
 
 

 
 
 

 
平成 19 年３月期  第１四半期財務・業績の概況（非連結） 

    平成 18 年８月４日 
上場会社名 ダイニチ工業株式会社 （コード番号：5951 東証第１部） 

（ＵＲＬ http://www.dainichi-net.co.jp/ ）   

問 合 せ 先       代表者 代表取締役社長 吉井久夫 ＴＥＬ：（025）362－1101 
責任者 取締役総務部長 酒井春男 

 
１．四半期財務情報の作成等に係る事項 
  
① 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 ： 無 
② 最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無 

 
２．平成 19 年３月期第１四半期財務・業績の概況（平成 18 年４月１日 ～ 平成 18 年６月 30 日） 
(1) 経営成績の進捗状況   （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 売 上 高 営 業 利 益      経 常 利 益      
四半期（当期） 
純 利 益       

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19 年３月期第１四半期 80 △16.2 △515 － △473 － △278 －

18 年３月期第１四半期 95 385.1 △449 － △410 － △245 －

(参考)18 年３月期 20,445 43.5 2,873 91.1 2,947 87.8 1,762 84.3

 

 
１株当たり四半期 

（当期）純利益 

潜 在 株 式 調 整 後         
１株当たり四半期 
（当期）純利益 

 円 銭 円 銭

19 年３月期第１四半期 △14 61 －

18 年３月期第１四半期 △12 89 －

(参考)18 年３月期 92 48 －

(注) 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しており
ます。また、(参考)18 年３月期のパーセント表示は、対前期増減率を示しております。 

 
［経営成績の進捗状況に関する定性的情報等］ 
当社は、石油暖房機器が主力であるため、売上は第３四半期に集中する特性があり、第１四

半期では商談が活発に行われますが、例年売上高は僅少であります。 
一方、一般管理費は、四半期ごとにほぼ均等に発生し、売上高には連動しておりません。 
その結果、当第１四半期の売上高は 80 百万円（対前年同四半期比 16.2％減）、営業損失は５

億 15 百万円、経常損失は４億 73 百万円、第１四半期純損失は２億 78 百万円となりました。 
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(2) 財政状態の変動状況      （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 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

19 年３月期第１四半期 22,827 19,785 86.7 1,038 48

18 年３月期第１四半期 20,769 18,425 88.7 967 00

(参考)18 年３月期 25,202 20,549 81.5 1,078 59

 
 
【キャッシュ・フローの状況】    （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 
営業活動による 

キャッシュ・フロー

投資活動による 

キャッシュ・フロー

財務活動による 

キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物

期末残高 

 百万円 百万円 百万円 百万円

19 年３月期第１四半期 739 △402 △318 6,584

18 年３月期第１四半期 158 △250 △265 5,179

(参考)18 年３月期 2,020 △704 △287 6,565

 
［財政状態の変動状況に関する定性的情報等］ 
①財政状態の変動状況 
当第１四半期における総資産は、流動資産の減少により前事業年度末に比べ 23 億 75 百万
円減少し、228 億 27 百万円となりました。また、純資産は四半期純損失および配当金の支
払による利益剰余金の減少により、前事業年度末に比べ７億 64 百万円減少し、197 億 85 百
万円となりました。 
②キャッシュ・フローの状況 
当第１四半期における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ 18百万円増加し、65 億
84 百万円となりました。 
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期純損失４億 61 百万円、棚卸資産の
増加額 33 億 77 百万円、法人税等の支払額 12 億 27 百万円による支出があったものの、売上
債権の減少額 62 億 12 百万円等により７億 39 百万円の獲得となりました。 
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出２億 11 百万円、
投資有価証券の取得による支出１億 90 百万円等により４億２百万円の支出となりました。 
財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額３億 18 百万円等により３億 18 百
万円の支出となりました。 

 
３．平成 19 年３月期の業績予想（平成 18 年４月１日 ～ 平成 19 年３月 31 日） 

 売上高 経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円

中  間  期 3,250 △50 △40

通     期 20,500 3,000 1,800

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）  95 円 48 銭 
 
［業績予想に関する定性的情報等］ 
平成 19 年３月期の業績予想につきましては、平成 18 年５月 12 日発表の平成 18 年３月期決
算短信（非連結）に記載した業績予想に変更はありません。なお、１株当たり予想当期純利益
（通期）につきましては、平成 18 年７月３日に開示した自己株式の取得 200 千株を控除後の
18,852,377 株で算出しております。 
 
※上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分
に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異
なる場合があります。
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〔添付資料〕 
１．（要約）四半期貸借対照表 

