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(百万円未満切捨て)

１．平成24年３月期第１四半期の連結業績（平成23年４月１日～平成23年６月30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 ％

24年３月期第１四半期 2,202 7.0 183 ― 172 ― 165 ―

23年３月期第１四半期 2,059 54.4 △44 ― △78 ― △108 ―

(注) 包括利益 24年３月期第１四半期 196百万円( ―％) 23年３月期第１四半期 △46百万円( ―％)

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

24年３月期第１四半期 5 54 ―

23年３月期第１四半期 △3 64 ―

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

24年３月期第１四半期 13,033 5,373 41.2

23年３月期 13,288 5,176 39.0

(参考) 自己資本 24年３月期第１四半期 5,373百万円 23年３月期 5,176百万円

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

23年３月期 ― 0 00 ― 0 00 0 00

24年３月期 ―

24年３月期(予想) 0 00 ― 3 00 3 00

３．平成24年３月期の連結業績予想（平成23年４月１日～平成24年３月31日）
(％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率)

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

第２四半期(累計) 4,480 11.0 345 ― 315 ― 280 ― 9 38

通期 9,000 8.2 755 170.5 695 220.9 565 252.6 18 93



  

 
 (注)詳細は、四半期決算短信[添付資料]3ページ「四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。

 

 
  

  

・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。 

４．その他

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

  新規  ―社 (            )、除外  ―社 (            )

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
 

 ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

 ② ①以外の会計方針の変更 ： 無

 ③ 会計上の見積りの変更 ： 無

 ④ 修正再表示 ： 無

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 24年３月期１Ｑ 29,929,996株 23年３月期 29,929,996株

② 期末自己株式数 24年３月期１Ｑ 86,637株 23年３月期 86,637株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年３月期１Ｑ 29,843,359株 23年３月期１Ｑ 29,848,525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１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、３月11日に発生した東日本大震災による被害や、

その後の電力不足等による影響から生産活動は停滞を余儀なくされ、サプライチェーンの復旧は予想よ

りも早く進んでいるものの、弱含みで推移いたしました。 

当社グループにおきましては、国内向け販売は東日本大震災の影響もあり伸び悩んだものの、海外向

け販売が伸張し、通期の売上高は前年同期比7.0％増の2,202百万円となりました。このうち、国内向け

は前年同期比1.9％減の1,420百万円、海外向けは前年同期比27.9％増の782百万円であります。連結売

上高に占める輸出の割合は35.5％となり、前年同期から5.8ポイント上昇いたしました。 

製品別では、焼肌チップが前年同期比1.8％増の460百万円、切削工具が前年同期比11.2％増の1,354

百万円、耐摩耗工具が前年同期比1.2％減の382百万円となりました。 

 収益面では、収益構造改革の推進により前期後半より収益性は大幅に改善しており、当第１四半期連

結累計期間の経営成績は営業利益183百万円(前年同四半期は44百万円の損失)、経常利益172百万円(前

年同四半期は78百万円の損失)、四半期純利益165百万円(前年同四半期は108百万円の損失)となりまし

た。 

  

(資産) 

資産は前連結会計年度末に比べ255百万円減少し13,033百万円となりました。このうち流動資産は381

百万円の減少、固定資産は126百万円の増加でありました。 

 流動資産の変動の主な要因は、受取手形及び売掛金が20百万円、たな卸資産が148百万円増加したこ

とに対し、現金及び預金が582百万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57百万円増加しました。変動の主な要因は、減価償却費の計上113

百万円、設備投資の実施170百万円であります。投資その他の資産は67百万円増加しました。変動の主

な要因は、投資有価証券が一部の保有銘柄の株価の上昇を受け64百万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451百万円減少し、7,660百万円となりました。このうち流動負債は

221百万円の減少、固定負債は229百万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107百万円増加したことに対し、短期借入金が

492百万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、長期繰延税金負債が26百万円増加したことに対し、長期借入金が254

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196百万円増加し5,373百万円となりました。株主資本は、四半期純

利益が165百万円であったこと等により5,070百万円となりました。また、株式の時価評価等によりその

他の包括利益累計額は31百万円増加し302百万円となりました。 

  

現時点では平成23年７月11日に公表しました業績予想に変更はありません。  

  

１．当四半期決算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。 

  

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。 

  

該当事項はありません。 

  

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

○税金費用の計算

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

ダイジェット工業㈱(6138)平成24年３月期　第１四半期決算短信

- 3 -



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）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,004,181 1,422,000

受取手形及び売掛金 2,432,529 2,452,731

商品及び製品 1,421,607 1,413,629

仕掛品 825,151 864,229

原材料及び貯蔵品 651,672 769,007

未収入金 4,007 2,922

その他 83,560 119,526

貸倒引当金 △30,495 △33,325

流動資産合計 7,392,214 7,010,722

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,167,353 1,143,048

機械装置及び運搬具（純額） 1,140,933 1,230,326

土地 1,184,949 1,184,949

リース資産（純額） 302,936 293,960

その他（純額） 57,513 59,075

有形固定資産合計 ※１  3,853,687 3,911,360

無形固定資産 29,646 30,572

投資その他の資産   

投資有価証券 1,399,743 1,464,657

長期貸付金 2,308 2,008

長期預金 300,000 300,000

差入保証金 75,756 69,634

保険積立金 244,338 247,820

その他 20,459 26,147

貸倒引当金 △29,489 △29,488

投資その他の資産合計 2,013,117 2,080,779

固定資産合計 5,896,451 6,022,712

資産合計 13,288,665 13,033,435
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,108,243 1,215,775

