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1.  平成24年9月期第3四半期の連結業績（平成23年10月1日～平成24年6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9月期第3四半期 12,957 10.0 97 △64.9 11 △93.4 21 △47.4
23年9月期第3四半期 11,778 1.4 277 3.3 177 17.0 40 △56.4

（注）包括利益 24年9月期第3四半期 21百万円 （―％） 23年9月期第3四半期 45百万円 （―％）

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9月期第3四半期 1.51 ―
23年9月期第3四半期 3.45 ―

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

24年9月期第3四半期 13,508 3,479 25.4 244.66
23年9月期 12,584 3,457 27.0 242.99
（参考） 自己資本   24年9月期第3四半期  3,424百万円 23年9月期  3,401百万円

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9月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
24年9月期 ― 0.00 ―
24年9月期（予想） 0.00 0.00

3. 平成24年 9月期の連結業績予想（平成23年10月 1日～平成24年 9月30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   

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 17,823 11.1 381 △11.8 251 △17.7 200 △53.2 14.29



(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 

（注）変更の詳細は、添付資料３ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 （１）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧くだ
さい。 

(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きの対象外であり、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
く四半期連結財務諸表のレビュー手続きは終了しております。 

※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。 

※  注記事項

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   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
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9月期3Q 14,197,438 株 23年9月期 14,197,438 株
② 期末自己株式数 24年9月期3Q 198,625 株 23年9月期 198,625 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年9月期3Q 13,998,813 株 23年9月期3Q 11,599,328 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間における我が国経済は、復興需要などを背景に一時的に回復基調となったものの、長

引く欧州諸国の財政問題による世界経済の減速や円高の長期化による輸出企業業績の先行き不安など、依然として

先行き不透明な厳しい状況が継続しております。 

 当社グループを取り巻く環境におきましても、依然として続く公共投資の低調な推移から、激しい受注競争が継

続いたしました。 

 このような厳しい事業環境の中、当社グループは、事業セグメントを超えたグループ間の協力体制を強化したう

えで、顧客密着型の営業活動と採算性を重視した受注確保に重点を置き、売上原価や販売費及び一般管理費の抑制

に努めましたが、受注競争の激化等が影響したことで利益率の低下を招きました。 

 これらの活動の結果、当社グループの売上高は 百万円（対前年同期比10.0％増）、営業利益は 百万円

（対前年同期比64.9％減）、経常利益は 百万円（対前年同期比93.4％減）、四半期純利益は 百万円（対前年同

期比47.4％減）となりました。 

    セグメントの業績は、次のとおりであります。 

① 科学研究施設 

 当社グループの主要事業であります科学研究施設におきましては、主要顧客であります官公庁からの受注が依

然として低迷している中で、得意としている半導体製造環境関連装置であるリフトオフ装置の継続受注に支えら

れ、売上高は8,923百万円（対前年同期比16.2％増）、営業利益は109百万円（対前年同期比0.6％減）となりま

した。 

なお、科学研究施設の売上高は、第２四半期連結会計期間及び第４四半期連結会計期間に集中しており、第１

四半期連結会計期間及び第３四半期連結会計期間は相対的に少なくなる傾向があり、業績に季節的変動がありま

す。 

② 粉体機械等 

 粉体機械等におきましては、依然として厳しい状況の中で積極的な営業展開を進め、売上原価低減につきまし

ても積極的に取り組んでまいりました。しかしながら民間企業からの受注競争が引き続き激化していることか

ら、売上高は4,034百万円（対前年同期比1.6％減）、営業利益は362百万円（対前年同期比24.0％減）となりま

した。 

    

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間における資産につきましては、前連結会計年度末から923百万円増加して 百万

円となりました。流動資産は、前連結会計年度末から401百万円増加して 百万円、固定資産は、前連結会計年

度末から517百万円増加して 百万円、繰延資産は、前連結会計年度末から４百万円増加して８百万円となりま

した。 

 流動資産の増加の主な要因は、現金及び預金が1,136百万円増加したものの受取手形及び売掛金が469百万円減少

したことによるものであります。 

 固定資産の増加の主な要因は、無形固定資産が387百万円増加したことによるものであります。 

 負債につきましては、前連結会計年度末から902百万円増加して 百万円となりました。流動負債は、前連

結会計年度末から624百万円増加して 百万円、固定負債は、前連結会計年度末から277百万円増加して 百

万円となりました。 

 流動負債の増加の主な要因は、支払手形及び買掛金が233百万円、短期借入金が158百万円増加したことによるも

のであります。 

 固定負債の増加の主な要因は、社債が255百万円増加したことによるものであります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 連結業績予想につきましては、平成24年５月11日の「平成24年９月期 第２四半期決算短信」で公表しました通

期の連結業績予想から変更はありません。 

 なお、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。  

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

12,957 97

11 21

13,508

8,067

5,433

10,029

7,067 2,961
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（１）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示   

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第３四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に

取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 なお、この変更による影響は軽微であります。  

  

（２）追加情報   

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

  第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤

謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号  平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号  平成21年12月４日）を適用しております。 

  

（法人税率の変更等による影響） 

 「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」（平成23年法律

第114号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」

（平成23年法律第117号）が平成23年12月２日に公布され、平成24年４月１日以後に開始する連結会計年度から法

人税率の引下げ及び復興特別法人税の課税が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金

負債の計算に使用する法定実効税率は従来の40.7％から、平成24年10月１日に開始する連結会計年度から平成26年

10月１日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については38.0％に、平成27年10月１日に開始する

