




 

○添付資料の目次 

 

 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報…………………………………………………………………-  2 - 

(1) 連結経営成績に関する定性的情報…………………………………………………………………………-  2 - 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報…………………………………………………………………………-  3 - 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報…………………………………………………………………………-  3 - 

２．サマリー情報(その他)に関する事項…………………………………………………………………………-  3 - 

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動……………………………………………………-  3 - 

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用……………………………………………………-  3 - 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示…………………………………………………-  3 - 

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要…………………………………………………………………-  3 - 

４．四半期連結財務諸表……………………………………………………………………………………………-  4 - 

(1) 四半期連結貸借対照表………………………………………………………………………………………-  4 - 

(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…………………………………………………-  6 – 

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書……………………………………………………………………-  8 – 

(4) 継続企業の前提に関する注記………………………………………………………………………………- 10 - 

(5) セグメント情報等……………………………………………………………………………………………- 10 - 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記………………………………………………………- 10 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ダントーホールディングス㈱(5337)平成27年12月期　第２四半期決算短信

1



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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益の改善、個人消費や設備投資も上向

き、緩やかながら回復基調で推移しました。 

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、緩やかな持ち直しの傾向はあ

るものの依然として低い水準で推移しており、また、建築コストの上昇や人手不足等の影響もあり、

今後につきましても先行き不透明な状況が続くものと予想されます。 

このような環境下、当社グループは、関東圏の営業体制強化を目的とし、本年１月より株式会社

Ｄａｎｔｏ Ｔｉｌｅの北関東支店を出店させるとともに、各種セール・キャンペーンの実施、商

業店舗及び住宅リフォーム市場等への積極的な営業展開を推し進めております。また、円安による

原材料価格及び製品仕入価格の上昇分について販売価格への転嫁を行い利益率改善に取り組んでお

ります。 

これらの結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は、市場が低迷している中、消費税率引き上

げに伴う需要の反動等もあり厳しい状況で推移し、27 億８千１百万円（前年同四半期 32 億４千６百

万円）となりました。 

利益面につきましては、売上高の減少に伴い、営業損失２億７千３百万円（前年同四半期１億７

千万円）、経常損失２億３千７百万円（前年同四半期２億７千１百万円）、四半期純損失３億円

（前年同四半期３億７百万円）となりました。 

また、前連結会計年度において、株式会社Ｄａｎｔｏが控訴しておりました保証金返還請求訴訟

について、双方が請求を放棄することで和解が成立いたしました。 

なお、当該訴訟に係る損益に与える影響につきましては、前連結会計年度において第一審の判決

に基づき費用計上しているため、当第２四半期連結累計期間においては軽微であります。 

 

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２四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 26 億９千９百万円（前年同

四半期 31 億４千７百万円）、営業損失は３億３千５百万円（前年同四半期２億４千９百万円）とな

りました。 

ロ．不動産賃貸事業 

当第２四半期連結累計期間において、不動産賃貸事業の売上高は１億２千４百万円（前年同四半

期１億４千万円）、営業利益は６千３百万円（前年同四半期７千９百万円）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２四半期連結会計期間末において総資産は、現金及び預金が３億５千５百万円、投資有価証

券が時価評価により３億２百万円及び受取手形及び売掛金が２億３千９百万円減少したこと等に伴

い、前連結会計年度末に比べ９億７千１百万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が２億２千６百万円及び投資有価証券の時価評価等に

伴う繰延税金負債が１億９千万円減少したこと等により、５億５千６百万円の減少となりました。 

純資産は、利益剰余金が３億円及びその他有価証券評価差額金が１億１千４百万円減少したこと

等の結果、４億１千５百万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 

業績予想につきましては、平成 27 年２月 13 日の決算発表時に公表いたしました平成 27 年 12 月

期（平成 27 年１月１日～平成 27 年 12 月 31 日）の業績予想を、平成 27 年８月 12 日に修正を行っ

ております。 

 

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。 

 

(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 

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第 26 号 平成 24 年５月 17 日。以下「退職給付会

計基準」という。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 25 号 

平成 24 年５月 17 日。以下「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第 35 項本文及び

退職給付適用指針第 67 項本文に掲げられた定めについて第１四半期連結会計期間より適用しており

ますが、簡便法を適用しているため、退職給付債務及び勤務費用の計算方法に変更はありません。 

この結果、当第２四半期連結累計期間の損益及び純資産に与える影響はありません。 

 

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

な事象又は状況が存在しておりますが、これは２億７千３百万円の営業損失及び４億２千５百万円

の営業活動によるキャッシュ・フローの減少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を発揮しつつあります。 

このような環境下、当社グループは、関東圏の営業体制強化を目的とし、本年１月より株式会社

Ｄａｎｔｏ Ｔｉｌｅの北関東支店を出店させるとともに、各種セール・キャンペーンの実施、商

業店舗及び住宅リフォーム市場等への積極的な営業展開を推し進めております。 

また、原材料価格及び製品仕入価格の上昇分について販売価格への転嫁を行い利益率の改善に取

り組むとともに、遊休資産の利活用につきましても積極的に進め、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、更なる収益の改善施策に取り組み、当第２四半期連結累計期間計

上の営業損失２億７千３百万円を早期に解消し、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26年12月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成27年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,439 4,083

