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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第1四半期 4,724 △49.1 △687 ― △625 ― △468 ―

21年3月期第1四半期 9,280 ― 939 ― 1,137 ― 725 ―

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

22年3月期第1四半期 △7.77 ―

21年3月期第1四半期 11.49 ―

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

22年3月期第1四半期 50,415 40,496 79.7 665.36
21年3月期 50,075 40,595 80.3 666.24

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  40,170百万円 21年3月期  40,227百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  

※現時点での平成22年３月期の配当予想については未定であります。 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 8.00 ― 5.00 13.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

― ― ― ―

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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

第2四半期 
連結累計期間

10,900 △43.5 △2,000 ― △1,800 ― △1,200 ― △19.87

通期 26,200 △21.5 △1,400 ― △1,000 ― △700 ― △11.59
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4.  その他 

(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) 簡便な会計処理及び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、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場
合があります。なお、予想数値に関する事項は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 63,143,769株 21年3月期  63,143,769株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  2,768,866株 21年3月期  2,763,571株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 60,378,878株 21年3月期第1四半期 63,148,976株

旭ダイヤモンド工業（株） (6140)  
平成22年３月期 第１四半期決算短信

－2－



当第１四半期連結累計期間(平成21年４月～６月)におけるわが国経済は、昨年後半来の世界的な金融
危機の影響による景気後退局面の中、雇用情勢の悪化や個人消費の低迷など依然として厳しい経済環境
が続いております。当社グループの主要需要先である電子・半導体、輸送機器及び機械業界におきまし
ても在庫調整が進んでいるものの、総じてダイヤモンド工具需要は厳しい環境に置かれました。 
 このような状況のもと、当社グループのダイヤモンド工具事業部門の売上高は45億93百万円(前年同
期比49.4％減)となりました。電子・半導体業界では、太陽電池用シリコン及びＦＰＤ用ガラス加工用
工具に持ち直しの兆しがみられたものの、売上高は17億69百万円(前年同期比44.8％減)となりました。
輸送機器業界では、依然在庫調整局面にあり関連工具の受注も低迷し、売上高は８億７百万円(前年同
期比54.5％減)となりました。機械業界では、輸送機器業界や半導体関連業界における設備投資抑制の
影響を受け関連工具の受注が激減し、売上高は９億８百万円(前年同期比59.8％減)となりました。石
材・建設業界では、海外において鉱物資源の開発資金不足による影響や国内公共工事の減少などによ
り、売上高は９億76百万円(前年同期比39.7％減)となりました。その他上記以外の業界への売上高は、
１億32百万円となりました。 
 また、宝飾品事業部門の売上高は、個人消費の低迷により１億31百万円(前年同期比34.1％減)となり
ました。 
 これらの結果、当第１四半期連結累計期間の連結売上高は、47億24百万円(前年同期比49.1％減)とな
りました。利益面につきましては、売上高が減少するなかコスト削減に取り組んでまいりましたが、営
業損失は６億87百万円、経常損失は６億25百万円、四半期純損失は４億68百万円となりました。 

  

①資産、負債及び純資産の状況 
当第１四半期連結会計期間末の財政状態は、前連結会計年度末に比べ総資産は３億40百万円の増加、

負債は４億39百万円の増加、純資産は99百万円の減少となりました。 
 総資産の主な変動要因は、受取手形及び売掛金の減少15億71百万円、建物及び構築物の増加11億28百
万円、投資有価証券の増加９億34百万円などがあげられます。 
 負債の主な変動要因は、賞与引当金の増加３億39百万円、退職給付引当金の増加90百万円などがあげ
られます。 
 純資産の主な変動要因は、四半期純損失４億68百万円と配当金の支払３億１百万円などによる利益剰
余金の減少７億71百万円、その他有価証券評価差額金の増加６億15百万円などがあげられます。 
 以上の結果、１株当たり純資産額は、前連結会計年度末に比べ88銭減少し665円36銭となり、自己資
本比率は79.7％となりました。 
  
②キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、93億57百万円
の残高となり前連結会計年度に比べ６億47百万円増加しました。 
(営業活動によるキャッシュ・フロー) 
 当第１四半期連結累計期間における営業活動によって得られた資金は、15億27百万円となりました。
この主な増加要因は、売上債権の減少16億36百万円、減価償却費５億19百万円などであります。一方、
主な減少要因は、税金等調整前四半期純損失６億30百万円であります。 
(投資活動によるキャッシュ・フロー) 
 当第１四半期連結累計期間における投資活動によって支出した資金は、６億36百万円となりました。
この主な要因は、有形固定資産の取得による支出７億１百万円であります。 
(財務活動によるキャッシュ・フロー) 
 当第１四半期連結累計期間における財務活動の結果使用された資金は、２億10百万円となりました。
この主な要因は、配当金の支払額２億30百万円であります。 

  

当第１四半期連結累計期間(平成21年４月～６月)の業績はおおむね予想どおりに推移しており、第２
四半期連結累計期間及び通期の業績につきましても平成21年５月15日の決算発表時の業績予想と変更は
ありません。 

【定性的情報・財務諸表等】

１．連結経営成績に関する定性的情報

２．連結財政状態に関する定性的情報

３．連結業績予想に関する定性的情報
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(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) 
該当事項はありません。 

  
(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 
 ①簡便な会計処理 
  1) 棚卸資産の評価方法 

当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の
実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

  
  2) 法人税等の算定方法 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定す
る方法によっております。 

  
  3) 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差
異等の発生状況に著しい変化がないと認められる場合、前連結会計年度において使用した将来の業績
予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

  
 ②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 
該当事項はありません。 

  
(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 
該当事項はありません。 

  

４．その他
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5.【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 9,357 8,709

受取手形及び売掛金 6,139 7,710

商品及び製品 2,053 2,031

仕掛品 712 459

原材料及び貯蔵品 1,507 1,516

その他 1,545 1,168

貸倒引当金 △82 △103

流動資産合計 21,234 21,492

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 8,275 7,146

機械装置及び運搬具（純額） 4,311 4,491

土地 4,561 4,557

その他（純額） 890 1,724

有形固定資産合計 18,037 17,919

無形固定資産 105 112

投資その他の資産   

投資有価証券 6,235 5,301

その他 4,895 5,342

貸倒引当金 △93 △92

投資その他の資産合計 11,038 10,550

固定資産合計 29,181 28,582

資産合計 50,415 50,075

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 981 1,114

短期借入金 213 233

未払法人税等 92 81

賞与引当金 806 466

その他 1,378 1,165

流動負債合計 3,472 3,061

固定負債   

退職給付引当金 5,203 5,113

その他 1,243 1,305

固定負債合計 6,446 6,418

負債合計 9,919 9,479
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,102 4,102

資本剰余金 7,129 7,129

利益剰余金 32,397 33,168

自己株式 △1,667 △1,664

株主資本合計 41,961 42,735

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 820 204

土地再評価差額金 △593 △593

為替換算調整勘定 △2,017 △2,119

評価・換算差額等合計 △1,790 △2,508

少数株主持分 325 368

純資産合計 40,496 40,595

負債純資産合計 50,415 50,075
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
  至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
  至 平成21年６月30日) 

売上高 9,280 4,724

売上原価 6,196 3,744

売上総利益 3,083 979

販売費及び一般管理費   

販売費 1,372 1,038

一般管理費 771 628

販売費及び一般管理費合計 2,143 1,667

営業利益又は営業損失（△） 939 △687

営業外収益   

受取利息 20 10

受取配当金 78 32

為替差益 46 25

持分法による投資利益 37 －

その他 20 15

営業外収益合計 203 83

営業外費用   

支払利息 3 2

持分法による投資損失 － 13

その他 2 5

営業外費用合計 5 21

経常利益又は経常損失（△） 1,137 △625

特別利益   

固定資産売却益 0 －

投資有価証券売却益 41 －

貸倒引当金戻入額 － 14

その他 1 －

特別利益合計 42 14

特別損失   

固定資産売却損 1 －

固定資産除却損 4 0

投資有価証券評価損 － 18

特別損失合計 6 19

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

1,174 △630

法人税、住民税及び事業税 663 29

法人税等調整額 △232 △174

法人税等合計 431 △145

少数株主利益又は少数株主損失（△） 17 △16

四半期純利益又は四半期純損失（△） 725 △468
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
  至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
  至 平成21年６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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

