
第３四半期報告書

 本書は、ＥＤＩＮＥＴ（Electronic Disclosure for Investors' NETwork）システ
ムを利用して金融庁に提出した第３四半期報告書の記載事項を、紙媒体と
して作成したものであります。

株式会社ダルトン 
 

(E02799)

7432/2012年



目        次 

【表紙】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  1 

  第一部 【企業情報】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  2 

    第１ 【企業の概況】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  2 

        １ 【主要な経営指標等の推移】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  2 

        ２ 【事業の内容】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  2 

    第２ 【事業の状況】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  3 

        １ 【事業等のリスク】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  3 

        ２ 【経営上の重要な契約等】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  3 

        ３ 【財政状態及び経営成績の分析】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  3 

    第３ 【提出会社の状況】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  5 

        １ 【株式等の状況】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  5 

          （１） 【株式の総数等】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  5 

            ① 【株式の総数】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  5 

            ② 【発行済株式】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  5 

          （２） 【新株予約権等の状況】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  5 

          （３） 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】 ・・・・・・・・・・  5 

          （４） 【ライツプランの内容】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  5 

          （５） 【発行済株式総数、資本金等の推移】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  5 

          （６） 【大株主の状況】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  5 

          （７） 【議決権の状況】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  6 

            ① 【発行済株式】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  6 

            ② 【自己株式等】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  6 

        ２ 【役員の状況】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  7 

    第４ 【経理の状況】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  8 

        １ 【四半期連結財務諸表】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  9 

          （１） 【四半期連結貸借対照表】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  9 

          （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】 ・・・・・・・・・・・ 11 

           【四半期連結損益計算書】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11 

           【第３四半期連結累計期間】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11 

           【四半期連結包括利益計算書】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12 

           【第３四半期連結累計期間】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12 

           【会計方針の変更等】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13 

           【追加情報】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13 

           【注記事項】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13 

           【セグメント情報】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14 

7432/2012年



        ２ 【その他】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15 

  第二部 【提出会社の保証会社等の情報】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16 

レビュー報告書  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 巻末 

7432/2012年



【表紙】 

【提出書類】 四半期報告書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の７第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成24年８月10日 

【四半期会計期間】 第67期第３四半期（自 平成24年４月１日 至 平成24年６月30日） 

【会社名】 株式会社ダルトン 

【英訳名】 DALTON CORPORATION 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  矢澤 英人 

【本店の所在の場所】 

東京都新宿区市谷左内町９番地 

（同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡場所」

で行っております。）  

【電話番号】 該当事項はありません。 

【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。 

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区築地五丁目６番10号 

【電話番号】 ０３（３５４９）６８００（代表) 

【事務連絡者氏名】 代表取締役副社長  東郷 武 

【縦覧に供する場所】 株式会社大阪証券取引所 

（大阪市中央区北浜一丁目８番16号） 

7432/2012年-1-



  

 （注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し
ておりません。 

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。 
３．第66期第３四半期連結累計期間の四半期包括利益の算定にあたり、「包括利益の表示に関する会計基準」
（企業会計基準第25号 平成22年６月30日）を適用し、遡及処理しております。  

４．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

  

 当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営んでいる事業の内容に重要な
変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。 

   

第一部【企業情報】 
第１【企業の概況】 
１【主要な経営指標等の推移】 

回次 
第66期 
第３四半期 
連結累計期間 

第67期 
第３四半期 
連結累計期間 

第66期 

会計期間 自 平成22年10月１日 
至 平成23年６月30日 

自 平成23年10月１日 
至 平成24年６月30日 

自 平成22年10月１日 
至 平成23年９月30日 

売上高（千円）  11,778,545  12,957,592  16,037,467

経常利益（千円）  177,417  11,720  305,141

四半期（当期）純利益（千円）  40,101  21,107  427,572

四半期包括利益又は包括利益（千円）  45,308  21,894  433,772

純資産額（千円）  3,069,099  3,479,452  3,457,557

総資産額（千円）  12,000,376  13,508,959  12,584,995

１株当たり四半期（当期）純利益金額
（円） 

 3.45  1.51  35.04

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）
純利益金額（円） 

 －  －  －

自己資本比率（％）  25.1  25.4  27.0

回次 
第66期 

第３四半期連結 
会計期間 

第67期 
第３四半期連結 
会計期間 

会計期間 自 平成23年４月１日 
至 平成23年６月30日 

自 平成24年４月１日 
至 平成24年６月30日 

１株当たり四半期純損失金額（円）  △17.80  △29.28

２【事業の内容】 
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 当第３四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載
した事業等のリスクについての重要な変更はありません。 
  