受取手形及び売掛金 1,399 1,159

商品及び製品 1,101 1,156

仕掛品 46 58

原材料及び貯蔵品 60 61

短期貸付金 14 ―

繰延税金資産 0 0

未収入金 47 30

その他 36 35

貸倒引当金 △3 △3

流動資産合計 7,143 6,582

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,058 1,025

機械装置及び運搬具（純額） 61 62

工具、器具及び備品（純額） 7 6

土地 337 337

有形固定資産合計 1,465 1,431

無形固定資産

ソフトウエア 5 2

その他 82 82

無形固定資産合計 88 85

投資その他の資産

投資有価証券 6,935 6,632

長期貸付金 1,060 1,000

繰延税金資産 21 17

その他 207 158

貸倒引当金 △93 △52

投資その他の資産合計 8,130 7,756

固定資産合計 9,684 9,273

資産合計 16,827 15,856
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成26年12月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成27年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 681 455

短期借入金 737 725

未払金 267 170

未払法人税等 69 70

災害損失引当金 357 345

その他 58 47

流動負債合計 2,172 1,814

固定負債

繰延税金負債 1,113 923

退職給付に係る負債 336 341

長期預り保証金 911 899

負ののれん 2 ―

資産除去債務 17 17

固定負債合計 2,381 2,182

負債合計 4,553 3,996

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 8,449 8,148

自己株式 △119 △120

株主資本合計 9,966 9,665

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,981 1,867

その他の包括利益累計額合計 1,981 1,867

少数株主持分 326 327

純資産合計 12,274 11,859

負債純資産合計 16,827 15,856
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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：百万円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成26年１月１日
至 平成26年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年１月１日
至 平成27年６月30日)

売上高 3,246 2,781

売上原価 2,380 2,046

売上総利益 865 735

販売費及び一般管理費 1,036 1,008

営業損失（△） △170 △273

営業外収益

受取利息 22 16

為替差益 ― 17

負ののれん償却額 2 2

その他 9 27

営業外収益合計 33 63

営業外費用

支払利息 5 4

売上割引 3 3

為替差損 105 ―

固定資産除却損等 0 0

租税公課 9 9

減価償却費 10 6

その他 0 3

営業外費用合計 134 27

経常損失（△） △271 △237

特別損失

投資有価証券評価損 6 ―

固定資産除却損 0 ―

役員退職慰労金 ― 23

その他 1 ―

特別損失合計 8 23

税金等調整前四半期純損失（△） △279 △260

法人税、住民税及び事業税 24 37

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △304 △297

少数株主利益 3 3

四半期純損失（△） △307 △300

ダントーホールディングス㈱(5337)平成27年12月期　第２四半期決算短信

6



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：百万円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成26年１月１日
至 平成26年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年１月１日
至 平成27年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △304 △297

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 120 △113

その他の包括利益合計 120 △113

四半期包括利益 △183 △411

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △186 △415

少数株主に係る四半期包括利益 3 3
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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２四半期連結累計期間
(自 平成26年１月１日
至 平成26年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年１月１日
至 平成27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損失（△） △279 △260

減価償却費 58 50

固定資産売却益 △0 △0

固定資産売却損 ― 0

固定資産除却損 0 ―

投資有価証券評価損 6 ―

負ののれん償却額 △2 △2

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0 △42

退職給付引当金の増減額（△は減少） △2 ―

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） ― 5

災害損失引当金の増減額（△は減少） △12 △11

受取利息及び受取配当金 △22 △16

支払利息 5 4

為替差損益（△は益） 105 △17

売上債権の増減額（△は増加） 68 239

たな卸資産の増減額（△は増加） △50 △66

仕入債務の増減額（△は減少） △254 △226

未払消費税等の増減額（△は減少） △1 △13

預り保証金の増減額（△は減少） △1 △12

その他 △127 △31

小計 △509 △402

利息及び配当金の受取額 14 15

利息の支払額 △5 △4

法人税等の支払額 △31 △34

営業活動によるキャッシュ・フロー △532 △425

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 △5 △13

有形固定資産の売却による収入 0 0

投資有価証券の取得による支出 △609 △0

短期貸付けによる支出 △250 ―

長期貸付金の回収による収入 7 74

投資活動によるキャッシュ・フロー △857 61
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(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成26年１月１日
至 平成26年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年１月１日
至 平成27年６月30日)

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 3,250 3,125

短期借入金の返済による支出 △3,250 △3,137

少数株主への配当金の支払額 △2 △2

その他 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △3 △16

現金及び現金同等物に係る換算差額 △105 17

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,498 △362

現金及び現金同等物の期首残高 5,285 4,439

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,787 4,076
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

(5) セグメント情報等 

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 平成 26 年１月１日 至 平成 26 年６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 3,147 98 3,246 ― 3,246

セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
― 41 41 △41 ―

計 3,147 140 3,287 △41 3,246

セグメント利益又は損失(△) △249 79 △169 △0 △170

(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。 

 

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 平成 27 年１月１日 至 平成 27 年６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 2,699 82 2,781 ― 2,781

セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
― 41 41 △41 ―

計 2,699 124 2,823 △41 2,781

セグメント利益又は損失(△) △335 63 △271 △1 △273

(注) １ セグメント利益又は損失(△)の調整額△１百万円には、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。 

 

(6) 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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