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(百万円未満切捨て)

1. 平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６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 ％

23年３月期第１四半期 9,711 105.6 2,253 ― 2,309 ― 1,490 ―
22年３月期第１四半期 4,724 △49.1 △687 ― △625 ― △468 ―

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

23年３月期第１四半期 24 .73 ―
22年３月期第１四半期 △7 .77 ―

 (2) 連結財政状態

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

23年３月期第１四半期 55,840 42,932 76.2 706 .60
22年３月期 53,420 42,257 78.4 694 .98

(参考) 自己資本 23年３月期第１四半期 42,566百万円 22年３月期 41,890百万円

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

22年３月期 ― 5 .00 ― 8 .00 13 .00

23年３月期 ― ― ― ― ―

23年３月期(予想) ― 15 .00 ― 10 .00 25 .00

3. 平成23年３月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日）
(％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)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) 20,200 79.8 4,800 ― 4,950 ― 3,200 ― 53 .11
通期 40,000 45.9 8,100 407.0 8,400 351.6 5,000 431.1 82 .99



 

 
   (注) 「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

 

  

 ・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、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

  

 ・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、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。業績予

想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、【添付資料】３ページ「１．当

四半期決算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」をご覧ください。 

4. その他（詳細は、【添付資料】３ページ「２．その他の情報」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

  新規     － 社 （社名）       、  除外     － 社 （社名） 

   (注) 当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

   (注) 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の有無となります。

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
 

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

 ② ①以外の変更 ： 無

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 23年３月期１Ｑ 63,143,769株 22年３月期 63,143,769株

② 期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 2,901,917株 22年３月期 2,868,714株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 23年３月期１Ｑ 60,266,558株 22年３月期１Ｑ 60,378,878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１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、アジア向け輸出の増加により一部企業の収益に
回復の兆しが見られるものの、依然として高い失業率、個人消費の低迷、公共投資及び設備投資の抑
制が続くなど、厳しい状況で推移致しました。 
 このような状況のもと、当社グループを取り巻く取引先の業界におきましては、半導体業界におけ
る設備投資の回復、自動車関連業界における緩やかな生産回復などがあり、総じて当社ダイヤモンド
工具の需要も回復基調となりました。特に、電子業界においては、単結晶・多結晶シリコンを用いた
太陽電池の生産が拡大し、電着ダイヤモンドワイヤ「ＥｃｏＭＥＰ(エコメップ)」の販売が大幅に上
伸致しました。 
 これらの結果、当第１四半期連結会計期間の連結売上高は、97億11百万円(前年同期比105.6％増)
となりました。利益面におきましては、売上高が増加したことに伴い、営業利益22億53百万円(前年
同期は６億87百万円の損失)、経常利益23億９百万円(前年同期は６億25百万円の損失)、四半期純利
益14億90百万円(前年同期は４億68百万円の損失)と大幅な増益になりました。 
  
 なお、従来、ダイヤモンド工具事業と宝飾品事業に区分しておりました当社グループにおける事業
セグメントは、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号 平成21年３月
27日)の適用に伴い、マネジメントアプローチに基づいたセグメント区分の見直しを行った結果、宝
飾品事業はダイヤモンド工具事業の付随業務であると判断し、当第１四半期連結会計期間よりダイヤ
モンド工具事業の単一セグメントに変更しております。 

  

