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（百万円未満切捨て）

１．平成20年３月期第３四半期の業績（平成19年４月１日　～　平成19年12月31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３四半期 13,765 △18.6 1,575 △38.2 1,646 △39.1 979 △39.5

19年３月期第３四半期 16,907 △6.6 2,549 △18.5 2,705 △15.2 1,619 △14.7

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３四半期 52 35  －

19年３月期第３四半期 85 47  －

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３四半期 25,500 22,041 86.4 1,188 14

19年３月期第３四半期 26,414 21,443 81.2 1,137 44

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３四半期 △2,262 △484 △617 1,920

19年３月期第３四半期 △4,485 △1,117 53 1,017

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】

 （％表示は対前期増減率）

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

通　期 14,000 △18.2 500 △70.3 550 △70.2 300 △84.6 16 06

 

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

　当社主力の石油暖房機器において、商品ラインナップの充実により拡販に努めましたが、原油価格の高騰による灯油

価格のアップに加え、11月後半から12月末の最需要期が暖冬気味に推移したため販売の盛り上がりに欠けました。一方、

環境機器においては、加湿器の静音性への評価が浸透し、販売は順調に推移いたしましたが、主力の石油暖房機器の販

売落ち込みを補うことができず、当第３四半期は、前年に比べて売上、利益ともに減少いたしました。

　その結果、当第３四半期の売上高は137億65百万円（前年同期比18.6％減）、営業利益は15億75百万円（前年同期比

38.2％減）、経常利益は16億46百万円（前年同期比39.1％減）、四半期純利益は９億79百万円（前年同期比39.5％減）

となりました。

　なお、当社の業績は季節的変動があり、売上、利益ともに第３四半期に集中し、他の四半期単独の利益はマイナス傾

向となります。

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３四半期末の総資産は、主に売上債権の増加、棚卸資産の減少により、前事業年度末に比べ50百万円減少し、

255億円となりました。負債は主に買掛金の減少による流動負債の減少により、前事業年度末に比べ２億82百万円減少

し、34億59百万円となりました。純資産は四半期純利益の計上により、前事業年度末に比べ２億31百万円増加し、220

億41百万円となり、自己資本比率は86.4％となりました。

②　キャッシュ・フローの状況

　当第３四半期における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税引前四半期純利益の計上があったもの

の、売上債権の増加等の要因により、前事業年度末に比べ33億65百万円減少し、当第３四半期末には 19億20百万円と

なりました。

　当第３四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）

　営業活動の結果減少した資金は22億62百万円となりました。これは主に、税引前四半期純利益15億75百万円、棚

卸資産の減少額９億26百万円、減価償却費５億17百万円等による資金の増加があったものの、売上債権の増加額44

億44百万円、預り金の増加額６億49百万円等の資金の減少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４億84百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出４億66

百万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６億17百万円となりました。これは、配当金の支払額３億38百万円、自己株式の

取得による支出２億78百万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

　業績予想につきましては、平成19年11月９日中間決算短信（非連結）発表時の数値を修正しております。修正内容に

つきましては本日別途公表いたしました「通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

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。

  また、平成19年３月31日以前に取得した資産については改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により取

得価額の５％に到達した事業年度の翌事業年度より、取得価額の５％相当額と備忘価額との差額を５年間にわたり均

等償却し、減価償却費に含めて計上しています。

　これにより営業利益、経常利益および税引前四半期純利益は、それぞれ42百万円減少しております。
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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３四半期末）

当四半期
（平成20年３月期
第３四半期末）

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 1,008,268 2,007,532 999,263  4,876,506

