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（百万円未満切捨て）

１．平成20年３月期第１四半期の業績（平成19年４月１日　～　平成19年６月30日）

(1）経営成績 （％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（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期第１四半期 93 16.5 △537 － △472 － △282 －

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

19年３月期 17,107 △16.3 1,686 △41.3 1,847 △37.3 1,953 10.9

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

20年３月期第１四半期 △15 00 － －

19年３月期第１四半期 △14 61 － －

19年３月期 103 24 － －

(2）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

20年３月期第１四半期 24,138 21,225 87.9 1,125 90

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

19年３月期 25,551 21,810 85.4 1,156 91

(3）キャッシュ・フローの状況  

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

20年３月期第１四半期 902 △112 △339 5,737

19年３月期第１四半期 739 △402 △318 6,584

19年３月期 △9 △724 △546 5,285
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２．平成20年３月期の業績予想（平成19年４月１日　～　平成20年３月31日）　【参考】

 （％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

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

中間期 3,600 △6.7 △240 － △200 － △130 － △6 90

通　期 19,000 11.1 2,200 30.5 2,200 19.1 1,350 △30.9 71 61

３．その他

(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　　　：　有

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

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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【定性的情報・財務諸表等】

１．経営成績に関する定性的情報

  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、売上は僅少であります。　

  一方、物流費を除く販売費及び一般管理費は、売上高に連動せず四半期ごとにほぼ均等に発生するため、例年当四半

期は営業損失が発生いたします。

　当第１四半期は、一部原材料の高騰がありましたが、生産・販売ともに概ね計画どおりに推移し、売上高は93百万円

（対前年同四半期比16.5％増）、営業損失は５億37百万円、経常損失は４億72百万円、第１四半期純損失は２億82百万

円となりました。

２．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１四半期末の総資産は、主に売上債権の回収による流動資産の減少により、前事業年度末に比べ14億13百万円

減少し、241億38百万円となりました。負債は主に預り金の返金による流動負債の減少により、前事業年度末に比べ８

億28百万円減少し、29億13百万円となりました。純資産は四半期純損失および剰余金の配当による利益剰余金の減少

により、前事業年度末に比べ５億84百万円減少し、212億25百万円となり、自己資本比率は87.9％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（以下「資金」という。）は、棚卸資産の増加、預り金の減少により、

一部相殺されたものの、売上債権の減少等の要因により、前事業年度末に比べ４億51百万円増加し、当第１四半期末

には 57億37百万円となりました。

　当第１四半期における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果獲得した資金は９億２百万円となりました。これは主に、棚卸資産の増加額26億78百万円、預り

金の減少額６億14百万円等の資金の減少があったものの、売上債権の減少額48億80百万円、減価償却費１億36百万

円等による資金の増加によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は１億12百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得１億円によるもの

であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果使用した資金は３億39百万円となりました。これは主に、配当金の支払額３億39百万円によるも

のであります。

３．業績予想に関する定性的情報

　平成20年３月期の業績予想につきましては、平成19年５月11日発表の平成19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。

４．その他

(1）会計処理の方法における簡便な方法の採用

　該当事項はありません。

 

(2）最近事業年度からの会計処理の方法の変更

  当事業年度より法人税法の改正に伴い、平成19年４月１日以降取得する有形固定資産につきましては、改正法人税

法に規定する減価償却費を計上しております。

  なお、この変更に伴う損益への影響は軽微であります。

 

ダイニチ工業株式会社(5951) 平成 20 年３月期　第１四半期財務・業績の概況

－ 3 －



５．（要約）四半期財務諸表

(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。

科目

前年同四半期
（平成19年３月期
第１四半期末）

当四半期
（平成20年３月期
第１四半期末）

増減
（参考）

平成19年３月期

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 5,326,929 △752,960  4,876,506

２．受取手形 107,229 124,150 16,921  4,254,415

３．売掛金 55,705 67,856 12,151  817,708

４．有価証券 504,419 510,226 5,806  509,295

５．棚卸資産 7,146,283 9,289,572 2,143,289  6,611,441

６．繰延税金資産 477,328 422,825 △54,502  242,142

７．その他 239,779 193,307 △46,472  107,418

貸倒引当金 △300 △400 △100  △10,200

流動資産合計 14,610,336 15,934,469 1,324,133 9.1 17,408,728

Ⅱ　固定資産      

１．有形固定資産      

（1）建物 2,113,652 1,853,777 △259,875  1,881,983

（2）土地 1,623,336 1,489,065 △134,270  1,489,065

（3）その他 1,686,149 1,683,972 △2,176  1,666,165

有形固定資産合計 5,423,138 5,026,815 △396,323 △7.3 5,037,214

２．無形固定資産 29,010 35,117 6,107 21.1 37,688

３．投資その他の資産      

（1）投資有価証券 2,484,215 2,980,289 496,074  2,892,265

（2）繰延税金資産 126,997 103,149 △23,847  120,947

（3）その他 157,288 63,140 △94,148  59,424

貸倒引当金 △3,490 △4,308 △818  △4,308

投資その他の資産合計 2,765,011 3,142,271 377,259 13.6 3,068,328

固定資産合計 8,217,160 8,204,204 △12,955 △0.2 8,143,231

資産合計 22,827,497 24,138,674 1,311,177 5.7 25,551,959
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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。