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24億19百万円の増

加、負債は17億44百万円の増加、純資産は６億75百万円の増加となりました。 
 総資産の主な増減内容は、現金及び預金の増加６億90百万円、受取手形及び売掛金の増加13億56百
万円、投資有価証券の減少７億51百万円であります。 
 負債の主な増減内容は、未払法人税等の増加４億97百万円、賞与引当金の増加５億49百万円であり
ます。 
 純資産の主な変動要因は、四半期純利益の計上14億90百万円、剰余金の配当による減少４億82百万
円、その他有価証券評価差額金の減少４億52百万円であります。 
 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11円62銭増加し706円60銭となり、
自己資本比率は76.2％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、100億90百
万円の残高となり前連結会計年度末に比べ６億90百万円増加しました。 
(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、14億64百万円(前年同期は
15億27百万円の収入)となりました。この主な要因は、税金等調整前四半期純利益24億12百万円の計
上などの増加項目と、売上債権の増加13億30百万円、法人税等の支払額６億39百万円などの減少項目
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の結果支出された資金は、２億81百万円(前年同期は
６億36百万円の支出)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６億19百万
円、投資有価証券の売却による収入２億71百万円であります。 
(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支出された資金は、５億45百万円(前年同期は
２億10百万円の支出)となりました。この主な要因は、配当金の支払額３億85百万円であります。 

  

１. 当四半期決算に関する定性的情報

(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
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第１四半期の業績を勘案し、平成22年５月14日に公表致しました平成23年３月期の第２四半期連結累
計期間（平成22年４月１日～平成22年９月30日）の業績予想(連結・個別)を修正する事と致しました。
また、これに伴い、平成23年３月期の第２四半期末の１株当たり配当予想についても修正することと致
しました。当該予想数値の修正に関する事項は、本日(平成22年７月30日)公表の「業績予想及び配当予
想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
 なお、通期の業績予想(連結・個別)につきましては、平成22年５月14日に公表致しました当初の予想
を変更しておりません。 

  

該当事項はありません。 
  

 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。 
  

 ①会計処理基準に関する事項の変更 
  1) 「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用

当第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」(企業会計基準第16号 平成20年３月
10日公表分)及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」(実務対応報告第24号 平
成20年３月10日)を適用しております。 
 これによる四半期連結財務諸表に与える影響はありません。 

  
  2) 「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号 平成20
年３月31日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成
20年３月31日)を適用しております。 
 これにより、営業利益及び経常利益は１百万円、税金等調整前四半期純利益は50百万円減少してお
ります。 

  
 ②表示方法の変更 
  (四半期連結損益計算書関係) 

「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成20年12月26日)に基づく財務諸表等
規則等の一部を改正する内閣府令(平成21年３月24日 内閣府令第５号)の適用により、当第１四半期
連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。 

  

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

２. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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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：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 10,090 9,399

受取手形及び売掛金 11,841 10,484

商品及び製品 1,628 1,610

仕掛品 942 984

原材料及び貯蔵品 1,535 1,256

その他 1,050 763

貸倒引当金 △126 △122

流動資産合計 26,961 24,377

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,696 7,815

機械装置及び運搬具（純額） 4,793 4,589

土地 4,578 4,574

その他（純額） 1,129 818

有形固定資産合計 18,198 17,799

無形固定資産 82 88

投資その他の資産   

投資有価証券 6,937 7,688

その他 3,727 3,536

貸倒引当金 △67 △68

投資その他の資産合計 10,597 11,156

固定資産合計 28,878 29,043

資産合計 55,840 53,420

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,469 1,378

短期借入金 203 237

未払法人税等 1,204 706

賞与引当金 1,228 678

その他 2,164 1,452

流動負債合計 6,271 4,454

固定負債   

退職給付引当金 5,446 5,558

その他 1,190 1,150

固定負債合計 6,636 6,708

負債合計 12,907 11,163
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22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22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 34,514 33,506

自己株式 △1,771 △1,732

株主資本合計 43,974 43,004

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 481 933

土地再評価差額金 △593 △593

為替換算調整勘定 △1,295 △1,454

評価・換算差額等合計 △1,407 △1,114

少数株主持分 365 367

純資産合計 42,932 42,257

負債純資産合計 55,840 53,420
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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21年４月１日 
  至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
  至 平成22年６月30日) 