２．受取手形 3,105,193 2,505,913 △599,280  4,254,415

３．売掛金 9,387,052 7,011,208 △2,375,843  817,708

４．有価証券 9,085 13,137 4,052  509,295

５．棚卸資産 4,045,688 5,685,147 1,639,458  6,611,441

６．繰延税金資産 219,364 224,340 4,976  242,142

７．その他 106,903 86,475 △20,427  107,418

貸倒引当金 △25,000 △19,000 6,000  △10,200

流動資産合計 17,856,556 17,514,756 △341,800 △1.9 17,408,728

Ⅱ　固定資産      

１．有形固定資産      

（1）建物 2,042,206 1,834,519 △207,687  1,881,983

（2）土地 1,623,336 1,458,586 △164,750  1,489,065

（3）その他 1,711,376 1,698,568 △12,808  1,666,165

有形固定資産合計 5,376,920 4,991,674 △385,245 △7.2 5,037,214

２．無形固定資産 40,180 28,809 △11,371 △28.3 37,688

３．投資その他の資産      

（1）投資有価証券 2,831,647 2,686,568 △145,079  2,892,265

（2）繰延税金資産 162,741 225,479 62,737  120,947

（3）その他 153,255 58,006 △95,248  59,424

貸倒引当金 △6,308 △4,308 2,000  △4,308

投資その他の資産合計 3,141,336 2,965,746 △175,589 △5.6 3,068,328

固定資産合計 8,558,437 7,986,230 △572,206 △6.7 8,143,231

資産合計 26,414,993 25,500,986 △914,007 △3.5 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３四半期末）

当四半期
（平成20年３月期
第３四半期末）

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 1,249,969 667,638 △582,331  924,884

２．短期借入金 600,000 － △600,000  －

３．未払法人税等 1,040,490 616,860 △423,629  37,599

４．賞与引当金 65,798 66,793 995  201,210

５．製品保証引当金 278,400 348,400 70,000  312,000

６．その他 854,007 870,349 16,342  1,444,347

流動負債合計 4,088,664 2,570,041 △1,518,623 △37.1 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 117,081 115,409 △1,672  67,147

３．役員退職引当金 615,500 638,400 22,900  618,900

４．その他 14,781 － △14,781  －

固定負債合計 883,133 889,579 6,445 0.7 821,817

負債合計 4,971,798 3,459,620 △1,512,177 △30.4 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 8,082 △237  8,251

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

繰越利益剰余金 2,349,989 1,418,083 △931,906  793,552

利益剰余金合計 14,849,810 13,917,666 △932,144 △6.3 13,293,304

４．自己株式 △208,266 △486,731 △278,464 133.7 △208,454

株主資本合計 23,226,929 22,016,320 △1,210,608 △5.2 21,670,235

Ⅱ　評価・換算差額等      

１．その他有価証券評価差
額金

238,823 140,842 △97,980 △41.0 271,523

２．土地再評価差額金 △2,022,557 △115,797 1,906,760 △94.3 △131,658

評価・換算差額等合計 △1,783,734 25,045 1,808,779 － 139,865

純資産合計 21,443,195 22,041,365 598,170 2.8 21,810,101

負債純資産合計 26,414,993 25,500,986 △914,007 △3.5 25,551,959

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

当四半期
（平成20年３月期
第３四半期）

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 16,907,131 13,765,304 △3,141,826 △18.6 17,107,243

Ⅱ　売上原価 11,738,985 9,496,245 △2,242,739 △19.1 12,037,283

売上総利益 5,168,145 4,269,059 △899,086 △17.4 5,069,960

Ⅲ　販売費及び一般管理費 2,618,809 2,693,643 74,834 2.9 3,383,571

営業利益 2,549,336 1,575,415 △973,920 △38.2 1,686,388

Ⅳ　営業外収益 230,221 127,419 △102,802 △44.7 280,307

Ⅴ　営業外費用 74,093 56,334 △17,759 △24.0 119,101

経常利益 2,705,464 1,646,500 △1,058,963 △39.1 1,847,595

Ⅵ　特別利益 － 23 23 － 202,381

Ⅶ　特別損失 9,080 70,965 61,885 681.5 25,385

税引前四半期（当期）純利益 2,696,383 1,575,558 △1,120,825 △41.6 2,024,590

法人税、住民税及び事業税 1,018,000 594,000 △424,000 △41.7 15,000

法人税等調整額 59,315 1,998 △57,316 △96.6 56,129

四半期（当期）純利益 1,619,068 979,559 △639,509 △39.5 1,953,461
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(3）（要約）四半期株主資本等変動計算書

前第３四半期会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年12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

第３四半期会計期間中の
変動額

固定資産圧縮積立金の
取崩し（注）

    △38  38 －  －

別途積立金の積立て
（注）

     1,000,000 △1,000,000 －  －

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

四半期純利益       1,619,068 1,619,068  1,619,068

自己株式の取得         △204,245 △204,245

株主資本以外の項目の
第３四半期会計期間中
の変動額（純額）

          

