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

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年9月期 17,293 7.8 416 △3.6 309 1.3 269 △36.9
23年9月期 16,037 3.5 432 2.9 305 8.3 427 105.1

（注）包括利益 24年9月期 277百万円 （△36.1％） 23年9月期 433百万円 （108.7％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利益

率 総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

24年9月期 19.27 ― 7.6 2.4 2.4
23年9月期 35.04 ― 14.6 2.6 2.7

（参考） 持分法投資損益 24年9月期  0百万円 23年9月期  0百万円

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 13,457 3,734 27.3 262.61
23年9月期 12,584 3,457 27.0 242.99

（参考） 自己資本   24年9月期  3,676百万円 23年9月期  3,401百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

24年9月期 424 △500 721 2,045
23年9月期 799 77 △334 1,399

2.  配当の状況 

 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

23年9月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 0 ― ―
24年9月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 0 ― ―
25年9月期(予想) ― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

3. 平成25年 9月期の連結業績予想（平成24年10月 1日～平成25年 9月30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

第2四半期(累計) 9,747 △3.4 408 △17.6 355 △17.8 280 △35.0 20.00
通期 18,288 5.8 601 44.3 509 64.7 400 48.3 28.57



※  注記事項 
(1) 期中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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注） 「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第14条の７（会計方針の変更を会計上の見積の変更と区別することが困難な場合）に該当 
   するものであります。詳細は、添付資料14ページ「３．連結財務諸表 （６） 会計方針の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 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 198,925 株 23年9月期 198,625 株
③ 期中平均株式数 24年9月期 13,998,738 株 23年9月期 12,199,232 株

（参考）個別業績の概要 

平成24年9月期の個別業績（平成23年10月1日～平成24年9月30日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年9月期 15,337 8.0 168 △16.0 89 △3.9 35 △88.0
23年9月期 14,196 0.9 200 △31.5 93 △45.7 296 89.9

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

24年9月期 2.53 ―
23年9月期 24.26 ―

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 10,760 3,023 28.1 215.99
23年9月期 10,065 2,984 29.7 213.18

（参考） 自己資本 24年9月期  3,023百万円 23年9月期  2,984百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
  この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続きの対象外であり、この決算短信の開示時点において、連結財務諸表に対する監査手続きは終了して
おりません。 

※ 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）経営成績に関する分析 

 当連結会計年度における我が国経済は、長引く円高や欧州景気の停滞に加え中国経済の減速などを背景として、

先行き不透明な状況が続いております。 

  当社グループを取り巻く環境におきましては、民間設備投資が緩やかな回復基調の中、震災復興需要に伴う公共

投資の動きは堅調に推移しているものの依然として低位であることから、価格競争の激化などにより受注環境は引

き続き厳しい状況となりました。 

 このような厳しい事業環境の中、当社グループは受注目標の達成を目指して、顧客ニーズに応えながら戦略的な

提案営業を図り、採算性を重視したコスト削減についても積極的に取り組んでまいりました。 

 以上の結果、当社グループの売上高は 百万円（前年同期比7.8％増）、営業利益は 百万円（前年同期比

3.6％減）、経常利益は 百万円（前年同期比1.3％増）、当期純利益は 百万円（前年同期比36.9％減）となり

ました。  

 セグメントの業績は次のとおりです。  

  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大学や官公庁からの

受注が低調であることから厳しい受注競争が継続しておりましたが、株式会社イトーキからの研究施設機器事

業の統合や戦略的な提案営業の効果により、売上高は11,963百万円（前年同期比13.5％増）となりました。 

営業利益につきましては採算性を重視したコスト削減効果により313百万円（前年同期比62.8％増）となり

ました。 

 ② 粉体機械等 

粉体機械等におきましては、民間設備投資が緩やかな回復基調ではありますが、厳しい受注競争が継続して

いる中で医薬品業界向け機械装置などが健闘しましたが、売上高は5,329百万円（前年同期比3.0％減）、営業

利益は598百万円（前年同期比6.8％減）となりました。 

  

(2）財政状態に関する分析 

 当連結会計年度末の資産につきましては、前連結会計年度末から 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 百万円増加し 百万円、固定資産は前連結会計年度末から 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７百万円となりました。 

