の増減額（△は増加） △408,486 △198,863

たな卸資産の増減額（△は増加） 682,030 18,146

仕入債務の増減額（△は減少） △142,604 396,151

その他 142,250 △88,986

小計 △14,895 613,972

利息及び配当金の受取額 14,874 19,761

利息の支払額 △81,630 △78,354

法人税等の還付額 79,855 2,040

法人税等の支払額 △24,328 △23,317

営業活動によるキャッシュ・フロー △26,125 534,102

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △247,340 △88,909

有形固定資産の売却による収入 235 561,437

無形固定資産の取得による支出 △550 △11,886

投資有価証券の取得による支出 △1,879 △1,175

貸付けによる支出 △2,308 △283

貸付金の回収による収入 3,054 1,716

定期預金の預入による支出 － △300,000

その他 △17,515 △1,410

投資活動によるキャッシュ・フロー △266,303 159,488

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 4,400,000 4,330,000

短期借入金の返済による支出 △4,400,000 △5,530,000

長期借入れによる収入 1,150,000 700,000

長期借入金の返済による支出 △919,888 △976,885

自己株式の取得による支出 △965 △205

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △26,306 △27,129

配当金の支払額 △242 △104

財務活動によるキャッシュ・フロー 202,597 △1,504,324

現金及び現金同等物に係る換算差額 △8,875 △12,375

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △98,707 △823,109

現金及び現金同等物の期首残高 2,102,632 2,116,729

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,003,924 1,293,619
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当第３四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日) 
該当事項はありません。 

  

前第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) 
  

事業の種類として、超硬合金・工具の製造および製品等の販売を営んでいる単一事業のため、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21年４月１日 至 平成21年12月31日) 
  

全セグメントの売上高の合計額に占める「本邦」の割合が90％を超えているため、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21年４月１日 至 平成21年12月31日) 
  

 
(注) １ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

２ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。 

３ 各区分に属する主な国又は地域 

 (1) 北米………………米国・カナダ 

 (2) 西欧………………イギリス・イタリア・ドイツ 

 (3) アジア……………韓国・中国・タイ・インド 

 (4) その他の地域……ブラジル・ロシア 

  

(追加情報) 
当第３四半期連結累計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号

平成21年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指
針第20号 平成20年３月21日)を適用しております。 

  

・報告セグメントの概要 
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務諸表が入手可能であり、取締役会

が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているもので
あります。 
 当社及び連結子会社の事業は、主として超硬合金・工具の製造及び製品等の販売を営んでいるもの
であり、報告セグメントとしては当該事業のみを対象とし単一であるため、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22年４月１日 至 平成22年12月31日) 
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】

北米 西欧 アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 271,493 220,496 886,832 70,710 1,449,533

Ⅱ 連結売上高(千円) 4,725,483

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

5.7 4.7 18.8 1.5 30.7

(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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① 生産実績 

 
   (注) １ 金額は販売価格で表示しております。 

   ２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

② 受注実績 

 
   (注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

③ 販売実績 

 
   (注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

4. 補足情報

生産、受注及び販売の状況

製品区

前第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

当第３四半期連結累計期間
自 平成22年４月１日 
至 平成22年12月31日

前連結会計年度
自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日

金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％)

焼肌チップ 975,213 23.6 1,375,763 22.6 1,421,005 24.2

切削工具 2,185,090 52.8 3,620,573 59.3 3,107,706 52.9

耐摩耗工具 975,404 23.6 1,102,930 18.1 1,345,518 22.9

その他 800 0.0 994 0.0 1,800 0.0

合計 4,136,507 100.0 6,100,260 100.0 5,876,029 100.0

製品区分

前第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

当第３四半期連結累計期間
自 平成22年４月１日 
至 平成22年12月31日

前連結会計年度
自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日

受注高(千円) 受注残高(千円) 受注高(千円) 受注残高(千円) 受注高(千円) 受注残高(千円)

焼肌チップ 1,033,646 60,207 1,363,683 94,619 1,490,364 80,402

切削工具 2,784,863 289,856 3,790,552 561,914 3,940,752 390,610

耐摩耗工具 1,043,169 165,054 1,148,164 200,429 1,470,461 205,339

その他 16,335 4,280 7,862 4,434 19,925 2,901

合計 4,878,013 519,397 6,310,261 861,396 6,921,502 679,252

製品区分

前第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

当第３四半期連結累計期間
自 平成22年４月１日 
至 平成22年12月31日

前連結会計年度
自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日

金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％)

焼肌チップ 996,253 21.1 1,349,466 22.0 1,432,776 21.7

切削工具 2,720,125 57.6 3,619,248 59.1 3,775,260 57.1

耐摩耗工具 996,945 21.1 1,153,074 18.8 1,383,952 20.9

その他 12,160 0.2 6,329 0.1 17,129 0.3

合計 4,725,483 100.0 6,128,117 100.0 6,609,117 100.0
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