科目

前年同四半期
（平成19年３月期
第１四半期末）

当四半期
（平成20年３月期
第１四半期末）

増減
（参考）

平成19年３月期

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 1,132,165 863,049 △269,115  924,884

２．未払法人税等 22,160 24,658 2,498  37,599

３．賞与引当金 73,041 74,777 1,736  201,210

４．製品保証引当金 211,000 276,600 65,600  312,000

５．その他 748,153 832,506 84,353  1,444,347

流動負債合計 2,186,519 2,071,591 △114,928 △5.3 2,920,041

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 83,234 △1,314  67,147

３．役員退職引当金 623,700 622,700 △1,000  618,900

４．その他 11,360 － △11,360  －

固定負債合計 855,380 841,704 △13,675 △1.6 821,817

負債合計 3,041,900 2,913,296 △128,604 △4.2 3,741,858

（純資産の部）      

Ⅰ　株主資本      

１．資本金 4,058,813 4,058,813 － － 4,058,813

２．資本剰余金      

（1）資本準備金 4,526,572 4,526,572 －  4,526,572

資本剰余金合計 4,526,572 4,526,572 － － 4,526,572

３．利益剰余金      

（1）利益準備金 231,500 231,500 －  231,500

（2）その他利益剰余金      

固定資産圧縮積立金 8,320 8,196 △124  8,251

別途積立金 12,260,000 12,260,000 －  12,260,000

繰越利益剰余金 452,545 171,409 △281,136  793,552

利益剰余金合計 12,952,366 12,671,105 △281,260 △2.2 13,293,304

４．自己株式 △4,090 △208,546 △204,455 － △208,454

株主資本合計 21,533,661 21,047,945 △485,715 △2.3 21,670,235

Ⅱ　評価・換算差額等      

１．その他有価証券評価差
額金

274,492 309,091 34,598 12.6 271,523

２．土地再評価差額金 △2,022,557 △131,658 1,890,899 △93.5 △131,658

評価・換算差額等合計 △1,748,064 177,432 1,925,497 － 139,865

純資産合計 19,785,596 21,225,378 1,439,781 7.3 21,810,101

負債純資産合計 22,827,497 24,138,674 1,311,177 5.7 25,551,959

ダイニチ工業株式会社(5951) 平成 20 年３月期　第１四半期財務・業績の概況

－ 5 －



(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。

科目

前年同四半期
（平成19年３月期
第１四半期）

当四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

増減
（参考）

平成19年３月期

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 93,289 13,235 16.5 17,107,243

Ⅱ　売上原価 40,069 52,285 12,216 30.5 12,037,283

売上総利益 39,984 41,004 1,019 2.5 5,069,960

Ⅲ　販売費及び一般管理費 555,864 578,302 22,438 4.0 3,383,571

営業利益
又は営業損失（△）

△515,879 △537,298 △21,419 － 1,686,388

Ⅳ　営業外収益 46,152 64,809 18,657 40.4 280,307

Ⅴ　営業外費用 4,088 190 △3,897 △95.3 119,101

経常利益
又は経常損失（△）

△473,815 △472,679 1,135 － 1,847,595

Ⅵ　特別利益 12,500 9,823 △2,676 △21.4 202,381

Ⅶ　特別損失 433 4,649 4,216 972.7 25,385

税引前四半期純損失（△）
又は税引前当期純利益

△461,748 △467,506 △5,757 － 2,024,590

法人税、住民税及び事業税 3,750 3,750 － － 15,000

法人税等調整額 △187,123 △188,393 △1,270 － 56,129

四半期純損失（△）
又は当期純利益

△278,375 △282,862 △4,487 － 1,953,461
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(3）（要約）四半期株主資本等変動計算書

当第１四半期会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年６月30日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本

準備金
資本剰余金

合計
利益
準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計固定資産
圧縮積立金

別途積立金 繰越利益剰余金

平成19年３月31日 残高
（千円）

4,058,813 4,526,572 4,526,572 231,500 8,251 12,260,000 793,552 13,293,304 △208,454 21,670,235

第１四半期会計期間中の
変動額

固定資産圧縮積立金の
取崩し

    △54  54 －  －

剰余金の配当       △339,335 △339,335  △339,335

四半期純利益       △282,862 △282,862  △282,862

自己株式の取得         △91 △91

株主資本以外の項目の
第１四半期会計期間中
の変動額（純額）

          

第１四半期会計期間中の
変動額合計（千円）

－ － － － △54 － △622,143 △622,198 △91 △622,290

平成19年６月30日 残高
（千円）

4,058,813 4,526,572 4,526,572 231,500 8,196 12,260,000 171,409 12,671,105 △208,546 21,047,945

