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(百万円未満切捨て)

１．平成29年３月期第３四半期の連結業績（平成28年４月１日～平成28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
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

29年３月期第３四半期 7,010 △5.1 285 △25.6 291 △27.5 196 △22.6

28年３月期第３四半期 7,390 △1.3 384 △6.4 402 △6.4 253 19.8

(注) 包括利益 29年３月期第３四半期 284 百万円 ( 36.0％) 28年３月期第３四半期 209 百万円 (△54.2％)

　

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

29年３月期第３四半期 6.60 ―

28年３月期第３四半期 8.52 ―
　

（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 ％

29年３月期第３四半期 16,351 6,771 41.4

28年３月期 15,765 6,605 41.9

(参考) 自己資本 29年３月期第３四半期 6,771 百万円 28年３月期 6,605 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

28年３月期 ― 0.00 ― 4.00 4.00

29年３月期 ― 0.00 ―

29年３月期(予想) 4.00 4.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

　

３．平成29年３月期の連結業績予想（平成28年４月１日～平成29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
親会社株主に帰属
する当期純利益

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 10,000 1.1 600 4.7 600 4.8 400 △23.4 13.45

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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※ 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

（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 ： 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 ： 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) 29年３月期３Ｑ 29,929,996株 28年３月期 29,929,996株

② 期末自己株式数 29年３月期３Ｑ 196,703株 28年３月期 195,617株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年３月期３Ｑ 29,733,557株 28年３月期３Ｑ 29,736,352株

　

※ 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、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。
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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

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、為替の変動などの影響を受けつつも底堅く推移しております

が、中国をはじめとする新興国経済の成長鈍化や、米国の通商政策の動向、英国のＥＵ離脱問題等による海外経済

の不確実性の高まりにより先行き不透明な状況が続いております。

こうした中、当社グループにおきましては、得意分野の金型加工用工具のほかにも航空機産業向けや穴あけ工具

の新製品を発売、国内最大規模の日本国際工作機械見本市をはじめ、国内外の展示会に出展するなど積極的な商品

PRや販売促進活動を行い、販売の拡大を図りました。

連結売上高は、前年同期比5.1％減の7,010百万円となりました。このうち国内販売は前年同期比1.8％減の4,081

百万円となり、輸出は同9.5％減の2,929百万円となりました。輸出の地域別では、北米向けが前年同期比14.8％減

の646百万円、欧州向けが同3.0％減の765百万円、アジア向けが同7.9％減の1,473百万円、その他地域向けが同50.5

％減の43百万円となり、この結果、連結売上高に占める輸出の割合は、前年同期に比べ2.0ポイント減少し41.8％と

なりました。

製品別では、焼肌チップが前年同期比0.7％増の971百万円、切削工具が同5.4％減の4,981百万円、耐摩耗工具が

同10.0％減の1,026百万円となりました。

収益面では、売上高が減少したことから、連結営業利益は前年同期比25.6％減の285百万円となり、経常利益は同

27.5％減の291百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益は同22.6％減の196百万円となりました。

（２）財政状態に関する説明

(資産)

資産は前連結会計年度末に比べ585百万円増加し16,351百万円となりました。このうち流動資産は302百万円の増

加、固定資産は283百万円の増加となりました。　

流動資産の変動の主な要因は、現金及び預金が433百万円増加し、仕掛品が117百万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202百万円増加しました。変動の主な要因は、減価償却費の計上による減少622

百万円、設備投資の実施による増加825百万円であります。投資その他の資産は76百万円増加しました。変動の主な

要因は、投資有価証券の評価額が株価の上昇を受け104百万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419百万円増加し、9,580百万円となりました。このうち流動負債は28百万円の減

少、固定負債は448百万円の増加となりました。

流動負債の変動の主な要因は、短期借入金が167百万円増加し、賞与引当金が141百万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507百万円増加し、退職給付に係る負債が75百万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165百万円増加し、6,771百万円となりました。このうち株主資本は、配当の実

施や、親会社株主に帰属する四半期純利益が196百万円であったこと等により77百万円増加し、6,351百万円となり

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88百万円増加し、419百万円となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

現時点では平成28年５月11日に公表しました業績予想に変更はございません。
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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

該当事項はありません。

（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。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(会計方針の変更)

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応

報告第32号 平成28年６月17日）を第１四半期連結会計期間に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附属

設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

　この結果、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に及ぼす影響は軽微

であります。
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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)

前連結会計年度
(平成28年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成28年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,150,002 1,583,984

受取手形及び売掛金 2,273,796 2,203,954

商品及び製品 2,629,367 2,725,297

仕掛品 1,206,336 1,088,577

原材料及び貯蔵品 906,271 899,367

繰延税金資産 192,505 198,021

その他 161,481 122,292

貸倒引当金 △10,039 △9,766

流動資産合計 8,509,722 8,811,729

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 879,395 875,658

機械装置及び運搬具（純額） 3,257,274 3,381,937

土地 974,710 1,032,379

リース資産（純額） 13,600 6,400

その他（純額） 209,634 240,655

有形固定資産合計 5,334,615 5,537,031

無形固定資産 67,148 71,803

投資その他の資産

投資有価証券 1,278,872 1,383,232

関係会社出資金 226,571 181,765

差入保証金 59,529 58,944

保険積立金 310,463 320,563

その他 8,818 15,870

貸倒引当金 △29,788 △29,761

投資その他の資産合計 1,854,466 1,930,615

固定資産合計 7,256,231 7,539,450

資産合計 15,765,953 16,351,180
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成28年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成28年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 562,664 542,175