短期借入金 2,733,213 2,240,734

未払法人税等 37,528 10,945

賞与引当金 135,383 52,327

未払費用 37,931 220,649

その他 201,099 291,110

流動負債合計 4,253,398 4,031,543

固定負債   

長期借入金 1,810,124 1,555,357

リース債務 278,302 268,757

資産除去債務 18,360 18,360

長期未払金 391,339 387,727

退職給付引当金 1,139,294 1,150,929

繰延税金負債 221,382 247,729

固定負債合計 3,858,802 3,628,860

負債合計 8,112,200 7,660,403

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 1,703,396

利益剰余金 △1,230,089 289,002

自己株式 △20,722 △20,722

株主資本合計 4,905,513 5,070,870

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 322,554 360,942

為替換算調整勘定 △51,602 △58,781

その他の包括利益累計額合計 270,951 302,161

純資産合計 5,176,465 5,373,031

負債純資産合計 13,288,665 13,033,435
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
 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）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 2,059,633 2,202,795

売上原価 1,584,133 1,503,259

売上総利益 475,500 699,535

販売費及び一般管理費 ※１  519,867 ※１  515,962

営業利益又は営業損失（△） △44,367 183,573

営業外収益   

受取利息 279 270

受取配当金 12,850 15,391

その他 6,947 3,480

営業外収益合計 20,076 19,142

営業外費用   

支払利息 30,616 21,681

為替差損 23,512 8,858

その他 5 130

営業外費用合計 54,134 30,669

経常利益又は経常損失（△） △78,425 172,045

特別利益   

固定資産売却益 330 －

貸倒引当金戻入額 2 －

特別利益合計 332 －

特別損失   

固定資産除却損 6 29

投資有価証券評価損 5,873 258

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 24,879 287

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（△）

△102,972 171,757

法人税、住民税及び事業税 5,806 6,400

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△108,778 165,356

四半期純利益又は四半期純損失（△） △108,778 165,356
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 四半期連結包括利益計算書 
 第１四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△108,778 165,356

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 73,534 38,388

為替換算調整勘定 △11,656 △7,178

その他の包括利益合計 61,877 31,209

四半期包括利益 △46,901 196,566

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △46,901 196,566

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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当第１四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日） 

該当事項はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日）及び当第１四半期連結累

計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日） 

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１四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日） 

平成23年6月29日開催の第85期定時株主総会決議に基づき、今後の財務政策上の柔軟性及び機動性を

確保し、早期に復配できる体制を実現することを目的として、資本準備金を1,353,735千円減少し、そ

の他資本剰余金に振り替え、振り替え後のその他資本剰余金の全額を取り崩して繰越利益剰余金の欠損

填補を行っております。この結果、当第１四半期連結会計期間末における資本剰余金が1,703,396千

円、利益剰余金が289,002千円となっております。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

（５）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１四半期連結累計期間
自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30日

当第１四半期連結累計期間
自 平成23年４月１日 
至 平成23年６月30日

前連結会計年度
自 平成22年４月１日 
至 平成23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 459,492 23.1 467,996 20.6 1,863,402 22.4

切削工具 1,164,193 58.5 1,440,061 63.5 4,982,004 59.8

耐摩耗工具 366,702 18.4 360,364 15.9 1,478,673 17.8

その他 379 0.0 23 0.0 1,953 0.0

合計 1,990,766 100.0 2,268,444 100.0 8,326,032 100.0

製品区分

前第１四半期連結累計期間
自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30日

当第１四半期連結累計期間
自 平成23年４月１日 
至 平成23年６月30日

前連結会計年度
自 平成22年４月１日 
至 平成23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 446,655 74,752 431,619 71,950 1,860,565 100,644

切削工具 1,246,442 419,277 1,368,818 606,412 5,125,441 592,273

耐摩耗工具 376,165 194,615 378,968 179,162 1,517,073 182,623

その他 936 1,173 1,772 560 15,352 4,162

合計 2,070,198 689,817 2,181,177 858,084 8,518,431 879,702

製品区分

前第１四半期連結累計期間
自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30日

当第１四半期連結累計期間
自 平成23年４月１日 
至 平成23年６月30日

前連結会計年度
自 平成22年４月１日 
至 平成23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 452,305 22.0 460,313 20.9 1,840,323 22.1

切削工具 1,217,775 59.1 1,354,679 61.5 4,923,778 59.2

耐摩耗工具 386,889 18.8 382,429 17.4 1,539,789 18.5

その他 2,664 0.1 5,374 0.2 14,091 0.2

合計 2,059,633 100.0 2,202,795 100.0 8,317,981 100.0
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