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１．平成26年３月期第２四半期の連結業績（平成25年４月１日～平成25年９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 ％

26年３月期第２四半期 4,313 △3.8 60 △76.1 71 △65.0 44 △66.2

25年３月期第２四半期 4,484 2.4 251 △13.3 203 △15.4 132 △40.0

(注) 包括利益 26年３月期第２四半期 139百万円( ―％) 25年３月期第２四半期 △6百万円( ―％)

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

26年３月期第２四半期 150 ―

25年３月期第２四半期 443 ―

（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２四半期 14,090 5,995 42.6

25年３月期 14,006 5,945 42.5

(参考) 自己資本 26年３月期第２四半期 5,995百万円 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 ― 000 ― 300 300

26年３月期 ― 000

26年３月期(予想) ― 300 300

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、通期は対前期、四半期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

通期 8,850 1.2 310 25.8 300△14.9 230△12.7 771

http://www.dijet.co.jp


（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、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

（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２Ｑ 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２Ｑ 93,343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２Ｑ 29,837,196株 25年３月期２Ｑ 29,840,169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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、円安効果により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、欧州債務問題や、中国経済の成長鈍化等、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、円安効果もあって輸出は微増となりましたが、国内向け販売が減少

し、当第２四半期連結累計期間の売上高は前年同四半期比3.8％減の4,313百万円となりました。
国内向けは前年同四半期比7.2％減の2,582百万円、輸出は同1.7％増の1,731百万円で、地域別では、

北米向けが同15.5％増の399百万円、西欧向けが同29.9％増の258百万円、アジア向けが同11.9％減の
914百万円、その他地域向けが同33.8％増の158百万円となり、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2.1ポイント増加し40.1％となりました。
製品別では、焼肌チップが前年同四半期比8.3％減の745百万円、切削工具が同0.7％増の2,925百万

円、耐摩耗工具が同16.4％減の637百万円となりました。
収益面は、受注の減少により生産性が低くなったことで、前年同四半期比で収益性は低下しており、

当第２四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76.1％減の60百万円、経常利益が
同65.0％減の71百万円、四半期純利益が同66.2％減の44百万円となりました。

(資産)
資産は前連結会計年度末に比べ84百万円増加し14,090百万円となりました。このうち流動資産は157

百万円の減少、固定資産は242万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25百万円増加したことに対し、受取手形及び売掛金が

206百万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105百万円増加しました。変動の主な要因は、減価償却費の計上に

よる減少268百万円、設備投資の実施による増加379百万円であります。投資その他の資産は140百万円
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137百万円増加したこと
であります。
(負債)
負債は前連結会計年度末に比べ34百万円増加し、8,094百万円となりました。このうち流動負債は268

百万円の減少、固定負債は302百万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146百万円、短期借入金が71百万円減少したこと

であります。
固定負債の変動の主な要因は、長期借入金が331百万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50百万円増加し5,995百万円となりました。株主資本は、配当の実

施や四半期純利益が44百万円であったこと等により5,664百万円となりました。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95百万円増加し331百万円となりました。
(キャッシュ・フローの状況)
営業活動により獲得した資金は268百万円でありました。資金流入の主な要因は、税金等調整前四半

期純利益67百万円、減価償却費273百万円、売上債権の減少212百万円であり、資金流出の主な要因は、
仕入債務の減少149百万円、法人税等の支払額59百万円であります。
投資活動により流出した資金は390百万円でありました。主な要因は、設備投資382百万円でありま

す。
財務活動により獲得した資金は146百万円でありました。主な要因は借入金の返済による支出1,140百

万円に対し、借入による収入が1,400百万円であったことであります。
以上の結果、現金及び現金同等物の当四半期連結累計期間末残高は前連結会計年度末と比べ、25百万

円増加し1,640百万円となりました。

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。

税金費用については、当第２四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。

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

（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

該当事項はありません。
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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２四半期連結会計期間
(平成25年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,614,525 1,640,483

受取手形及び売掛金 2,340,614 2,133,655

商品及び製品 1,895,396 1,919,540

仕掛品 869,563 935,203

原材料及び貯蔵品 1,009,828 919,520

未収入金 16,890 11,158

繰延税金資産 248,666 253,786

その他 91,964 116,094

貸倒引当金 △11,610 △11,093

流動資産合計 8,075,839 7,918,349

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,004,112 991,838

機械装置及び運搬具（純額） 1,736,820 1,803,416

土地 1,060,610 1,060,610

リース資産（純額） 273,531 250,779

その他（純額） 64,104 138,426

有形固定資産合計 4,139,178 4,245,071

無形固定資産 56,087 51,428

投資その他の資産

投資有価証券 1,102,295 1,239,612

長期貸付金 572 365

長期預金 300,000 300,000

差入保証金 69,078 68,695

保険積立金 272,194 279,158

その他 18,577 15,734

貸倒引当金 △27,722 △27,716

投資その他の資産合計 1,734,996 1,875,849

固定資産合計 5,930,262 6,172,349

資産合計 14,006,101 14,090,698
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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２四半期連結会計期間
(平成25年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,190,400 1,043,831

