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１．平成26年３月期第３四半期の連結業績（平成25年４月１日～平成25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 ％

26年３月期第３四半期 6,603 0.0 122 △35.5 167 △38.2 123 △32.7

25年３月期第３四半期 6,603 △1.6 190 △58.6 271 △32.7 184 △52.1

(注)包括利益 26年３月期第３四半期 324百万円(125.4％) 25年３月期第３四半期 143百万円(△13.9％)

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

26年３月期第３四半期 4 15 ―    

25年３月期第３四半期 6 17 ―    

（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 ％

26年３月期第３四半期 14,409 6,180 42.9

25年３月期 14,006 5,945 42.5

(参考)自己資本 26年３月期第３四半期 6,180百万円 25年３月期 5,945百万円

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

25年３月期 ―    0 00 ―    3 00 3 00

26年３月期 ―    0 00 ―    

26年３月期(予想) 3 00 3 00

３．平成26年３月期の連結業績予想（平成25年４月１日～平成26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 8,850 1.2 310 25.8 300△14.9 230△12.7 7 71
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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。

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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありま

せん。また、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

（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 (社名) ― 、除外 ―社 (社名) ―

（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

（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。

（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) 26年３月期３Ｑ 29,929,996株 25年３月期 29,929,996株

② 期末自己株式数 26年３月期３Ｑ 94,368株 25年３月期 92,129株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期３Ｑ 29,836,840株 25年３月期３Ｑ 29,839,612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、円安基調が継続し輸出環境が改善するなど緩やか

な回復基調にありましたが、輸入原材料価格の上昇や、新興国経済の減速懸念等、経済情勢を悪化させ

る要因が潜在しており、引き続き先行き不透明な状況となっております。

当社グループにおきましては、円安効果により輸出は増加いたしましたが、国内向け販売が減少し、

当第３四半期連結累計期間の売上高は前年同四半期とほぼ同額の6,603百万円となりました。

国内向けは前年同四半期比5.3％減の3,925百万円、輸出は同8.9％増の2,678百万円で、地域別では、

北米向けが同17.1％増の612百万円、西欧向けが同41.9％増の400百万円、アジア向けが同5.2％減の

1,400百万円、その他地域向けが同50.7％増の264百万円となり、この結果、連結売上高に占める輸出の

割合は、前年同四半期に比べ3.4ポイント増加し40.6％となりました。

製品別では、焼肌チップが前年同四半期比3.7％減の1,128百万円、切削工具が同5.0％増の4,508百万

円、耐摩耗工具が同15.1％減の956百万円となりました。

収益面は、国内需要の減退による生産効率悪化が収益性の低下を来しており、当第３四半期連結累計

期間の経営成績は、営業利益が前年同四半期比35.5％減の122百万円、経常利益が同38.2％減の167百万

円、四半期純利益が同32.7％減の123百万円となりました。

(資産)

資産は前連結会計年度末に比べ403百万円増加し14,409百万円となりました。このうち流動資産は236

百万円の減少、固定資産は640万円の増加であります。

流動資産の変動の主な要因は、現金及び預金が179百万円、受取手形及び売掛金が79百万円減少した

ことであります。

固定資産のうち、有形固定資産は158百万円増加しました。変動の主な要因は、減価償却費の計上に

よる減少416百万円、設備投資の実施による増加581百万円であります。投資その他の資産は484百万円

増加しました。変動の主な要因は、合弁会社へ218百万円の出資を実行したこと及び投資有価証券の評

価額が株価の上昇を受け254百万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169百万円増加し、8,229百万円となりました。このうち流動負債は47

百万円の減少、固定負債は216百万円の増加でありました。

流動負債の変動の主な要因は支払手形及び買掛金が142百万円増加したこと、短期借入金が125百万

円、賞与引当金が100百万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、長期借入金が225百万円増加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234百万円増加し6,180百万円となりました。株主資本は、配当の実

施や四半期純利益が123百万円であったこと等により5,743百万円となりました。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200百万円増加し436百万円となりました。

現時点では平成25年10月29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）経営成績に関する説明

（２）財政状態に関する説明

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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該当事項はありません。

（税金費用の計算）

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(注記事項)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25年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,614,525 1,434,644

受取手形及び売掛金 2,340,614 2,260,834

商品及び製品 1,895,396 1,907,433

仕掛品 869,563 996,137

原材料及び貯蔵品 1,009,828 910,869

未収入金 16,890 6,017

繰延税金資産 248,666 257,611

その他 91,964 77,354

貸倒引当金 △11,610 △11,656

流動資産合計 8,075,839 7,839,246

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,004,112 972,923

機械装置及び運搬具（純額） 1,736,820 1,796,701

土地 1,060,610 1,060,610

リース資産（純額） 273,531 239,404

その他（純額） 64,104 228,452

有形固定資産合計 4,139,178 4,298,091

無形固定資産 56,087 52,762

投資その他の資産

投資有価証券 1,102,295 1,356,403

関係会社出資金 － 218,796

長期貸付金 572 280

長期預金 300,000 300,000

差入保証金 69,078 69,015

保険積立金 272,194 282,640

その他 18,577 20,048

貸倒引当金 △27,722 △27,704

投資その他の資産合計 1,734,996 2,219,480

固定資産合計 5,930,262 6,570,334

資産合計 14,006,101 14,409,580
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,190,400 1,332,948