 流動資産の増加の主な要因は、現金及び預金が 百万円増加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、リース資産が 百万円、のれんが 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 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 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 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、短期借入金が 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 百万円、長期借入金が247百万円増加したことによるものであります。

 純資産につきましては、前連結会計年度末から276百万円増加し、3,734百万円となりました。純資産の増加の主

な要因は、当期純利益の計上による利益剰余金が269百万円増加したことによるものであります。 

  

１．経営成績・財政状態に関する分析

17,293 416

309 269

872 13,457

243 7,908 624

5,541

541

128 320

595 9,722

132 6,575 463 3,147

432

211
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キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ 百万円増加（前年同期は543百万円

の増加）となりました。各キャッシュ・フロ－の状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロ－） 

 営業活動によるキャッシュ・フローは 百万円の増加（前年同期は 百万円の資金増加）となりました。その

主な増加要因は、税金等調整前当期純利益 百万円、たな卸資産の減少379百万円、主な減少要因は、仕入債務の

減少469百万円によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロ－） 

 投資活動によるキャッシュ・フローは 百万円の減少（前年同期は 百万円の資金増加）となりました。その

主な要因は、事業譲受による支出398百万円、有形固定資産の取得による支出117百万円等によるものでありま

す。 

（財務活動によるキャッシュ・フロ－） 

 財務活動によるキャッシュ・フローは 百万円の増加（前年同期は334百万円の資金減少）となりました。その

主な要因は、借入金れによる収入679百万円（短期借入金及び長期借入金の合計の収支差額）によるものでありま

す。 

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

※いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数により算出しております。 

※有利子負債は、利子を支払っている負債を対象としております。 

※営業キャッシュ・フロー及び利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営業活動によるキャ

ッシュ・フロー」及び「利息の支払額」を用いております。 

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

  利益配分につきまして当社は、できる限り安定した配当を継続して実行すると共に、将来の事業展開と経営環境

の急激な変化に備えるなど、経営基盤の強化のために必要な内部留保を確保していくことを基本方針としておりま

す。 

 当期の剰余金の配当につきましては、利益を計上してはいるものの、厳しい経営環境のもと将来の積極的な事業

展開と急激な経営環境の変化に備える必要があることなどから、総合的に勘案して無配といたします。 

 次期の配当につきましては、復配を目指して努力いたす所存でございます。  

645

424 799

384

500 77

721

 (参考)キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  平成20年９月期 平成21年９月期 平成22年９月期 平成23年９月期 平成24年９月期

自己資本比率(％）  16.9  15.0  21.5  27.0  27.3

時価ベースの自己資本比率

(％) 
 7.4  5.8  8.5  13.7  10.3

キャッシュ・フロー対有利

子負債比率(年） 
 6.3  26.1 － 3.8 9.6

インタレスト・カバレッ

ジ・レシオ(倍) 
 5.9  1.7 － 9.8 6.6
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 当社グループ（当社及び当社の子会社、関係会社）は、当社（株式会社ダルトン）、親会社１社及び子会社５社並び

に関連会社１社により構成されており、科学研究施設・粉体機械等の製造販売を行っております。 

 その事業内容と当社及び関係会社の当該事業における位置づけは次のとおりであります。 

 ＜事業内容＞ 

(１) 科学研究施設の製造販売他  研究開発・医学・検査部門で使用される実験台・ドラフトチャンバーを中心とする設

備機器や公害防止、無塵無菌装置、快適な作業環境作りに貢献する環境関連機器、

小・中・高等学校、短期大学、高等専門学校、各種学校等の化学室、生物室、家庭科

室などの特別教室で使用される教卓、生徒用実験台、造作家具その他多品目にわたっ

ております。 

（製造・仕入） 

当社、㈱イトーキ、㈱ダルトン工芸センター、ＵＳＡ ＤＡＬＴＯＮ Corporation 

（販売・他）  

当社、㈱イトーキ、㈱ダルトンメンテナンス 

 (２) 粉体機械等の製造販売    民間企業の製造部門などで使用される造粒機、混合攪拌機（ミキサー）、振動ふるい

等であります。 

（製造・仕入） 

当社、不二パウダル㈱、㈱テクノパウダルトン、㈱昭和化学機械工作所、ＵＳＡ Ｄ

ＡＬＴＯＮ Corporation 

（販売・他） 

当社、㈱テクノパウダルトン、㈱昭和化学機械工作所 

 ＜事業の系統図＞ 

  