短期借入金 1,686,982 1,615,084

未払法人税等 54,239 29,920

賞与引当金 183,134 187,205

未払費用 82,214 58,097

その他 393,582 388,064

流動負債合計 3,590,552 3,322,202

固定負債

長期借入金 2,435,583 2,767,195

リース債務 235,550 210,177

資産除去債務 18,360 18,360

長期未払金 386,474 357,185

退職給付引当金 1,258,831 1,236,432

繰延税金負債 135,013 183,208

固定負債合計 4,469,814 4,772,558

負債合計 8,060,367 8,094,761

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 928,827 884,003

自己株式 △21,539 △21,728

株主資本合計 5,709,878 5,664,866

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 242,574 329,555

為替換算調整勘定 △6,718 1,515

その他の包括利益累計額合計 235,855 331,071

純資産合計 5,945,734 5,995,937

負債純資産合計 14,006,101 14,090,698
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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24年４月１日
至 平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日)

売上高 4,484,252 4,313,628

売上原価 3,116,433 3,048,932

売上総利益 1,367,818 1,264,696

販売費及び一般管理費 1,115,972 1,204,545

営業利益 251,846 60,151

営業外収益

受取利息 490 21

受取配当金 12,900 13,949

助成金収入 72 72

為替差益 － 21,533

その他 11,212 9,224

営業外収益合計 24,675 44,801

営業外費用

支払利息 35,235 32,297

為替差損 27,370 －

その他 10,830 1,571

営業外費用合計 73,436 33,869

経常利益 203,085 71,083

特別利益

固定資産売却益 818 119

特別利益合計 818 119

特別損失

固定資産除却損 35 3,684

投資有価証券評価損 6,493 －

特別損失合計 6,528 3,684

税金等調整前四半期純利益 197,374 67,518

法人税、住民税及び事業税 41,333 35,377

法人税等調整額 23,885 △12,549

法人税等合計 65,218 22,828

少数株主損益調整前四半期純利益 132,155 44,689

四半期純利益 132,155 44,689
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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24年４月１日
至 平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 132,155 44,689

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △122,628 86,981

為替換算調整勘定 △16,065 8,233

その他の包括利益合計 △138,694 95,215

四半期包括利益 △6,538 139,905

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △6,538 139,905

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 197,374 67,518

減価償却費 269,699 273,686

投資有価証券評価損益（△は益） 6,493 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,903 △523

受取利息及び受取配当金 △13,390 △13,970

支払利息 35,235 32,297

為替差損益（△は益） 308 23

固定資産売却損益（△は益） △818 △119

固定資産除却損 35 3,684

売上債権の増減額（△は増加） 136,278 212,939

たな卸資産の増減額（△は増加） △268,899 11,428

仕入債務の増減額（△は減少） △86,826 △149,028

その他 △19,766 △90,495

小計 259,627 347,440

利息及び配当金の受取額 12,112 12,683

利息の支払額 △36,172 △32,611

法人税等の還付額 3,325 －

法人税等の支払額 △56,082 △59,408

営業活動によるキャッシュ・フロー 182,810 268,103

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △321,862 △382,055

有形固定資産の売却による収入 850 600

無形固定資産の取得による支出 △18,850 △260

投資有価証券の取得による支出 △926 △2,167

貸付金の回収による収入 381 191

その他 △6,464 △6,761

投資活動によるキャッシュ・フロー △346,870 △390,453

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 1,000,000 300,000

短期借入金の返済による支出 △1,200,000 △400,000

長期借入れによる収入 1,250,000 1,100,000

長期借入金の返済による支出 △716,556 △740,286

自己株式の取得による支出 △237 △188

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △17,539 △24,671

配当金の支払額 △88,484 △88,563

財務活動によるキャッシュ・フロー 227,181 146,290

現金及び現金同等物に係る換算差額 △945 2,016

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 62,175 25,957

現金及び現金同等物の期首残高 1,320,526 1,614,525

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,382,701 1,640,483

ダイジェット工業㈱(6138)平成26年３月期　第２四半期決算短信

- 8 -



当第２四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25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25年４月１日 至 平成25年９月30日）

該当事項はありません。

前第２四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年９月30日）及び当第２四半期連結累

計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年９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。

（４）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）
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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２四半期連結累計期間
自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日

当第２四半期連結累計期間
自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30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 841,249 18.0 759,955 18.2 1,552,306 17.6

切削工具 3,103,401 66.5 2,804,126 67.1 5,872,911 66.5

耐摩耗工具 725,033 15.5 616,336 14.7 1,399,808 15.9

その他 371 0.0 685 0.0 1,314 0.0

合計 4,670,054 100.0 4,181,102 100.0 8,826,339 100.0

製品区分

前第２四半期連結累計期間
自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日

当第２四半期連結累計期間
自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30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 820,988 70,458 743,947 68,4781,522,85370,296

切削工具 2,802,514502,5033,009,339505,9595,578,294421,812

耐摩耗工具 742,436 179,742639,701 127,6351,370,862124,857

その他 4,244 3,380 7,454 4,924 21,712 2,726

合計 4,370,182756,0834,400,441706,9968,493,721619,691

製品区分

前第２四半期連結累計期間
自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日

当第２四半期連結累計期間
自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30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 813,330 18.1 745,765 17.3 1,515,357 17.3

切削工具 2,904,223 64.8 2,925,192 67.8 5,760,694 65.9

耐摩耗工具 762,350 17.0 637,390 14.8 1,445,661 16.5

その他 4,349 0.1 5,281 0.1 22,471 0.3

合計 4,484,252100.0 4,313,628100.0 8,744,183100.0
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