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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第2四半期 6,945 7.2 376 △12.6 381 △8.7 213 4.3
23年3月期第2四半期 6,480 26.5 431 ― 418 ― 204 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 203百万円 （△12.9％） 23年3月期第2四半期 233百万円 （―％）

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2四半期 32.45 ―
23年3月期第2四半期 31.10 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 13,933 8,368 54.9
23年3月期 13,698 8,204 54.9
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  7,651百万円 23年3月期  7,516百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

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 ― 6.00 ― 6.00 12.00
24年3月期 ― 6.00
24年3月期（予想） ― 6.00 12.00

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、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無  
この度のタイ王国の大規模洪水により、連結子会社DIA RESIBON(THAILAND)CO.,LTD.の工場が浸水し、操業を一時停止しております。 
今回の洪水による被害額及び業績への影響につきましては現時点で不明であります。鋭意情報収集に当たり被害額の把握に努めており、業績への影響額が
判明次第速やかにお知らせすることといたしております。 

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 14,200 5.0 650 △31.7 630 △32.1 360 △29.4 54.68



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
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、四半期連結財務諸表に対す
る四半期レビュー手続が実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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)３ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期2Q 6,600,000 株 23年3月期 6,600,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 16,210 株 23年3月期 16,130 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 6,583,835 株 23年3月期2Q 6,583,910 株
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当第２四半期連結累計期間の我が国経済は、東日本大震災の影響や米国欧州の財政不安、金融危機に
よる世界的な景気の停滞と急激な円高等により先行き不透明の状況が続いております。 
 このような状況の中で、国内砥石製造・販売事業では、インドネシア向け等、砥石輸出が堅調に推移
し、また、国内市場において震災後の復旧活動などの需要増加が窺われ第１四半期に比べ業容が拡大い
たしました。 
 海外砥石製造・販売事業は、南米、中近東、、オセアニア、北米、アジアで高い伸び率が見られ、世
界的に砥石需要が増加する中で受注は活況を呈し、供給能力が追い付かず生産拡大投資に注力してまい
りました。 
 製品商品販売事業は、震災の復旧需要などの高まりにより、砥石・機械工具・消耗品とも需要が拡大
いたしました。しかしながら、利益面では若干の赤字計上を余儀なくされました。 
  
 このような環境の下、当第２四半期連結累計期間の連結売上高は６,９４５,６８６千円となり、前年
同期比４６５,３１３千円（７．２％）増収となりました。 
 売上原価は、設備償却負担や大径切断砥石の生産比率の拡大に伴い材料費負担比率等が増加したこ
と、また、売上面でドルに対するバーツ高の影響等により原価率は前年同期比２．０ポイント悪化いた
しました。 
 その結果、連結営業利益は３７６,８９８千円となり、前年同期比５４,４６０千円（１２．６％）減
益となりました。 
 連結経常利益は、仕入割引や為替差益が増加し３８１，８２５千円となり、前年同期比３６,５８６
千円（８．７％）の減益となりました。 
 連結四半期純利益は２１３,６６４千円となり、前年同期比８,８８６千円（４．３％）の増益となり
ました。 

  

当第２四半期連結会計期間の資産合計は１３,９３３,２４６千円となり、前連結会計年度に比べ 
２３４,８０１千円増加いたしました。 
 流動資産は、６,７３７,７６６千円となり２２４,９１４千円増加いたしました。 
 主な要因は、現金及び預金が９４,５７８千円増加する他、売上の増加に伴い受取手形及び売掛金が
８３,５４５千円増加すると共にたな卸資産が３３,７７５千円増加いたしました。 
 固定資産は、７,１９５,４８０千円となり９,８８６千円増加いたしました。 
 有形固定資産は、６,３８９,６３９千円となり１４,１０６千円減少いたしました。 
 無形固定資産は、３５４,４５３千円となり１３,７００千円増加いたしました。 
 主な要因は、生産・販売管理システム構築に伴うソフトの購入によるものであります。 
 投資その他の資産は、投資ファンド９,９９７千円の取得等により４５１,３８６千円となり 
１０,２９３千円増加いたしました。 
  
 当第２四半期連結会計期間の負債合計は５,５６５,０７９千円となり、前連結会計年度に比べ 
７１,０８１千円増加いたしました。 
 流動負債は、４,０６１,６６５千円となり９９,２２３千円増加いたしました。 
 主な要因は、未払法人税等が６６,１２５千円減少、社債の償還４９,５００千円や設備関係支払手形
２１,１９６千円など減少しましたが、一方で、仕入の増加に伴い支払手形および買掛金が２８,５４９
千円増加、加えて短期借入金が２０１,０００千円増加したことによるものであります。 
 固定負債は１,５０３,４１３千円となり２８,１４１千円減少いたしました。 
 主な要因は、長期借入金が３９,７９９千円減少したことであります。 
  