２．企業集団の状況
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  ＜関係会社の状況＞ 

（注）１．「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。 

２．有価証券報告書の提出会社であります。 

３．特定子会社に該当しております。 

  

名称 住所 資本金
(百万円) 主要な事業の内容

議決権の所
有又は被所
有割合(％) 

関係内容 

（親会社）           

㈱イトーキ 

(注)２ 
大阪市城東区  5,277

オフィス家具、設

備機器等の製造販

売 

被所有  

52.0
業務提携  

役員の派遣……有 

（連結子会社）           
㈱ダルトン工芸センター 

(注)３ 
静岡県藤枝市  50 科学研究施設 100.0

当社の商品を製造しております。 

役員の兼任等…有 

不二パウダル㈱ 

(注)３ 
大阪市城東区  15 粉体機械等 100.0

当社の商品を製造しております。 

役員の兼任等…有 

㈱テクノパウダルトン 福島県いわき市  80 粉体機械等 100.0 役員の兼任等…有 

㈱ダルトンメンテナンス 東京都中央区  10 科学研究施設 100.0
当社の商品の保守管理をしておりま

す。 

㈱昭和化学機械工作所 大阪市淀川区  30 粉体機械等 90.0
当社に商品を販売しております。 

役員の兼任等…有 

（持分法適用関連会社）           

USA DALTON Corporation 
Los Angeles, 

California U.S.A 
千US$ 15

科学研究施設、粉

体機械等 
33.3

当社に商品を販売しております。 

役員の兼任等…有 
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３．連結財務諸表 
（１）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) 

当連結会計年度 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,368,778 2,910,722

受取手形及び売掛金 3,308,886 3,533,049

商品及び製品 864,974 553,947

仕掛品 275,094 227,700

原材料及び貯蔵品 344,749 358,832

繰延税金資産 200,869 176,542

その他 310,637 158,710

貸倒引当金 △8,826 △10,761

流動資産合計 7,665,164 7,908,744

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,691,316 2,756,792

減価償却累計額 △1,990,448 △2,048,189

建物及び構築物（純額） 700,868 708,602

機械装置及び運搬具 1,048,806 1,043,811

減価償却累計額 △891,503 △908,578

機械装置及び運搬具（純額） 157,302 135,232

土地 3,160,287 3,160,287

リース資産 43,039 171,061

減価償却累計額 △4,181 △29,234

リース資産（純額） 38,857 141,827

建設仮勘定 － 44,000

その他 492,575 502,226

減価償却累計額 △455,107 △459,405

その他（純額） 37,467 42,820

有形固定資産合計 4,094,783 4,232,770

無形固定資産   

ソフトウエア 14,117 11,971

のれん 5,278 326,104

リース資産 34,767 91,049

その他 13,791 14,369

無形固定資産合計 67,955 443,495

投資その他の資産   

投資有価証券 45,961 52,932

繰延税金資産 74,767 63,000

その他 648,028 753,640

貸倒引当金 △15,017 △4,612

投資その他の資産合計 753,739 864,960

固定資産合計 4,916,479 5,541,226

繰延資産   

社債発行費 3,351 7,477

繰延資産合計 3,351 7,477

資産合計 12,584,995 13,457,448
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年９月30日) 

当連結会計年度 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,692,646 3,222,732

短期借入金 1,771,603 2,203,789

1年内償還予定の社債 201,300 148,400

リース債務 17,964 56,047

未払法人税等 113,221 95,688

賞与引当金 196,761 157,991

製品保証引当金 23,850 31,940

資産除去債務 5,880 －

その他 419,941 658,703

流動負債合計 6,443,168 6,575,292

固定負債   

社債 94,800 306,400

長期借入金 902,434 1,150,220

リース債務 66,817 197,035

繰延税金負債 460,460 425,802

退職給付引当金 1,010,700 925,240

役員退職慰労引当金 98,983 110,280

資産除去債務 44,273 32,226

その他 5,800 407

固定負債合計 2,684,269 3,147,613

負債合計 9,127,438 9,722,906

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 1,232,315

自己株式 △59,894 △59,928

株主資本合計 3,406,783 3,676,455

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 1,590

為替換算調整勘定 △1,956 △1,928

その他の包括利益累計額合計 △5,200 △337

少数株主持分 55,974 58,424

純資産合計 3,457,557 3,734,542

負債純資産合計 12,584,995 13,457,448
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
（連結損益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年10月１日 

