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1.  平成25年12月期第3四半期の連結業績（平成25年1月1日～平成25年9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 ％

25年12月期第3四半期 4,667 7.6 △244 ― △125 ― △134 ―
24年12月期第3四半期 4,337 △7.1 △320 ― △252 ― △202 ―

（注）包括利益 25年12月期第3四半期 △54百万円 （―％） 24年12月期第3四半期 △213百万円 （―％）

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

25年12月期第3四半期 △4.53 ―
24年12月期第3四半期 △6.84 ―

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

25年12月期第3四半期 14,094 10,614 73.1 347.56
24年12月期 14,568 10,672 71.1 349.51
（参考） 自己資本   25年12月期第3四半期  10,301百万円 24年12月期  10,361百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

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

24年12月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
25年12月期 ― 0.00 ―
25年12月期（予想） 0.00 0.00

3. 平成25年12月期の連結業績予想（平成25年 1月 1日～平成25年12月31日）  
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

通期 6,300 4.0 △320 ― △230 ― △260 ― △8.77



(1) 当四半期連結累計期間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) 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 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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報告書のレビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引
法に基づく四半期報告書のレビュー手続きは終了しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に掲載されている業績の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、四半
期決算短信（添付資料）３ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。  

※  注記事項

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） 25年12月期3Q 30,000,000 株 24年12月期 30,000,000 株
② 期末自己株式数 25年12月期3Q 360,320 株 24年12月期 353,220 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年12月期3Q 29,642,689 株 24年12月期3Q 29,660,233 株
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１.  当四半期の連結業績等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 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、金融緩和政策や経済対策等により、円安・株

高が進行し、緩やかながら企業収益及び個人消費に回復の兆しが見え、景気回復への期待感が高ま

っております。しかしながら、長引く欧州の債務問題や中国をはじめとする新興国経済の成長鈍化

等の懸念材料の影響により、依然として先行き不透明な状況で推移しております。 

建材業界におきましては、重要な指標である新設住宅着工戸数は、各種住宅取得支援促進策や消

費税増税前の駆け込み需要などもあり、昨年の秋口以降連続して前年を上回り堅調に推移しており

ます。 

このような環境下、当社グループは、平成 25 年１月１日に連結子会社であります株式会社Ｄａｎ

ｔｏ Ｔｉｌｅと群馬タイル販売株式会社が合併し、営業体制の再構築を目的とした組織再編が完了

しました。引き続き商品構成の充実を推進しつつ、販売力の強化によりシェアの拡大と新規市場の

開拓を図り、積極的な営業展開を推し進めて参りました。 

また、投資運用につきましては、投資対象商品のローテーションを目的とし、持分法適用関連会

社でありましたＦｕｊｉｙａｍａ１号匿名組合の匿名組合契約を解約するとともに、新規投資の策

定を行って参りました。 

以上の施策により、当第３四半期連結累計期間における売上高は 46 億６千７百万円となり前年同

四半期を３億３千万円上回りました。 

また、営業損失２億４千４百万円、経常損失１億２千５百万円、四半期純損失１億３千４百万円

となり、それぞれ前年同四半期を７千５百万円、１億２千７百万円、６千８百万円上回り、収支構

造の改善は着実に進んでおります。 

 

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

イ．建設用陶磁器等事業 

当第３四半期連結累計期間において、建設用陶磁器等事業の売上高は 45 億２千１百万円（前年同

四半期 42 億３千９百万円）、営業損失は３億６千１百万円（前年同四半期３億９千７百万円）とな

りました。 

ロ．不動産賃貸事業 

当第３四半期連結累計期間において、不動産賃貸事業の売上高は２億８百万円（前年同四半期１

億５千９百万円）、営業利益は１億１千７百万円（前年同四半期７千７百万円）となりました。 

 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

① 資産、負債及び純資産の状況 

当第３四半期連結会計期間末において総資産は、現金及び預金が４億４千万円増加しましたが、

Ｆｕｊｉｙａｍａ１号匿名組合の匿名組合契約の解約等により投資有価証券が６億８千５百万円及

び金融取引証拠金３億５百万円減少したこと等に伴い、前連結会計年度末に比べ４億７千４百万円

の減少となりました。 

負債につきましては、支払手形及び買掛金２億３千６百万円及び長期預り保証金１億１千万円減

少したこと等により、４億１千６百万円の減少となりました。 

純資産は、その他有価証券評価差額金が７千４百万円増加しましたが、利益剰余金が１億３千４

百万円減少したこと等の結果、５千８百万円の減少となりました。 
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(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

平成 25 年 12 月期の通期業績予想につきましては、現時点において平成 25 年２月 14 日の公表数

値に変更はありません。 

 

２.  サマリー情報(その他)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。 

平成 25 年１月１日に当社の連結子会社であります株式会社Ｄａｎｔｏ Ｔｉｌｅを吸収合併存続

会社、群馬タイル販売株式会社を吸収合併消滅会社とする吸収合併を実施しております。 

これにより、連結範囲の変更はありませんが、連結子会社の数は１社減少しております。 

 

(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 

当社グループは、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成 25 年１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の方法に変更しておりま

す。 

これによる当第３四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 

 