電子記録債務 666,597 677,334

短期借入金 2,055,029 2,222,511

未払法人税等 88,329 87,305

賞与引当金 220,825 78,961

未払費用 62,933 102,798

その他 699,556 616,288

流動負債合計 4,355,934 4,327,374

固定負債

長期借入金 2,895,094 3,402,616

リース債務 5,225 -

資産除去債務 17,560 17,560

長期未払金 374,660 374,149

退職給付に係る負債 1,441,821 1,366,701

繰延税金負債 69,820 91,697

固定負債合計 4,804,182 5,252,724

負債合計 9,160,116 9,580,098

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 1,703,329

利益剰余金 1,515,405 1,592,757

自己株式 △44,006 △44,091

株主資本合計 6,273,989 6,351,190

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 383,175 462,378

為替換算調整勘定 90,941 69,596

退職給付に係る調整累計額 △142,269 △112,083

その他の包括利益累計額合計 331,847 419,891

純資産合計 6,605,837 6,771,081

負債純資産合計 15,765,953 16,351,180

決算短信（宝印刷） 2017年01月25日 16時21分 7ページ（Tess 1.50(64) 20160317_01）



ダイジェット工業株式会社(6138) 平成29年３月期 第３四半期決算短信

― 6 ―

（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27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

売上高 7,390,203 7,010,160

売上原価 5,020,872 4,758,040

売上総利益 2,369,331 2,252,120

販売費及び一般管理費 1,984,833 1,966,180

営業利益 384,497 285,939

営業外収益

受取利息 28 32

受取配当金 31,074 27,570

助成金収入 6,849 7,020

その他 36,219 27,743

営業外収益合計 74,171 62,366

営業外費用

支払利息 38,000 35,876

為替差損 6,560 8,704

支払手数料 - 4,500

持分法による投資損失 11,567 5,964

その他 179 1,517

営業外費用合計 56,307 56,563

経常利益 402,361 291,743

特別利益

固定資産売却益 106 992

特別利益合計 106 992

特別損失

固定資産除却損 266 742

特別損失合計 266 742

税金等調整前四半期純利益 402,200 291,992

法人税、住民税及び事業税 155,038 129,349

法人税等還付税額 - △28,978

法人税等調整額 △6,277 △4,668

法人税等合計 148,760 95,703

四半期純利益 253,440 196,289

非支配株主に帰属する四半期純利益 - -

親会社株主に帰属する四半期純利益 253,440 196,289
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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27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

四半期純利益 253,440 196,289

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △57,736 79,202

為替換算調整勘定 1,876 17,496

退職給付に係る調整額 16,438 30,186

持分法適用会社に対する持分相当額 △4,997 △38,841

その他の包括利益合計 △44,418 88,043

四半期包括利益 209,021 284,332

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 209,021 284,332

非支配株主に係る四半期包括利益 - -
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（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）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。

（セグメント情報等）

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。
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４．補足情報

（１）生産、受注及び販売の状況

　 ① 生産実績

製品区分

前第３四半期連結累計期間
自 平成27年４月１日
至 平成27年12月31日

当第３四半期連結累計期間
自 平成28年４月１日
至 平成28年12月31日

比較増減

金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 増減率(％)

焼肌チップ 1,029,711 13.4 1,028,274 14.7 △1,437 △0.1

切削工具 5,572,333 72.8 5,003,318 71.4 △569,015 △10.2

耐摩耗工具 1,053,529 13.8 967,711 13.8 △85,818 △8.1

その他 3,746 0.0 7,410 0.1 3,664 97.8

合計 7,659,319 100.0 7,006,713 100.0 △652,606 △8.5

　 (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

製品区分

前第３四半期連結累計期間
自 平成27年４月１日
至 平成27年12月31日

当第３四半期連結累計期間
自 平成28年４月１日
至 平成28年12月31日

比較増減

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 975,980 77,110 928,220 58,436 △47,760 △18,674

切削工具 5,095,529 439,997 4,970,445 423,824 △125,084 △16,173

耐摩耗工具 1,202,443 217,026 1,044,634 222,548 △157,809 5,522

その他 17,977 5,448 31,638 3,514 13,661 △1,934

合計 7,291,929 739,581 6,974,937 708,322 △316,992 △31,259

　 (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

製品区分

前第３四半期連結累計期間
自 平成27年４月１日
至 平成27年12月31日

当第３四半期連結累計期間
自 平成28年４月１日
至 平成28年12月31日

比較増減

金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 増減率(％)

焼肌チップ 964,255 13.0 971,121 13.9 6,866 0.7

切削工具 5,267,631 71.3 4,981,656 71.1 △285,975 △5.4

耐摩耗工具 1,139,706 15.4 1,026,140 14.6 △113,566 △10.0

その他 18,611 0.3 31,243 0.4 12,632 67.9

合計 7,390,203 100.0 7,010,160 100.0 △380,043 △5.1

　 (注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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