 当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。 
   

(1) 業績の状況 
 当第３四半期連結累計期間における我が国経済は、復興需要などを背景に一時的に回復基調となったものの、長
引く欧州諸国の財政問題による世界経済の減速や円高の長期化による輸出企業業績の先行き不安など、依然として
先行き不透明な厳しい状況が継続しております。 
 当社グループを取り巻く環境におきましても、依然として続く公共投資の低調な推移から、激しい受注競争が継
続いたしました。 
 このような厳しい事業環境の中、当社グループは、事業セグメントを超えたグループ間の協力体制を強化したう
えで、顧客密着型の営業活動と採算性を重視した受注確保に重点を置き、売上原価や販売費及び一般管理費の抑制
に努めましたが、受注競争の激化等が影響したことで利益率の低下を招きました。 

 これらの活動の結果、当社グループの売上高は 百万円（対前年同期比10.0％増）、営業利益は 百万円
（対前年同期比64.9％減）、経常利益は 百万円（対前年同期比93.4％減）、四半期純利益は 百万円（対前年同
期比47.4％減）となりました。 

    セグメントの業績は、次のとおりであります。 
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官公庁からの受注が依
然として低迷している中で、得意としている半導体製造環境関連装置であるリフトオフ装置の継続受注に支えら
れ、売上高は8,923百万円（対前年同期比16.2％増）、営業利益は109百万円（対前年同期比0.6％減）となりま
した。 
なお、科学研究施設の売上高は、第２四半期連結会計期間及び第４四半期連結会計期間に集中しており、第１
四半期連結会計期間及び第３四半期連結会計期間は相対的に少なくなる傾向があり、業績に季節的変動がありま
す。 
② 粉体機械等 
 粉体機械等におきましては、依然として厳しい状況の中で積極的な営業展開を進め、売上原価低減につきまし
ても積極的に取り組んでまいりました。しかしながら民間企業からの受注競争が引き続き激化していることか
ら、売上高は4,034百万円（対前年同期比1.6％減）、営業利益は362百万円（対前年同期比24.0％減）となりま
した。 
  
(2) 財政状態の分析 

当第３四半期連結累計期間における資産につきましては、前連結会計年度末から923百万円増加して 百万
円となりました。流動資産は、前連結会計年度末から401百万円増加して 百万円、固定資産は、前連結会計年
度末から517百万円増加して 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８百万円となりま
した。 
 流動資産の増加の主な要因は、現金及び預金が1,136百万円増加したものの受取手形及び売掛金が469百万円減少
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、無形固定資産が387百万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902百万円増加して 百万円となりました。流動負債は、前連
結会計年度末から624百万円増加して 百万円、固定負債は、前連結会計年度末から277百万円増加して 百
万円となりました。 
 流動負債の増加の主な要因は、支払手形及び買掛金が233百万円、短期借入金が158百万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255百万円増加したことによるものであります。 
   

第２【事業の状況】 
１【事業等のリスク】 

２【経営上の重要な契約等】 

３【財政状態及び経営成績の分析】 

12,957 97
11 21

13,508
8,067

5,433

10,029
7,067 2,961
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(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題 
 当第３四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。 
  
(4) 研究開発活動 
 当第３四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、83百万円であります。 
 なお、当第３四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。 
  
(5) 従業員数 
① 連結会社の状況  
 当第３四半期連結累計期間において、株式会社イトーキより研究施設機器事業を譲り受けいたしました。これ
に伴い科学研究施設において37名増加しております。 
② 提出会社の状況  
 当第３四半期連結累計期間において、株式会社イトーキより研究施設機器事業を譲り受けいたしました。これ
に伴い科学研究施設において37名増加しております。 
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①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

  

該当事項はありません。  

  

  該当事項はありません。  
  

 該当事項はありません。 

  

  

 当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。 

第３【提出会社の状況】 
１【株式等の状況】 
(1)【株式の総数等】 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式  42,000,000

計  42,000,000

種類 
第３四半期会計期間末
現在発行数（株） 
(平成24年６月30日) 

提出日現在発行数（株） 
(平成24年８月10日) 

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名 

内容 

普通株式  14,197,438  14,197,438

大阪証券取引所 
ＪＡＳＤＡＱ 
（スタンダード） 

単元株式数1,000株 

計  14,197,438  14,197,438 － － 

(2)【新株予約権等の状況】 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】 

(4)【ライツプランの内容】 

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】 

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
(株) 

発行済株式 
総数残高 
(株) 

資本金増減額 
（千円） 

資本金残高 
（千円） 

資本準備金 
増減額 
（千円） 

資本準備金 
残高 
（千円） 

平成24年４月１日～ 
平成24年６月30日  

 －  14,197,438  －  1,387,182  －  1,113,302

(6)【大株主の状況】 

7432/2012年-5-



 当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記
載することができないことから、直前の基準日（平成24年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしておりま
す。 

①【発行済株式】 

  
②【自己株式等】 

   