 至 平成23年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年10月１日 

 至 平成24年９月30日) 

売上高 16,037,467 17,293,257

売上原価 11,128,201 11,875,813

売上総利益 4,909,266 5,417,444

販売費及び一般管理費 4,476,728 5,000,673

営業利益 432,538 416,771

営業外収益   

受取利息 1,501 916

持分法による投資利益 254 165

保険事務手数料 4,566 4,672

助成金収入 3,843 300

為替差益 2,527 1,442

その他 6,094 12,824

営業外収益合計 18,788 20,321

営業外費用   

支払利息 80,847 67,604

手形売却損 25,851 22,709

支払手数料 18,746 19,740

その他 20,738 17,795

営業外費用合計 146,185 127,850

経常利益 305,141 309,242

特別利益   

固定資産売却益 155 1,787

保険解約返戻金 27,355 55,640

受取補償金 － 57,034

その他 100 440

特別利益合計 27,611 114,902

特別損失   

固定資産除却損 1,019 －

投資有価証券評価損 8,753 3,765

保険解約損 1,234 －

特別退職金 － 36,347

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 56,481 40,112

税金等調整前当期純利益 276,271 384,032

法人税、住民税及び事業税 124,063 111,051

法人税等調整額 △280,040 819

法人税等合計 △155,977 111,871

少数株主損益調整前当期純利益 432,249 272,161

少数株主利益 4,676 2,454

当期純利益 427,572 269,706
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（連結包括利益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年10月１日 

 至 平成23年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年10月１日 

 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前当期純利益 432,249 272,161

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 1,729 4,830

為替換算調整勘定 △206 28

その他の包括利益合計 1,523 4,858

包括利益 433,772 277,019

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 429,095 274,569

少数株主に係る包括利益 4,676 2,449
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年10月１日 

 至 平成23年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年10月１日 

 至 平成24年９月30日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 1,122,582 1,387,182

当期変動額   

新株の発行 264,600 －

当期変動額合計 264,600 －

当期末残高 1,387,182 1,387,182

資本剰余金   

当期首残高 852,286 1,116,886

当期変動額   

新株の発行 264,600 －

当期変動額合計 264,600 －

当期末残高 1,116,886 1,116,886

利益剰余金   

当期首残高 535,035 962,608

当期変動額   

当期純利益 427,572 269,706

当期変動額合計 427,572 269,706

当期末残高 962,608 1,232,315

自己株式   

当期首残高 △59,826 △59,894

当期変動額   

自己株式の取得 △68 △34

当期変動額合計 △68 △34

当期末残高 △59,894 △59,928

株主資本合計   

当期首残高 2,450,078 3,406,783

当期変動額   

新株の発行 529,200 －

当期純利益 427,572 269,706

自己株式の取得 △68 △34

当期変動額合計 956,704 269,672

当期末残高 3,406,783 3,676,455
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年10月１日 

 至 平成23年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年10月１日 

 至 平成24年９月30日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 △4,973 △3,243

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,729 4,834

当期変動額合計 1,729 4,834

当期末残高 △3,243 1,590

為替換算調整勘定   

当期首残高 △1,750 △1,956

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △206 28

当期変動額合計 △206 28

当期末残高 △1,956 △1,928

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 △6,723 △5,200

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,523 4,862

当期変動額合計 1,523 4,862

当期末残高 △5,200 △337

少数株主持分   

当期首残高 51,280 55,974

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 4,694 2,449

当期変動額合計 4,694 2,449

当期末残高 55,974 58,424

純資産合計   

当期首残高 2,494,635 3,457,557

当期変動額   

新株の発行 529,200 －

当期純利益 427,572 269,706

自己株式の取得 △68 △34

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 6,217 7,312

当期変動額合計 962,921 276,985

当期末残高 3,457,557 3,734,542
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年10月１日 