連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については35.6％となります。この税率変更により、繰延税金負債

の金額は51,713千円減少し、法人税等調整額は51,713千円増加しております。 

  

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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４．四半期連結財務諸表 
（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９月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,368,778 3,505,184

受取手形及び売掛金 3,308,886 2,839,709

商品及び製品 864,974 815,685

仕掛品 275,094 229,651

原材料及び貯蔵品 344,749 377,182

その他 511,507 308,766

貸倒引当金 △8,826 △9,028

流動資産合計 7,665,164 8,067,151

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 700,868 716,669

機械装置及び運搬具（純額） 157,302 136,647

土地 3,160,287 3,160,287

その他（純額） 76,325 178,948

有形固定資産合計 4,094,783 4,192,552

無形固定資産   

のれん 5,278 335,424

その他 62,676 119,888

無形固定資産合計 67,955 455,313

投資その他の資産   

投資有価証券 45,961 54,133

その他 722,795 752,779

貸倒引当金 △15,017 △21,051

投資その他の資産合計 753,739 785,861

固定資産合計 4,916,479 5,433,727

繰延資産 3,351 8,081

資産合計 12,584,995 13,508,959
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年９月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,692,646 3,926,253

短期借入金 1,771,603 1,930,447

1年内償還予定の社債 201,300 203,400

未払法人税等 113,221 67,834

賞与引当金 196,761 161,121

製品保証引当金 23,850 35,090

資産除去債務 5,880 －

その他 437,905 743,451

流動負債合計 6,443,168 7,067,598

固定負債   

社債 94,800 350,600

長期借入金 902,434 876,904

退職給付引当金 1,010,700 937,252

役員退職慰労引当金 98,983 101,363

資産除去債務 44,273 73,282

その他 533,078 622,506

固定負債合計 2,684,269 2,961,909

負債合計 9,127,438 10,029,507

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,387,182 1,387,182

資本剰余金 1,116,886 1,116,886

利益剰余金 962,608 983,715

自己株式 △59,894 △59,894

株主資本合計 3,406,783 3,427,890

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △3,243 △321

繰延ヘッジ損益 － △712

為替換算調整勘定 △1,956 △1,877

その他の包括利益累計額合計 △5,200 △2,911

少数株主持分 55,974 54,472

純資産合計 3,457,557 3,479,452

負債純資産合計 12,584,995 13,508,959

㈱ダルトン（7432）　平成24年９月期　第３四半期決算短信

- 5 -



（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22年10月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 11,778,545 12,957,592

売上原価 8,159,828 9,055,163

売上総利益 3,618,716 3,902,429

販売費及び一般管理費 3,341,050 3,804,886

営業利益 277,666 97,542

営業外収益   

受取利息 1,117 616

持分法による投資利益 489 －

保険事務手数料 3,692 3,499

助成金収入 2,493 300

為替差益 640 1,652

その他 4,698 11,596

営業外収益合計 13,133 17,665

営業外費用   

支払利息 63,990 50,434

手形売却損 19,929 17,794

持分法による投資損失 － 59

支払手数料 12,738 19,740

その他 16,724 15,457

営業外費用合計 113,382 103,487

経常利益 177,417 11,720

特別利益   

固定資産売却益 155 1,485

保険解約返戻金 24,983 55,640

受取補償金 － 49,821

その他 50 522

特別利益合計 25,188 107,469

特別損失   

固定資産除却損 754 －

投資有価証券評価損 38 －

特別退職金 － 36,347

保険解約損 1,256 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 45,472 －

特別損失合計 47,523 36,347

税金等調整前四半期純利益 155,082 82,842

法人税、住民税及び事業税 109,665 87,629

法人税等調整額 △967 △24,403

法人税等合計 108,698 63,226

少数株主損益調整前四半期純利益 46,384 19,615

少数株主利益又は少数株主損失（△） 6,282 △1,491

四半期純利益 40,101 21,107
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（四半期連結包括利益計算書） 
（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22年10月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 46,384 19,615

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △986 2,912

繰延ヘッジ損益 － △712

為替換算調整勘定 △88 78

その他の包括利益合計 △1,075 2,278

四半期包括利益 45,308 21,894

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 39,002 23,396

少数株主に係る四半期包括利益 6,306 △1,501
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 該当事項はありません。 

   

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自 平成22年10月１日 至 平成23年６月30日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

（単位：千円）

（注）１．セグメント利益の調整額 千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社

費用は、主に事業セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

   

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 

  

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自 平成23年10月１日 至 平成24年６月30日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

（単位：千円）

（注）１．セグメント利益の調整額 千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社

費用は、主に事業セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

   

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

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）セグメント情報等

  
報告セグメント 調整額 

（注）１ 

四半期連結損益
計算書計上額 

(注)２ 科学研究施設 粉体機械等 計 

売上高           

外部顧客への売上高  7,680,418  4,098,127  11,778,545  －  11,778,545

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －  －  －

計  7,680,418  4,098,127  11,778,545  －  11,778,545

セグメント利益  110,091  476,842  586,933  △309,267  277,666

△309,267

  
報告セグメント 調整額 

（注）１ 

四半期連結損益
計算書計上額 

(注)２ 科学研究施設 粉体機械等 計 

売上高           

外部顧客への売上高  8,923,166  4,034,426  12,957,592  －  12,957,592

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －  －  －

計  8,923,166  4,034,426  12,957,592  －  12,957,592

セグメント利益  109,427  362,214  471,641  △374,099  97,542

△374,099

（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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