
 

 

平成 28 年３月 18 日 

各  位 

会 社 名        株式会社ダイナック 

  代 表 者 名  代表取締役社長 若杉 和正 

（コード番号 ２６７５ 東証第二部） 

問 合 せ 先  執行役員 管理統括本部長、 

管理本部長、法務・総務部長 

保坂 孝徳 

（ＴＥＬ ０３－３３４１－４２１６） 

 

 

（訂正）「平成 25 年 12 月期 決算短信 [日本基準]（非連結）」の一部訂正について 

 

平成 26 年２月６日に提出しました「平成 25 年 12 月期 決算短信 [日本基準]（非連結）」の記載事項につきまして、当社は厚

生年金基金制度に加入しておりますが、厚生年金基金への拠出額の科目誤り（福利厚生費に退職給付費用を含めて表示）がありま

したので、以下のとおり訂正いたします。 

 

 

  

【訂正箇所】 

４ 財務諸表 

（２）損益計算書 

  

 ※訂正箇所は＿＿＿線で示しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（訂正前） 

４.財務諸表 

（２）損益計算書 

  （単位：千円） 

 前事業年度 

（自 平成 24 年１月１日 

 至 平成 24 年 12 月 31 日）

当事業年度 

（自 平成 25 年１月１日 

 至 平成 25 年 12 月 31 日） 

<前略>  

販売費及び一般管理費  

販売促進費 502,100 519,675 

貸倒引当金繰入額 256 － 

役員報酬 49,860 49,760 

給料及び手当 1,151,661 1,175,521 

役員賞与引当金繰入額 16,800 16,800 

退職給付費用 64,905 52,909 

役員退職慰労引当金繰入額 9,155 8,825 

福利厚生費 282,813 295,158 

消耗品費 107,462 184,123 

支払手数料 442,884 458,538 

賃借料 162,036 140,488 

減価償却費 24,178 34,380 

その他 475,310 495,826 

販売費及び一般管理費合計 3,289,425 3,432,008 

<後略>  

  

製品製造原価及び営業原価明細書 

  <前略> 

（脚注） 

前事業年度 

（自 平成 24 年１月１日 

   至 平成 24 年 12 月 31 日） 

当事業年度 

（自 平成 25 年１月１日 

   至 平成 25 年 12 月 31 日） 

※１.労務費には、退職給付費用 135,361 千円が含まれ

ております。 

※１.労務費には、退職給付費用 131,161 千円が含ま

れております。 

※２.経費のうち主なものは次のとおりであります。 ※２.経費のうち主なものは次のとおりであります。 

   賃借料 5,192,273 千円    賃借料 5,147,686 千円 

   水道光熱費 1,374,081 千円    水道光熱費 1,423,012 千円 

   減価償却費 689,639 千円    減価償却費 689,521 千円 

   消耗品費 627,231 千円    消耗品費 680,027 千円 
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（訂正後） 

４.財務諸表 

（２）損益計算書 

 （単位：千円） 

 前事業年度 

（自 平成 24 年１月１日 

 至 平成24年12月31日）

当事業年度 

（自 平成 25 年１月１日 

 至 平成 25年 12月 31日） 

<前略>  

販売費及び一般管理費  

販売促進費 502,100 519,675 

貸倒引当金繰入額 256 － 

役員報酬 49,860 49,760 

給料及び手当 1,151,661 1,175,521 

役員賞与引当金繰入額 16,800 16,800 

退職給付費用 129,011 123,065 

役員退職慰労引当金繰入額 9,155 8,825 

福利厚生費 218,707 225,002 

消耗品費 107,462 184,123 

支払手数料 442,884 458,538 

賃借料 162,036 140,488 

減価償却費 24,178 34,380 

その他 475,310 495,826 

販売費及び一般管理費合計 3,289,425 3,432,008 

<後略>  

 

製品製造原価及び営業原価明細書 

<前略> 

（脚注） 

前事業年度 

（自 平成 24 年１月１日 

   至 平成 24 年 12 月 31 日） 

当事業年度 

（自 平成 25 年１月１日 

   至 平成 25 年 12 月 31 日） 

※１.労務費には、退職給付費用 332,902 千円が含まれ

ております。 

※１.労務費には、退職給付費用 335,051 千円が含ま

れております。 

※２.経費のうち主なものは次のとおりであります。 ※２.経費のうち主なものは次のとおりであります。 

   賃借料 5,192,273 千円    賃借料 5,147,686 千円 

   水道光熱費 1,374,081 千円    水道光熱費 1,423,012 千円 

   減価償却費 689,639 千円    減価償却費 689,521 千円 

   消耗品費 627,231 千円    消耗品費 680,027 千円 
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