 至 平成23年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年10月１日 

 至 平成24年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 276,271 384,032

減価償却費 142,655 158,790

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,918 △8,470

賞与引当金の増減額（△は減少） 80,095 △38,770

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,888 △85,459

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 24,891 11,296

製品保証引当金の増減額（△は減少） 6,510 8,090

受取利息及び受取配当金 △2,572 △2,763

支払利息 80,847 67,604

為替差損益（△は益） 0 △0

持分法による投資損益（△は益） △254 △165

保険解約返戻金 △27,355 △55,640

固定資産売却損益（△は益） △155 △1,787

固定資産除却損 1,019 －

投資有価証券評価損益（△は益） 8,753 3,765

売上債権の増減額（△は増加） △95,289 △213,766

たな卸資産の増減額（△は増加） △245,327 379,098

その他の資産の増減額（△は増加） △244,128 140,132

仕入債務の増減額（△は減少） 853,564 △469,913

未払消費税等の増減額（△は減少） △4,591 34,974

その他の負債の増減額（△は減少） △46,604 184,044

その他 73,821 51,339

受取補償金 － △56,952

特別退職金 － 36,347

小計 882,123 525,824

補償金の受取額 － 56,952

特別退職金の支払額 － △36,347

法人税等の支払額 △82,312 △121,940

営業活動によるキャッシュ・フロー 799,810 424,489

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △336,352 △72,852

定期預金の払戻による収入 598,177 171,400

有形固定資産の取得による支出 △40,951 △117,484

有形固定資産の売却による収入 180 2,485

投資有価証券の取得による支出 △5,354 △5,419

事業譲受による支出 － △398,898

貸付けによる支出 △2,740 △300

貸付金の回収による収入 10,505 3,533

利息及び配当金の受取額 3,088 2,820

無形固定資産の取得による支出 △9,924 △3,464

保険解約による収入 70,613 71,797

その他の収入 2,111 18,282

その他の支出 △211,943 △171,902

投資活動によるキャッシュ・フロー 77,412 △500,001
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年10月１日 

 至 平成23年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年10月１日 

 至 平成24年９月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △427,635 315,324

長期借入れによる収入 802,000 1,280,000

長期借入金の返済による支出 △791,321 △915,352

社債の発行による収入 － 392,825

社債の償還による支出 △332,440 △241,300

株式の発行による収入 529,200 －

自己株式の取得による支出 △68 △34

配当金の支払額 △2,544 △17

利息の支払額 △81,299 △64,013

その他 △30,097 △46,378

財務活動によるキャッシュ・フロー △334,205 721,053

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 543,016 645,541

現金及び現金同等物の期首残高 856,932 1,399,949

現金及び現金同等物の期末残高 1,399,949 2,045,490
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    該当事項はありません。 

  

（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、当連結会計年度より、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。 

  

（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） 

  当連結会計年度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 ％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 ％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 ％となります。この税率変更により、繰延税金負債

の金額は 千円減少し、法人税等調整額は 千円増加しております。 

  

（５）継続企業の前提に関する注記

（６）会計方針の変更

（７）追加情報

40.7

38.0

35.6

33,772 33,772
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１．報告セグメントの概要 

 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情報が入手可能であり、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。 

 当社は、製商品の区分別のセグメントから構成されており、「科学研究施設」及び「粉体機械等」の２つを報

告セグメントとしております。 

 「科学研究施設」は、実験台・ドラフトチャンバー・環境関連機器・学校用実験台・造作家具の製造及び販売

を行っております。 

 「粉体機械等」は、造粒機・ミキサー・振動ふるい・その他粉体機械・その他の製造及び販売を行っておりま

す。 

  

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、棚卸資産の評価基準を除き、連結財務諸表作成のために

採用している会計処理基準に基づく金額により記載しております。 

 棚卸資産の評価については、収益性の低下に基づく簿価切下げ前の価額で評価しております。 

 報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。 

  

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

前連結会計年度（自 平成22年10月１日 至 平成23年９月30日） 

（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．セグメント利益の合計額は、連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

３．事業セグメントに資産を配分していないため、セグメント資産の記載は行っておりません。  

  