(7)【議決権の状況】 

  平成24年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式    198,000 － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式  13,952,000  13,952 － 

単元未満株式 普通株式     47,438 － － 

発行済株式総数  14,197,438 － － 

総株主の議決権 －  13,952 － 

  平成24年６月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所 自己名義所有
株式数（株） 

他人名義所有
株式数（株） 

所有株式数の
合計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

株式会社ダルトン 
東京都新宿区市谷左内町
９番地 

 198,000  －  198,000  1.40

計 －  198,000  －  198,000  1.40
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 該当事項はありません。  
  

２【役員の状況】 
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１．四半期連結財務諸表の作成方法について 
 当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府
令第64号）に基づいて作成しております。 
  

２．監査証明について 
 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（平成24年４月１日から平
成24年６月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成23年10月１日から平成24年６月30日まで）に係る四半期連
結財務諸表について有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。 
  

第４【経理の状況】 
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１【四半期連結財務諸表】 
（１）【四半期連結貸借対照表】 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年９月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   
流動資産   
現金及び預金 2,368,778 3,505,184 
受取手形及び売掛金 3,308,886 2,839,709 
商品及び製品 864,974 815,685 
仕掛品 275,094 229,651 
原材料及び貯蔵品 344,749 377,182 
その他 511,507 308,766 
貸倒引当金 △8,826 △9,028 

流動資産合計 7,665,164 8,067,151 
固定資産   
有形固定資産   
建物及び構築物（純額） 700,868 716,669 
機械装置及び運搬具（純額） 157,302 136,647 
土地 3,160,287 3,160,287 
その他（純額） 76,325 178,948 
有形固定資産合計 4,094,783 4,192,552 

無形固定資産   
のれん 5,278 335,424 
その他 62,676 119,888 
無形固定資産合計 67,955 455,313 

投資その他の資産   
投資有価証券 45,961 54,133 
その他 722,795 752,779 
貸倒引当金 △15,017 △21,051 

投資その他の資産合計 753,739 785,861 

固定資産合計 4,916,479 5,433,727 

繰延資産 3,351 8,081 
資産合計 12,584,995 13,508,959 
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年９月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   
流動負債   
支払手形及び買掛金 3,692,646 3,926,253 
短期借入金 1,771,603 1,930,447 
1年内償還予定の社債 201,300 203,400 
未払法人税等 113,221 67,834 
賞与引当金 196,761 161,121 
製品保証引当金 23,850 35,090 
資産除去債務 5,880 － 
その他 437,905 743,451 
流動負債合計 6,443,168 7,067,598 

固定負債   
社債 94,800 350,600 
長期借入金 902,434 876,904 
退職給付引当金 1,010,700 937,252 
役員退職慰労引当金 98,983 101,363 
資産除去債務 44,273 73,282 
その他 533,078 622,506 
固定負債合計 2,684,269 2,961,909 

負債合計 9,127,438 10,029,507 
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 962,608 983,715 
自己株式 △59,894 △59,894 

株主資本合計 3,406,783 3,427,890 
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 △321 
繰延ヘッジ損益 － △712 
為替換算調整勘定 △1,956 △1,877 

その他の包括利益累計額合計 △5,200 △2,911 

少数株主持分 55,974 54,472 
純資産合計 3,457,557 3,479,452 

負債純資産合計 12,584,995 13,508,959 
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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：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 11,778,545 12,957,592 
売上原価 8,159,828 9,055,163 
売上総利益 3,618,716 3,902,429 
販売費及び一般管理費 3,341,050 3,804,886 
営業利益 277,666 97,542 

営業外収益   
受取利息 1,117 616 
持分法による投資利益 489 － 
保険事務手数料 3,692 3,499 
助成金収入 2,493 300 
為替差益 640 1,652 
その他 4,698 11,596 
営業外収益合計 13,133 17,665 

営業外費用   
支払利息 63,990 50,434 
手形売却損 19,929 17,794 
持分法による投資損失 － 59 
支払手数料 12,738 19,740 
その他 16,724 15,457 
営業外費用合計 113,382 103,487 

経常利益 177,417 11,720 
特別利益   
固定資産売却益 155 1,485 
保険解約返戻金 24,983 55,640 
受取補償金 － 49,821 
その他 50 522 
特別利益合計 25,188 107,469 

特別損失   
固定資産除却損 754 － 
投資有価証券評価損 38 － 
特別退職金 － 36,347 
保険解約損 1,256 － 
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 47,523 36,347 

税金等調整前四半期純利益 155,082 82,842 
法人税、住民税及び事業税 109,665 87,629 
法人税等調整額 △967 △24,403 

法人税等合計 108,698 63,226 

少数株主損益調整前四半期純利益 46,384 19,615 

少数株主利益又は少数株主損失（△） 6,282 △1,491 

四半期純利益 40,101 21,107 
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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：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 46,384 19,615 
その他の包括利益   
その他有価証券評価差額金 △986 2,912 
繰延ヘッジ損益 － △712 
為替換算調整勘定 △88 78 