３.  継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

当社グループには、将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるよう

な事象または状況が存在しておりますが、これは２億４千４百万円の営業損失を計上しているため

であります。 

当社グループは、当該状況を解消すべく、数年間継続した合理化を経て営業損失を減少させ、着

実に収支環境の改善効果が発揮されつつあります。 

このような状況の中、当社グループは、自立した法人として責任を明確にし、各事業の特性を生

かして新しい成長戦略を策定・実行することで、ダントーグループ全体として企業価値を向上させ

ることを目的とし、また、グループ組織体制のスリム化を図るための連結子会社の組織再編を完了

させました。 

これにより、グループ全体として企業価値を向上させるとともに、営業体制の抜本的な見直しを

行い、更なる収益の改善施策に取り組み、当第３四半期連結累計期間計上の営業損失２億４千４百

万円を早期に解消し、営業黒字体質の構築に取り組む所存であります。 

なお、資金面に関しては、急激な市場環境等の変化に対応するための現金及び預金を中心とした

金融資産を有しております。 
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４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成24年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,282 5,723

受取手形及び売掛金 1,394 1,249

商品及び製品 795 874

仕掛品 64 65

原材料及び貯蔵品 64 57

未収入金 35 82

その他 38 101

貸倒引当金 △10 △8

流動資産合計 7,664 8,145

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,176 1,148

機械装置及び運搬具（純額） 139 118

工具、器具及び備品（純額） 25 15

土地 362 337

建設仮勘定 17 －

有形固定資産合計 1,721 1,620

無形固定資産   

ソフトウエア 23 16

その他 21 73

無形固定資産合計 44 90

投資その他の資産   

投資有価証券 4,637 3,952

金融取引証拠金 305 －

その他 253 341

貸倒引当金 △58 △55

投資その他の資産合計 5,137 4,238

固定資産合計 6,904 5,948

資産合計 14,568 14,094
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成24年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(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 716 480

短期借入金 750 750

未払金 286 204

未払法人税等 64 70

賞与引当金 － 25

災害損失引当金 407 388

デリバティブ債務 8 －

その他 116 100

流動負債合計 2,350 2,018

固定負債   

繰延税金負債 146 170

退職給付引当金 313 320

長期預り保証金 1,056 945

負ののれん 10 7

資産除去債務 17 17

固定負債合計 1,545 1,461

負債合計 3,896 3,480

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,635 1,635

資本剰余金 1 1

利益剰余金 8,696 8,562

自己株式 △116 △117

株主資本合計 10,216 10,081

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 145 219

その他の包括利益累計額合計 145 219

少数株主持分 310 312

純資産合計 10,672 10,614

負債純資産合計 14,568 14,094
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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３四半期連結累計期間 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 4,337 4,667

売上原価 3,124 3,384

売上総利益 1,212 1,283

販売費及び一般管理費 1,533 1,528

営業損失（△） △320 △244

営業外収益   

受取利息 30 69

為替差益 46 76

負ののれん償却額 4 3

持分法による投資利益 67 42

その他 57 14

営業外収益合計 205 206

営業外費用   

支払利息 7 7

売上割引 4 5

固定資産除却損等 2 0

投資有価証券売却損 19 －

デリバティブ損失 52 41

投資顧問手数料 2 －

租税公課 14 14

減価償却費 21 17

その他 13 1

営業外費用合計 138 87

経常損失（△） △252 △125

特別利益   

固定資産売却益 － 36

負ののれん発生益 138 －

特別利益合計 138 36

特別損失   

投資有価証券評価損 11 －

固定資産売却損 － 9

固定資産除却損 19 0

段階取得に係る差損 38 －

ＰＣＢ処理費用 8 －

その他 0 2

特別損失合計 78 12

税金等調整前四半期純損失（△） △192 △101

法人税、住民税及び事業税 9 28

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △202 △129

少数株主利益 0 4

四半期純損失（△） △202 △134
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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：百万円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年１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損失（△） △202 △129

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △11 75

その他の包括利益合計 △11 75

四半期包括利益 △213 △54

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △214 △59

少数株主に係る四半期包括利益 0 4
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(3) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

(4) セグメント情報等 

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間(自 平成 24 年１月１日 至 平成 24 年９月 30 日) 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（単位：百万円） 

 報告セグメント 
調整額 

(注)１ 

四半期連結 

損益計算書 

計上額 

(注)２ 

建設用陶磁器

等事業 

不動産賃貸 

事業 
計 

売上高  

 外部顧客への売上高 4,239 97 4,337 ― 4,337

セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
― 61 61 △61 ―

計 4,239 159 4,339 △61 4,337

セグメント利益又は損失(△) △397 77 △320 △0 △320

(注) １ セグメント利益又は損失(△)の調整額△０百万円には、たな卸資産の調整額が含まれております。 

２ セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整しております。 

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

「建設用陶磁器等事業」セグメントにおいて、持分法適用関連会社であった群馬タイル販売

株式会社を株式の追加取得により完全子会社化し、連結子会社としました。当該事象により、

当第３半期連結累計期間において負ののれん発生益 138 百万円を計上しております。 

 

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間(自 平成 25 年１月１日 至 平成 25 年９月 30 日) 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（単位：百万円） 

 報告セグメント 
調整額 

(注)１ 

四半期連結 

損益計算書 

計上額 

(注)２ 

建設用陶磁器

等事業 

不動産賃貸 

事業 
計 

売上高  

 外部顧客への売上高 4,521 146 4,667 ― 4,667

セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
― 62 62 △62 ―

計 4,521 208 4,730 △62 4,667

セグメント利益又は損失(△) △361 117 △244 △0 △244

(注) １ セグメント利益又は損失(△)の調整額△０百万円には、たな卸資産の調整額が含まれております。 

２ セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整しております。 

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 

 

(5) 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。 
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