（８）連結財務諸表に関する注記事項

（セグメント情報等）

ａ．セグメント情報

  （単位：千円）

  
報告セグメント 

調整額 
（注）１ 

連結財務諸表 
計上額 

科学研究施設 粉体機械等 計 

売上高  

外部顧客への売上高  10,544,656  5,492,811  16,037,467  －  16,037,467

セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 －  －  －  －  －

計  10,544,656  5,492,811  16,037,467  －  16,037,467

セグメント利益（注）２  192,536  642,280  834,816  △402,278  432,538

その他の項目  

減価償却費  67,218  73,891  141,109  1,546  142,655

のれんの償却額  －  2,346  －  －  2,346

△402,278
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当連結会計年度（自 平成23年10月１日 至 平成24年９月30日） 

（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．セグメント利益の合計額は、連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

３．事業セグメントに資産を配分していないため、セグメント資産の記載は行っておりません。  

  

前連結会計年度（自  平成22年10月１日  至  平成23年９月30日） 

１．製品及びサービスごとの情報 

     

２．地域ごとの情報 

(1）売上高 

 本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。 

   

(2）有形固定資産 

 本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載

を省略しております。 

   

３．主要な顧客ごとの情報 

 外部顧客への売上高のうち、特定の顧客への売上高であって、連結損益計算書の売上高の10％以上を占めるも

のがないため記載を省略しております。 

   

  （単位：千円）

  
報告セグメント 

調整額 
（注）１ 

連結財務諸表 
計上額  

科学研究施設 粉体機械等 計 

売上高  

外部顧客への売上高  11,963,301  5,329,956  17,293,257  －  17,293,257

セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 －  －  －  －  －

計  11,963,301  5,329,956  17,293,257  －  17,293,257

セグメント利益（注）２  313,434  598,760  912,195  △495,424  416,771

その他の項目  

減価償却費  90,322  57,117  147,440  11,350  158,790

のれんの償却額  26,203  2,346  28,549  －  28,549

△495,424

ｂ．関連情報

                                    （単位：千円）

  科学研究施設 粉体機械等 合計 

外部顧客への売上高 10,544,656 5,492,811 16,037,467 
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当連結会計年度（自  平成23年10月１日  至  平成24年９月30日） 

１．製品及びサービスごとの情報 

     

２．地域ごとの情報 

(1）売上高 

 本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。 

   

(2）有形固定資産 

 本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載

を省略しております。 

   

３．主要な顧客ごとの情報 

 外部顧客への売上高のうち、特定の顧客への売上高であって、連結損益計算書の売上高の10％以上を占めるも

のがないため記載を省略しております。 

   

前連結会計年度（自  平成22年10月１日  至  平成23年９月30日） 

該当事項はありません。  

  

当連結会計年度（自  平成23年10月１日  至  平成24年９月30日） 

該当事項はありません。  

  

前連結会計年度（自  平成22年10月１日  至  平成23年９月30日） 

  

当連結会計年度（自  平成23年10月１日  至  平成24年９月30日） 

  

前連結会計年度（自  平成22年10月１日  至  平成23年９月30日） 

該当事項はありません。 

  

当連結会計年度（自  平成23年10月１日  至  平成24年９月30日） 

該当事項はありません。 

  

                                    （単位：千円）

  科学研究施設 粉体機械等 合計 

外部顧客への売上高  11,963,301  5,329,956  17,293,257

ｃ．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

ｄ．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

                                      （単位：千円）

  科学研究施設 粉体機械等 全社・消去 合計 

当期償却額 － 2,346 － 2,346 

当期末残高 － 5,278 － 5,278 

                                      （単位：千円）

  科学研究施設 粉体機械等 全社・消去 合計 

当期償却額  26,203  2,346  －  28,549

当期末残高  323,171  2,932  －  326,104

ｅ．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
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 （注） １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。 

   

 該当事項はありません。  

  

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成22年10月１日 

至 平成23年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年10月１日 

至 平成24年９月30日） 

１株当たり純資産額 円 銭 242 99

１株当たり当期純利益金額 円04銭 35

１株当たり純資産額 円 銭 262 61

１株当たり当期純利益金額 円 銭 19 27

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

  
前連結会計年度 

(自 平成22年10月１日 
至 平成23年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年10月１日 
至 平成24年９月30日) 

１株当たり当期純利益金額     

当期純利益（千円）  427,572  269,706

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純利益（千円）  427,572  269,706

期中平均株式数（株）  12,199,232  13,998,738

（重要な後発事象）
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