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
当四半期 

（平成19年３月期 
第１四半期末）

前年同四半期 
（平成18年３月期 

第１四半期末）
増減 （参考） 

平成18年３月期
科目 

 
金額（千円） 

 
金額（千円） 

 
金額（千円） 増減率 

（％） 金額（千円）

（資産の部）   

Ⅰ 流動資産   

１. 現金及び預金 6,079,889 4,654,238 1,425,651  6,065,466

２. 受取手形 107,229 246,836 △139,607  5,248,807

３. 売掛金 55,705 102,888 △47,182  1,127,046

４. 有価証券 504,419 525,047 △20,627  500,186

５. 棚卸資産 7,146,283 6,741,133 405,150  3,768,569

６. 繰延税金資産 477,328 364,752 112,575  298,351

７. その他 239,779 177,563 62,215  75,237

貸倒引当金 △300 － △300  △12,800

流動資産合計 14,610,336 12,812,460 1,797,875 14.0 17,070,867

Ⅱ 固定資産   

(1)有形固定資産   

１. 建物 2,113,652 2,267,724 △154,071  2,150,242

２. 土地 1,623,336 1,623,336 －  1,623,336

３. その他 1,686,149 1,558,818 127,331  1,615,131

有形固定資産合計 5,423,138 5,449,879 △26,740 △0.5 5,388,711

(2)無形固定資産 29,010 39,557 △10,547 △26.7 31,322

(3)投資その他の資産   

１. 投資有価証券 2,484,215 2,070,167 414,047  2,534,129

２. 繰延税金資産 126,997 200,725 △73,728  21,900

３. その他 157,288 236,453 △79,164  159,125

貸倒引当金 △3,490 △39,950 36,460  △3,490

投資その他の資産合計 2,765,011 2,467,396 297,615 12.1 2,711,665

固定資産合計 8,217,160 7,956,832 260,327 3.3 8,131,698

資産合計 22,827,497 20,769,293 2,058,203 9.9 25,202,565
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（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
当四半期 

（平成19年３月期 
第１四半期末）

前年同四半期 
（平成18年３月期 

第１四半期末）
増減 （参考） 

平成18年３月期
科目 

 
金額（千円） 

 
金額（千円） 

 
金額（千円）増減率 （％） 金額（千円）

（負債の部）   

Ⅰ 流動負債   

１. 買掛金 1,132,165 931,591 200,573  1,179,681

２. 未払法人税等 22,160 21,833 326  1,269,680

３. 賞与引当金 73,041 67,808 5,233  199,442

４. 製品保証引当金 211,000 112,300 98,700  253,000

５. その他 748,153 514,745 233,407  907,532

流動負債合計 2,186,519 1,648,279 538,240 32.7 3,809,336

Ⅱ 固定負債   

１. 再評価に係る繰延税金負債 135,770 － 135,770  135,770

２. 退職給付引当金 84,549 74,256 10,292  68,282

３. 役員退職引当金 623,700 601,350 22,350  619,100

４. その他 11,360 20,301 △8,941  20,301

固定負債合計 855,380 695,908 159,471 22.9 843,455

負債合計 3,041,900 2,344,188 697,712 29.8 4,652,791

（資本の部）   

Ⅰ 資本金 － 4,058,813 － － 4,058,813

Ⅱ 資本剰余金   

１. 資本準備金 － 4,526,572 －  4,526,572

資本剰余金合計 － 4,526,572 － － 4,526,572

Ⅲ 利益剰余金   

１. 利益準備金 － 231,500 －  231,500

２. 任意積立金 － 11,268,359 －  11,268,359

３. 四半期(当期)未処分利益 － 66,208 －  2,073,826

利益剰余金合計 － 11,566,067 － － 13,573,685

Ⅳ 土地再評価差額金 － △1,886,787 － － △2,022,557

Ⅴ その他有価証券評価差額金 － 162,786 － － 417,282

Ⅵ 自己株式 － △2,346 － － △4,021

資本合計 － 18,425,105 － － 20,549,774

負債資本合計 － 20,769,293 － － 25,202,565
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（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
当四半期 