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証
券評価差額金

土地再評価
差額金

評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日 残高
（千円）

271,523 △131,658 139,865 21,810,101

第１四半期会計期間中の
変動額

固定資産圧縮積立金の
取崩し

   －

剰余金の配当    △339,335

四半期純利益    △282,862

自己株式の取得    △91

株主資本以外の項目の
第１四半期会計期間中
の変動額（純額）

37,567 － 37,567 37,567

第１四半期会計期間中の
変動額合計（千円）

37,567 － 37,567 △584,722

平成19年６月30日 残高
（千円）

309,091 △131,658 177,432 21,225,378

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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（参考）前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本

準備金
資本剰余金

合計
利益
準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計固定資産
圧縮積立金

別途積立金 繰越利益剰余金

平成18年３月31日 残高
（千円）

4,058,813 4,526,572 4,526,572 231,500 8,359 11,260,000 2,073,826 13,573,685 △4,021 22,155,049

事業年度中の変動額

固定資産圧縮積立金の
取崩し（注１）

    △107  107 －  －

別途積立金の積立て　　
（注２）

     1,000,000 △1,000,000 －  －

剰余金の配当（注２）       △342,943 △342,943  △342,943

当期純利益       1,953,461 1,953,461  1,953,461

自己株式の取得         △204,432 △204,432

土地再評価差額金取崩額       △1,890,899
△

1,890,899
 

△
1,890,899

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額
（純額）

          

事業年度中の変動額合計
（千円）

－ － － － △107 1,000,000 △1,280,273 △280,381 △204,432 △484,813

平成19年３月31日 残高
（千円）

4,058,813 4,526,572 4,526,572 231,500 8,251 12,260,000 793,552 13,293,304 △208,454 21,670,235

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証
券評価差額金

土地再評価
差額金

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日 残高
（千円）

417,282 △2,022,557 △1,605,275 20,549,774

事業年度中の変動額

固定資産圧縮積立金
の取崩し（注１）

   －

別途積立金の積立て
（注２）

   －

剰余金の配当（注２）    △342,943

当期純利益    1,953,461

自己株式の取得    △204,432

土地再評価差額金取崩額    △1,890,899

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額
（純額）

△145,758 1,890,899 1,745,140 1,745,140

事業年度中の変動額合計
（千円）

△145,758 1,890,899 1,745,140 1,260,326

平成19年３月31日 残高
（千円）

271,523 △131,658 139,865 21,810,101

注１．固定資産圧縮積立金の取崩項目は次のとおりであります。

①　平成18年６月の定時株主総会決議に基づく取崩額　38千円

②　事業年度に係る取崩額　69千円

２．平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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(4）（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。

区分

前年同四半期
（平成19年３月期
第１四半期）

当四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

（参考）
平成19年３月期

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 △467,506 2,024,590

減価償却費 135,215 136,729 704,994

役員退職引当金の増減額 4,600 3,800 △200

貸倒引当金の減少額 △12,500 △9,800 △1,781

賞与引当金の増減額 △126,401 △126,433 1,768

製品保証引当金の増減額 △42,000 △35,400 59,000

受取利息及び受取配当金 △12,166 △17,934 △47,394

支払利息 － － 1,373

有形固定資産売却益 － － △177,142

売上債権の減少額 6,212,919 4,880,116 1,300,911

棚卸資産の増加額 △3,377,713 △2,678,131 △2,842,871

仕入債務の減少額 △47,516 △61,835 △254,797

未払消費税等の減少額 △213,778 － △213,778

預り金の増減額 △190,420 △614,187 480,838

前受金の増減額 245,478 △1,588 277,950

その他 △161,063 △112,322 △124,050

小計 1,952,903 895,507 1,189,412

利息及び配当金の受取額 14,165 17,500 43,129

利息の支払額 － － △1,373

法人税等の支払額 △1,227,583 △10,214 △1,240,612

営業活動によるキャッシュ・フロー 739,485 902,793 △9,444
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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。

区分

前年同四半期
（平成19年３月期
第１四半期）

当四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

（参考）
平成19年３月期

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

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 △100,640 △679,550

有形固定資産の売却による収入 － － 450,000

投資有価証券の取得による支出 △190,226 △5,597 △900,154

投資有価証券の売却による収入 400 187 332,992

その他 △527 △6,384 72,606

投資活動によるキャッシュ・フロー △402,047 △112,434 △724,105

Ⅲ．財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入による収入 － － 1,200,000

短期借入金の返済による支出 － － △1,200,000

配当金の支払額 △318,783 △339,337 △342,114

自己株式取得による支出 △68 △91 △204,432

財務活動によるキャッシュ・フロー △318,852 △339,429 △546,546

Ⅳ．現金及び現金同等物に係る換算差額 70 425 245

Ⅴ．現金及び現金同等物の増減額 18,655 451,353 △1,279,851

Ⅵ．現金及び現金同等物の期首残高 6,565,653 5,285,801 6,565,653

Ⅶ．現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高 6,584,309 5,737,155 5,285,801
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