その他の包括利益合計 △1,075 2,278 

四半期包括利益 45,308 21,894 
（内訳）   
親会社株主に係る四半期包括利益 39,002 23,396 
少数株主に係る四半期包括利益 6,306 △1,501 
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  受取手形割引高 
   

   

前第３四半期連結累計期間（自 平成22年10月１日  至 平成23年６月30日）及び当第３四半期連結累計期間
（自 平成23年10月１日  至 平成24年６月30日） 
 当社グループの売上高は、第２四半期連結会計期間及び第４四半期連結会計期間に集中しており、第１四半
期連結会計期間及び第３四半期連結会計期間は相対的に少なくなる傾向があります。  

  

  当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半
期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次
のとおりであります。 

  

【会計方針の変更等】 

当第３四半期連結累計期間 
（自  平成23年10月１日 
至  平成24年６月30日） 

（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、当第３四半期連結会計期間より平成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。 

【追加情報】 

当第３四半期連結累計期間 
（自  平成23年10月１日 
至  平成24年６月30日） 

（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） 
  第１四半期連結会計期間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。 

40.7
38.0

35.6 51,713
51,713

【注記事項】 
（四半期連結貸借対照表関係） 

   前連結会計年度 
（平成23年９月30日） 

当第３四半期連結会計期間 
（平成24年６月30日） 

受取手形割引高 千円 1,341,587 千円 2,013,596

（四半期連結損益計算書関係） 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

   
前第３四半期連結累計期間 
（自  平成22年10月１日 
至  平成23年６月30日） 

当第３四半期連結累計期間 
（自  平成23年10月１日 
至  平成24年６月30日） 

減価償却費 千円 103,838 千円 130,872
のれんの償却額  1,759  19,228
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Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自 平成22年10月１日 至 平成23年６月30日） 
配当に関する事項 
該当事項はありません。 

  
Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自 平成23年10月１日 至 平成24年６月30日） 
配当に関する事項 
該当事項はありません。 

  

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自 平成22年10月１日 至 平成23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：千円）

（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．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 
   

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３四半期連結累計期間（自 平成23年10月１日 至 平成24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：千円）

（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．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 
   

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。 

   

（株主資本等関係） 

（セグメント情報等） 
【セグメント情報】 

  
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 科学研究施設 粉体機械等 計 

売上高           

外部顧客への売上高  7,680,418  4,098,127  11,778,545  －  11,778,545

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

 －  －  －  －  －

計  7,680,418  4,098,127  11,778,545  －  11,778,545

セグメント利益  110,091  476,842  586,933  △309,267  277,666

△309,267

  
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 科学研究施設 粉体機械等 計 

売上高           

外部顧客への売上高  8,923,166  4,034,426  12,957,592  －  12,957,592

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

 －  －  －  －  －

計  8,923,166  4,034,426  12,957,592  －  12,957,592

セグメント利益  109,427  362,214  471,641  △374,099  97,542

△374,099
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 １株当たり四半期純利益額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 （注）潜在株式調整後１株当たり四半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。 
  

 該当事項はありません。 

  

（１株当たり情報） 

  
前第３四半期連結累計期間 
（自 平成22年10月１日 
至 平成23年６月30日） 

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成23年10月１日 
至 平成24年６月30日） 

１株当たり四半期純利益金額 円 銭 3 45 円 銭 1 51

（算定上の基礎）     

四半期純利益金額（千円）  40,101  21,107

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る四半期純利益金額（千円）  40,101  21,107

普通株式の期中平均株式数（株）  11,599,328  13,998,813

２【その他】 
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 該当事項はありません。 

第二部【提出会社の保証会社等の情報】 
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 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ダルト
ンの平成23年10月１日から平成24年９月30日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成24年４月１日から平成
24年６月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成23年10月１日から平成24年６月30日まで）に係る四半期連結財務
諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レ
ビューを行った。 
  
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任 
 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を
作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 
  
監査人の責任 
 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する
結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し
て四半期レビューを行った。 
 四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質
問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認
められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。 
 当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。 
  
監査人の結論 
 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め
られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ダルトン及び連結子会社の平成24年６月30日現在の財政状態
及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要
な点において認められなかった。 
  
利害関係 
 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上  
  

  独立監査人の四半期レビュー報告書   

平成24年８月10日

株式会社ダルトン 

取締役会 御中 

有限責任 あずさ監査法人 

  
指定有限責任社員 
業務執行社員   公認会計士 斎藤 昇   印 

  指定有限責任社員 
業務執行社員   公認会計士 田中 徹   印 

 （注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期
報告書提出会社）が別途保管しております。 

 ２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。 
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