1,174 △630

減価償却費 570 519

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2 △23

賞与引当金の増減額（△は減少） 480 339

退職給付引当金の増減額（△は減少） 118 76

受取利息及び受取配当金 △98 △43

支払利息 3 2

持分法による投資損益（△は益） △37 13

有形固定資産除売却損益（△は益） 5 0

投資有価証券売却損益（△は益） △41 －

投資有価証券評価損益（△は益） － 18

売上債権の増減額（△は増加） 336 1,636

たな卸資産の増減額（△は増加） △431 △208

仕入債務の増減額（△は減少） 109 △174

その他 △107 △5

小計 2,084 1,522

利息及び配当金の受取額 98 43

利息の支払額 △3 △2

法人税等の支払額 △812 △34

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,368 1,527

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 △565 △701

有形固定資産の売却による収入 3 －

投資有価証券の取得による支出 △124 △4

投資有価証券の売却による収入 119 －

その他 24 69

投資活動によるキャッシュ・フロー △542 △636

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） 29 △30

配当金の支払額 △371 △230

その他 △105 50

財務活動によるキャッシュ・フロー △447 △210

現金及び現金同等物に係る換算差額 △148 △33

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 229 647

現金及び現金同等物の期首残高 6,354 8,709

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,584 9,357
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 該当事項はありません。 
  

【事業の種類別セグメント情報】 

 
全セグメントの売上高の合計及び営業利益の合計額に占める「ダイヤモンド工具事業」の割合が、い
ずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 
  

 
全セグメントの売上高の合計及び営業利益の合計額に占める「ダイヤモンド工具事業」の割合が、い
ずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 
  

【所在地別セグメント情報】 

 

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 
(1)ヨーロッパ…………………フランス 
(2)アジア・オセアニア………台湾・中国・オーストラリア・インドネシア 
(3)北米…………………………米国 

３ 平成20年度の法人税法の改正を契機として、資産の利用状況等を見直した結果、当社及び
国内連結子会社は、当第１四半期連結会計期間より機械装置の耐用年数について、従来採
用していた５～10年の耐用年数を５～９年の耐用年数に変更しております。これにより、
日本において、減価償却費が17百万円増加し、営業利益が同額減少しております。 

  

 

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 
(1)ヨーロッパ…………………フランス 
(2)アジア・オセアニア………台湾・中国・オーストラリア・インドネシア 
(3)北米…………………………米国 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

前第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日)

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日)

前第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日) (単位：百万円)

日本 ヨーロッパ
アジア・
オセアニア

北米 計
消去 
又は全社

連結

売上高

(1)外部顧客に対する売上高 6,858 912 1,147 362 9,280 ― 9,280

(2)セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

339 0 128 ― 468 (468) ―

計 7,198 913 1,275 362 9,749 (468) 9,280

営業利益又は営業損失(△) 653 △24 290 24 944 (4) 939

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) (単位：百万円)

日本 ヨーロッパ
アジア・
オセアニア

北米 計
消去 
又は全社

連結

売上高

(1)外部顧客に対する売上高 3,703 437 460 123 4,724 ― 4,724 

(2)セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

163 ― 48 ― 212 (212) ―

計 3,867 437 509 123 4,937 (212) 4,724 

営業損失(△) △596 △72 △22 △10 △701 14 △687
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【海外売上高】 

 

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 
(1)ヨーロッパ…………………フランス 
(2)アジア・オセアニア………台湾・中国・タイ・オーストラリア・インドネシア 
(3)北米…………………………米国 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 
  

 

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 
(1)ヨーロッパ…………………フランス 
(2)アジア・オセアニア………台湾・中国・タイ・オーストラリア・インドネシア 
(3)北米…………………………米国 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 
  

 該当事項はありません。 
  

前第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日) (単位：百万円)

ヨーロッパ
アジア・
オセアニア

北米 その他の地域 計

Ⅰ．海外売上高 1,033 2,218 380 83 3,715 

Ⅱ．連結売上高 9,280 

Ⅲ．連結売上高に占める海外売上高の割合(%) 11.1 23.9 4.1 0.9 40.0

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) (単位：百万円)

ヨーロッパ
アジア・
オセアニア

北米 その他の地域 計

Ⅰ．海外売上高 477 1,095 127 37 1,737

Ⅱ．連結売上高 4,724

Ⅲ．連結売上高に占める海外売上高の割合(%) 10.1 23.2 2.7 0.8 36.8 

(6) 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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