第３四半期会計期間中の
変動額合計（千円）

－ － － － △38 1,000,000 276,163 1,276,124 △204,245 1,071,879

平成18年12月31日 残高
（千円）

4,058,813 4,526,572 4,526,572 231,500 8,320 12,260,000 2,349,989 14,849,810 △208,266 23,226,929

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

第３四半期会計期間中の
変動額

固定資産圧縮積立金の
取崩し（注）

   －

別途積立金の積立て
（注）

   －

剰余金の配当（注）    △342,943

四半期純利益    1,619,068

自己株式の取得    △204,245

株主資本以外の項目の
第３四半期会計期間中
の変動額（純額）

△178,458 － △178,458 △178,458

第３四半期会計期間中の
変動額合計（千円）

△178,458 － △178,458 893,420

平成18年12月31日 残高
（千円）

238,823 △2,022,557 △1,783,734 21,443,195

（注）１．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。

　　　２．記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

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

－ 7 －



当第３四半期会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年12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３四半期会計期間中の
変動額

固定資産圧縮積立金の
取崩し

    △168  168 －  －

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

四半期純利益       979,559 979,559  979,559

自己株式の取得         △278,277 △278,277

土地再評価差額金取崩
額

      △15,861 △15,861  △15,861

株主資本以外の項目の
第３四半期会計期間中
の変動額（純額）

          

第３四半期会計期間中の
変動額合計（千円）

－ － － － △168 － 624,530 624,362 △278,277 346,084

平成19年12月31日 残高
（千円）

4,058,813 4,526,572 4,526,572 231,500 8,082 12,260,000 1,418,083 13,917,666 △486,731 22,016,320

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３四半期会計期間中の
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    979,559

自己株式の取得    △278,277

土地再評価差額金取崩
額

   △15,861

株主資本以外の項目の
第３四半期会計期間中
の変動額（純額）

△130,681 15,861 △114,819 △114,819

第３四半期会計期間中の
変動額合計（千円）

△130,681 15,861 △114,819 231,264

平成19年12月31日 残高
（千円）

140,842 △115,797 25,045 22,041,365

（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３四半期）

当四半期
（平成20年３月期
第３四半期）

（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（当期）純利益 2,696,383 1,575,558 2,024,590

減価償却費 502,556 517,372 704,994

減損損失 － 34,376 －

役員退職引当金の増減額 △3,600 19,500 △200

貸倒引当金の増減額 15,018 8,800 △1,781

賞与引当金の増減額 △133,644 △134,417 1,768

退職給付引当金の増加額 48,799 48,262 －

製品保証引当金の増加額 － 36,400 59,000

受取利息及び受取配当金 △32,996 △47,617 △47,394

支払利息 657 － 1,373

有形固定資産売却益 － － △177,142

匿名組合償還益 － － △98,892

売上債権の増減額 △6,119,210 △4,444,998 1,300,911

棚卸資産の増減額 △277,118 926,293 △2,842,871

仕入債務の増減額 70,287 △257,246 △254,797

未払消費税等の増減額 △51,555 211,018 △213,778

預り金の増減額 △172,450 △649,441 480,838

前受金の増減額 △108,403 △391,415 277,950

その他 288,366 247,037 △25,158

小計 △3,276,911 △2,300,518 1,189,412

利息及び配当金の受取額 31,543 53,201 43,129

利息の支払額 △1,373 － △1,373

法人税等の支払額 △1,238,469 △15,634 △1,240,612

営業活動によるキャッシュ・フロー △4,485,212 △2,262,951 △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３四半期）

当四半期
（平成20年３月期
第３四半期）

（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 △504,573 △466,847 △679,550

有形固定資産の売却による収入 － 2,666 450,000

投資有価証券の取得による支出 △702,198 △111,797 △900,154

投資有価証券の売却による収入 108,715 100,592 332,992

匿名組合出資金償還による収入 － － 98,892

その他 △19,058 △9,311 △26,285

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,117,114 △484,697 △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 － 1,200,000

短期借入金の返済による支出 △600,000 － △1,200,000

配当金の支払額 △342,054 △338,899 △342,114

自己株式取得による支出 △204,245 △278,277 △204,432

財務活動によるキャッシュ・フロー 53,700 △617,177 △546,546

Ⅳ．現金及び現金同等物に係る換算差額 326 △306 245

Ⅴ．現金及び現金同等物の減少額 △5,548,299 △3,365,131 △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 1,017,353 1,920,669 5,285,801
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