 当第２四半期連結会計期間の純資産合計は８,３６８,１６７千円となり、前連結会計年度に比べ 
１６３,７１９千円増加いたしました。 
 主な要因は、四半期純利益２１３,６６４千円に加え、少数株主持分が２９,１４６千円増加する一方
で、為替換算調整勘定が３２,３７１千円減少したことおよび配当金を３９,５０３千円支払いしたこと
によるものであります。 

  

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
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この度のタイ王国の大規模洪水により、連結子会社DIA RESIBON(THAILAND)CO.,LTD.のロジャナ工場
とナワナコン工場が浸水し、工場の操業を一時停止しております。 
 今回の洪水による被害額及び業績への影響につきましては現時点で不明であります。鋭意情報収集に
当たり被害額の把握に努めており、業績への影響額が判明次第速やかにお知らせすることといたしてお
ります。 
 従いまして、現段階では、平成23年５月13日発表いたしました通期業績予想数値は修正しておりませ
ん。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報

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

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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)

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,206,506 1,301,085

受取手形及び売掛金 3,494,283 3,577,829

商品及び製品 1,032,218 1,012,267

仕掛品 66,103 95,724

原材料及び貯蔵品 559,755 583,862

その他 161,693 173,848

貸倒引当金 △7,709 △6,851

流動資産合計 6,512,851 6,737,766

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,075,342 3,063,441

減価償却累計額 △1,730,551 △1,759,990

建物及び構築物（純額） 1,344,790 1,303,451

土地 4,015,226 4,009,149

その他 3,552,662 3,686,549

減価償却累計額 △2,508,933 △2,609,510

その他（純額） 1,043,728 1,077,039

有形固定資産合計 6,403,745 6,389,639

無形固定資産 340,753 354,453

投資その他の資産   

投資その他の資産 444,033 458,281

貸倒引当金 △2,940 △6,894

投資その他の資産合計 441,093 451,386

固定資産合計 7,185,593 7,195,480

資産合計 13,698,444 13,933,246

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,135,502 2,142,855

短期借入金 910,000 1,111,000

未払法人税等 196,459 130,334

その他 720,479 677,475

流動負債合計 3,962,441 4,061,665

固定負債   

長期借入金 671,793 631,994

退職給付引当金 657,012 665,345

役員退職慰労引当金 60,060 63,460

その他 142,689 142,614

固定負債合計 1,531,555 1,503,413

負債合計 5,493,997 5,565,079
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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２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,128,200 1,128,200

資本剰余金 908,565 908,565

利益剰余金 5,634,451 5,808,611

自己株式 △10,349 △10,392

株主資本合計 7,660,867 7,834,985

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 14,781 7,607

為替換算調整勘定 △159,062 △191,434

その他の包括利益累計額合計 △144,281 △183,826

少数株主持分 687,861 717,008

純資産合計 8,204,447 8,368,167

負債純資産合計 13,698,444 13,933,246
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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２四半期連結累計期間 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 6,480,373 6,945,686

売上原価 4,791,530 5,273,855

売上総利益 1,688,842 1,671,830

販売費及び一般管理費   

給料手当及び福利費 627,136 631,124

退職給付費用 47,113 46,605

役員退職慰労引当金繰入額 8,290 3,400

貸倒引当金繰入額 3,893 3,096

その他 571,049 610,705

販売費及び一般管理費合計 1,257,483 1,294,932

営業利益 431,359 376,898

営業外収益   

受取利息 176 202

受取配当金 3,636 4,498

為替差益 4,804 14,993

仕入割引 2,723 7,234

その他 5,803 8,949

営業外収益合計 17,144 35,878

営業外費用   

支払利息 11,586 11,363

支払手数料 7,899 7,745

売上割引 7,249 8,620

その他 3,355 3,223

営業外費用合計 30,091 30,952

経常利益 418,411 381,825

特別利益   

固定資産売却益 － 138

特別利益合計 － 138

特別損失   

固定資産除却損 4,336 5,034

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 3,695 －

その他 70 －

特別損失合計 8,102 5,034

税金等調整前四半期純利益 410,309 376,929

法人税、住民税及び事業税 168,938 131,382

法人税等調整額 △37,081 △18,845

法人税等合計 131,857 112,537

少数株主損益調整前四半期純利益 278,452 264,391

少数株主利益 73,675 50,727

四半期純利益 204,777 213,664
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 四半期連結包括利益計算書 
 第２四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 278,452 264,391

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △16,717 △7,174

為替換算調整勘定 △28,434 △53,952

その他の包括利益合計 △45,152 △61,126

四半期包括利益 233,300 203,265

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 170,999 174,118

少数株主に係る四半期包括利益 62,301 29,146
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 当第２四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30日） 

 該当事項はありません。 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30日） 

 該当事項はありません。 

  

平成23年10月に発生致しましたタイ王国での豪雨に伴う洪水の影響により、当社連結子会社DIA 

RESIBON(THAILAND)CO.,LTD.の本社及び工場が被害を受け、敷地、建物及び機械装置等が浸水し、工場

の操業を一時停止しております。 

 なお、これによる損害及び業績に与える影響につきましては、現時点では算定が困難であります。 

（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

（５）重要な後発事象
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