売上高 4,724 9,711

売上原価 3,744 5,692

売上総利益 979 4,019

販売費及び一般管理費   

販売費 1,038 1,132

一般管理費 628 633

販売費及び一般管理費合計 1,667 1,766

営業利益又は営業損失（△） △687 2,253

営業外収益   

受取利息 10 14

受取配当金 32 22

為替差益 25 －

持分法による投資利益 － 44

その他 15 17

営業外収益合計 83 98

営業外費用   

支払利息 2 3

為替差損 － 37

持分法による投資損失 13 －

その他 5 0

営業外費用合計 21 41

経常利益又は経常損失（△） △625 2,309

特別利益   

固定資産売却益 － 3

投資有価証券売却益 － 153

貸倒引当金戻入額 14 －

特別利益合計 14 156

特別損失   

固定資産除却損 0 4

投資有価証券評価損 18 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 49

特別損失合計 19 53

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（△）

△630 2,412

法人税、住民税及び事業税 29 1,140

法人税等調整額 △174 △250

法人税等合計 △145 889

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,523

少数株主利益又は少数株主損失（△） △16 32

四半期純利益又は四半期純損失（△） △468 1,490
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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21年４月１日 
  至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
  至 平成22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（△）

△630 2,412

減価償却費 519 550

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 49

貸倒引当金の増減額（△は減少） △23 △0

賞与引当金の増減額（△は減少） 339 549

退職給付引当金の増減額（△は減少） 76 △109

受取利息及び受取配当金 △43 △36

支払利息 2 3

持分法による投資損益（△は益） 13 △44

有形固定資産除売却損益（△は益） 0 1

投資有価証券売却損益（△は益） － △153

投資有価証券評価損益（△は益） 18 －

売上債権の増減額（△は増加） 1,636 △1,330

たな卸資産の増減額（△は増加） △208 △240

仕入債務の増減額（△は減少） △174 80

その他 △5 338

小計 1,522 2,071

利息及び配当金の受取額 43 36

利息の支払額 △2 △3

法人税等の支払額 △34 △639

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,527 1,464

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 △701 △619

有形固定資産の売却による収入 － 4

投資有価証券の取得による支出 △4 △12

投資有価証券の売却による収入 － 271

その他 69 73

投資活動によるキャッシュ・フロー △636 △281

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） △30 △37

配当金の支払額 △230 △385

その他 50 △122

財務活動によるキャッシュ・フロー △210 △545

現金及び現金同等物に係る換算差額 △33 52

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 647 690

現金及び現金同等物の期首残高 8,709 9,399

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,357 10,090
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 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21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「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。 

  

前第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) 

  

 
(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 

  

前第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) 

  

 
(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。 

  

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

【所在地別セグメント情報】

日本 
(百万円)

ヨーロッパ
(百万円)

アジア・
オセアニア
(百万円)

北米
(百万円)

計
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

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

【海外売上高】

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(百万円) 477 1,095 127 37 1,737

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― ― 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
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当第１四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日) 

当社及び連結子会社の事業は、ダイヤモンド工具の製造・販売並びにこれらの付随業務の単一セグメ

ントであるため、記載を省略しております。 
  

  (追加情報) 

当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17

号 平成21年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適

用指針第20号 平成20年３月21日)を適用しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

【セグメント情報】

(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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４. 補足情報

販売の状況

① 業界別売上高

(単位：百万円、％)

前第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)

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
  至 平成22年６月30日)

金額 構成比 金額 構成比 増減率

 電子・半導体 1,769 37.4 5,025 51.7 184.0

 輸送機器 807 17.1 1,341 13.8 66.1

 機械 908 19.2 1,688 17.4 86.0

 石材・建設 976 20.7 1,377 14.2 41.1

 その他 263 5.6 278 2.9 5.9

合計 4,724 100.0 9,711 100.0 105.6

② 地域別売上高

(単位：百万円、％)

前第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)

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
  至 平成22年６月30日)

金額 構成比 金額 構成比 増減率

 日本 2,986 63.2 5,717 58.9 91.4

 ヨーロッパ 477 10.1 727 7.5 52.5

 アジア・オセアニア 1,095 23.2 3,000 30.9 173.9

 北米 127 2.7 213 2.2 67.5

 その他の地域 37 0.8 52 0.5 38.7

合計 4,724 100.0 9,711 100.0 105.6
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