短期借入金 1,686,982 1,561,561

未払法人税等 54,239 24,653

賞与引当金 183,134 82,328

未払費用 82,214 101,292

その他 393,582 440,589

流動負債合計 3,590,552 3,543,374

固定負債

長期借入金 2,435,583 2,660,591

リース債務 235,550 197,356

資産除去債務 18,360 18,360

長期未払金 386,474 357,175

退職給付引当金 1,258,831 1,228,046

繰延税金負債 135,013 224,566

固定負債合計 4,469,814 4,686,095

負債合計 8,060,367 8,229,469

純資産の部

株主資本

資本金 3,099,194 3,099,194

資本剰余金 1,703,396 1,703,396

利益剰余金 928,827 963,271

自己株式 △21,539 △21,888

株主資本合計 5,709,878 5,743,973

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 242,574 404,141

為替換算調整勘定 △6,718 31,996

その他の包括利益累計額合計 235,855 436,138

純資産合計 5,945,734 6,180,111

負債純資産合計 14,006,101 14,409,580
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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24年４月１日
至 平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日)

売上高 6,603,633 6,603,921

売上原価 4,701,540 4,686,948

売上総利益 1,902,093 1,916,973

販売費及び一般管理費 1,711,929 1,794,342

営業利益 190,163 122,630

営業外収益

受取利息 804 29

受取配当金 23,034 23,534

助成金収入 9,333 8,901

補助金収入 88,833 －

為替差益 733 47,724

その他 21,883 14,899

営業外収益合計 144,622 95,089

営業外費用

支払利息 52,411 47,939

その他 10,985 1,911

営業外費用合計 63,396 49,850

経常利益 271,389 167,868

特別利益

固定資産売却益 818 1,129

特別利益合計 818 1,129

特別損失

固定資産除却損 35 4,174

投資有価証券評価損 6,146 －

特別損失合計 6,181 4,174

税金等調整前四半期純利益 266,026 164,823

法人税、住民税及び事業税 58,013 55,573

法人税等調整額 23,885 △14,707

法人税等合計 81,899 40,866

少数株主損益調整前四半期純利益 184,127 123,957

四半期純利益 184,127 123,957
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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24年４月１日
至 平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 184,127 123,957

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △57,582 161,567

為替換算調整勘定 17,322 38,715

その他の包括利益合計 △40,259 200,282

四半期包括利益 143,867 324,239

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 143,867 324,239

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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当第３四半期連結累計期間（自平成25年４月１日至平成25年12月31日）

該当事項はありません。

当第３四半期連結累計期間（自平成25年４月１日至平成25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24年４月１日至平成24年12月31日）及び当第３四半期連結累

計期間（自平成25年４月１日至平成25年12月31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。

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）

ダイジェット工業㈱(6138)平成26年３月期　第３四半期決算短信

- 8 -



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

製品区分

前第３四半期連結累計期間
自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日

当第３四半期連結累計期間
自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日

前連結会計年度
自 平成24年４月１日
至 平成25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 1,202,141 17.4 1,139,247 18.0 1,552,306 17.6

切削工具 4,626,998 66.8 4,260,103 67.4 5,872,911 66.5

耐摩耗工具 1,091,911 15.8 925,384 14.6 1,399,808 15.9

その他 541 - 1,527 - 1,314 0.0

合計 6,921,591 100.0 6,326,261 100.0 8,826,339 100.0

製品区分

前第３四半期連結累計期間
自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日

当第３四半期連結累計期間
自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日

前連結会計年度
自 平成24年４月１日
至 平成25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 1,159,941 50,338 1,158,290 99,591 1,522,853 70,296

切削工具 4,085,205 395,951 4,674,545 587,549 5,578,294 421,812

耐摩耗工具 1,068,428 141,521 982,548 151,191 1,370,862 124,857

その他 9,412 1,696 9,735 3,049 21,712 2,726

合計 6,322,986 589,506 6,825,118 841,380 8,493,721 619,691

製品区分

前第３四半期連結累計期間
自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日

当第３四半期連結累計期間
自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日

前連結会計年度
自 平成24年４月１日
至 平成25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 1,172,403 17.7 1,128,995 17.1 1,515,357 17.3

切削工具 4,293,466 65.0 4,508,808 68.3 5,760,694 65.9

耐摩耗工具 1,126,563 17.1 956,681 14.5 1,445,661 16.5

その他 11,201 0.2 9,437 0.1 22,471 0.3

合計 6,603,633 100.0 6,603,921 100.0 8,744,183 100.0
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