（平成19年３月期 
第１四半期末）

前年同四半期 
（平成18年３月期 

第１四半期末）
増減 （参考） 

平成18年３月期
科目 

 
金額（千円） 

 
金額（千円） 

 
金額（千円）増減率 （％） 金額（千円）

（純資産の部）   

Ⅰ 株主資本   

(1)資本金 4,058,813 － － － －

(2)資本剰余金   

１. 資本準備金 4,526,572 － －  －

資本剰余金合計 4,526,572 － － － －

(3)利益剰余金   

１. 利益準備金 231,500 － －  －

２. その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金 8,320 － －  －

別途積立金 12,260,000 － －  －

繰越利益剰余金 452,545 － －  －

利益剰余金合計 12,952,366 － － － －

(4)自己株式 △4,090 － － － －

株主資本合計 21,533,661 － － － －

Ⅱ 評価・換算差額等   

１. その他有価証券評価差 
額金 274,492 － －  －

２. 土地再評価差額金 △2,022,557 － －  －

評価・換算差額等合計 △1,748,064 － － － －

純資産合計 19,785,596 － － － －

負債及び純資産合計 22,827,497 － － － －
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２．（要約）四半期損益計算書 
（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 

当四半期 
（平成19年３月期 

第１四半期）

前年同四半期 
（平成18年３月期 

第１四半期）
増減 （参考） 

平成18年３月期
科目 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 増減率 
（％） 金額（千円）

Ⅰ 売上高 80,053 95,514 △15,460 △16.2 20,445,166

Ⅱ 売上原価 40,069 54,502 △14,433 △26.5 14,130,231

売上総利益 39,984 41,011 △1,026 △2.5 6,314,934

Ⅲ 販売費及び一般管理費 555,864 490,968 64,895 13.2 3,441,354

営業利益又は営業損失（△） △515,879 △449,956 △65,922 － 2,873,580

Ⅳ 営業外収益 46,152 43,092 3,059 7.1 192,899

Ⅴ 営業外費用 4,088 3,721 367 9.9 119,213

経常利益又は経常損失（△） △473,815 △410,584 △63,230 － 2,947,266

Ⅵ 特別利益 12,500 8,200 4,300 52.4 885

Ⅶ 特別損失 433 2,588 △2,154 △83.3 32,828

税引前四半期純損失（△） 
又は税引前当期純利益 △461,748 △404,973 △56,775 － 2,915,323

法人税、住民税及び事業税 3,750 3,750 － － 1,244,000

法人税等調整額 △187,123 △163,194 △23,928 － △90,765

四半期純損失（△）又は当期
純利益 △278,375 △245,528 △32,846 － 1,762,089
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３．（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書 
（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
当四半期 

（平成19年３月期 
第１四半期） 

前年同四半期 
（平成18年３月期 

第１四半期） 

（参考） 
平成18年３月期 

区分 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ．営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純損失（△） 
又は税引前当期純利益 △461,748 △404,973 2,915,323

減価償却費 135,215 135,397 665,363

役員退職引当金の増加額 4,600 3,350 21,100

貸倒引当金の減少額 △12,500 △8,200 △31,860

賞与引当金の増減額 △126,401 △106,724 24,910

受取利息及び受取配当金 △12,166 △15,749 △60,910

支払利息 － － 860

売上債権の増減額 6,212,919 3,837,898 △2,188,231 

棚卸資産の増減額 △3,377,713 △2,750,516 222,047 

仕入債務の増減額 △47,516 192,779 440,870

未払消費税等の増減額 △213,778 △140,495 73,283

預り金の増減額 △190,420 21,888 166,348 

前受金の増加額 245,478 － 115,658

その他 △203,063 △44,277 187,739

小計 1,952,903 720,379 2,552,502

利息及び配当金の受取額 14,165 18,303 65,628

利息の支払額 － － △860

法人税等の支払額 △1,227,583 △580,655 △596,881 

営業活動によるキャッシュ・フロー 739,485 158,026 2,020,389

Ⅱ．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 △211,694 △150,220 △563,244 

投資有価証券の取得による支出 △190,226 △100,394 △927,918 

投資有価証券の売却による収入 400 － 775,964

その他 △527 92 10,414

投資活動によるキャッシュ・フロー △402,047 △250,522 △704,783 

Ⅲ．財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金による収入 － － 500,000

短期借入金の返済による支出 － － △500,000

配当金の支払額 △318,783 △264,974 △285,786 

自己株式取得による支出 △68 △187 △1,862 

財務活動によるキャッシュ・フロー △318,852 △265,162 △287,649 

Ⅳ．現金及び現金同等物に係る換算差額 70 805 1,557 

Ⅴ．現金及び現金同等物の増減額 18,655 △356,853 1,029,513

Ⅵ．現金及び現金同等物の期首残高 6,565,653 5,536,139 5,536,139

Ⅶ．現金及び現金同等物の期末残高 6,584,309 5,179,286 6,565,653

  

 


