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平成 29 年８月10日 

各 位 

会 社 名 ダイニチ工業株式会社 

代表者名 代表取締役社長 吉井 久夫 

（コード番号：5951 東証第一部）

問合せ先 常務取締役総務部長 酒井 春男 

（TEL  025－362－1101） 

（訂正・数値データ訂正）「平成 30 年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)」

の一部訂正に関するお知らせ 

当社は、平成 29 年７月 31 日に発表いたしました「平成 30 年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕(非連

結)」について一部訂正がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。また、数値データにも訂正があ

りましたので、訂正後の数値データも送信いたします。 

なお、訂正箇所には下線を付しております。 

記 

１．訂正理由 

平成 30 年３月期第１四半期決算短信発表後、四半期財務諸表及び関連する箇所の記載表示に誤りが判明い

たしましたので、提出済みの決算短信を訂正させていただくものであります。 

２．訂正箇所 

① サマリー情報１ページ

（訂正前） 

（百万円未満切捨て） 

１．平成30年３月期第１四半期の業績（平成29年４月１日～平成29年６月30日） 

（１）経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率） 

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

30年３月期第１四半期 617 979.6 △720 － △668 － △466 － 

29年３月期第１四半期 57 △41.0 △784 － △740 － △591 － 

１株当たり四半期純利益 
潜在株式調整後１株当たり四半期 

純利益 

円 銭 円 銭 

30年３月期第１四半期 △26.39 － 

29年３月期第１四半期 △33.44 － 

（２）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 

百万円 百万円 ％ 

30年３月期第１四半期 26,603 23,793 89.4 

29年３月期 28,930 24,545 84.8 

（参考）自己資本 30年３月期第１四半期 23,793 百万円 29年３月期 24,545 百万円 
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（訂正後） 

 （百万円未満切捨て） 

１．平成30年３月期第１四半期の業績（平成29年４月１日～平成29年６月30日） 

（１）経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）  

 売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

30年３月期第１四半期 443 674.3 △755 － △702 － △490 － 

29年３月期第１四半期 57 △41.0 △784 － △740 － △591 － 

 

 １株当たり四半期純利益 
潜在株式調整後１株当たり四半期 

純利益 

 円 銭 円 銭 

30年３月期第１四半期 △27.75 － 

29年３月期第１四半期 △33.44 － 

 

（２）財政状態 

 総資産 純資産 自己資本比率 

 百万円 百万円 ％ 

30年３月期第１四半期 26,579 23,769 89.4 

29年３月期 28,930 24,545 84.8 
 

（参考）自己資本 30年３月期第１四半期 23,769 百万円  29年３月期 24,545 百万円 

② （添付資料２ページ）  

 

１．当四半期決算に関する定性的情報 

（訂正前） 

（１）経営成績に関する説明 

 当社の主力商品である暖房機器は冬季に販売が集中するため、売上は第３四半期会計期間に集中する傾向があり、

第１四半期会計期間の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、売上高に連動せず各四

半期にほぼ均等に発生するため、第１四半期累計期間は営業損失が発生いたします。 

 当第１四半期におきましては、石油暖房機器の輸出が一部前倒しとなった結果、売上は前年同期実績を５億60百万

円、売上総利益は１億10百万円上回りましたが、販売費及び一般管理費が46百万円増加しました。 

 以上の結果、当第１四半期累計期間の業績は、売上高は６億17百万円（前年同期比979.6％増）、営業損失は７億20

百万円（同63百万円減）、経常損失は６億68百万円（同72百万円減）、四半期純損失は４億66百万円（同１億24百万円

減）となりました。 

 

（２）財政状態に関する説明 

資産、負債及び純資産の状況 

 当第１四半期会計期間末の総資産は、主に現金及び預金の減少による流動資産の減少により、前事業年度末に比べ

23億27百万円減少し、266億３百万円となりました。負債は主に未払法人税等の減少による流動負債の減少により、

前年事業年度末に比べ15億75百万円減少し、28億９百万円となりました。純資産は四半期純損失及び剰余金の配当に

よる利益剰余金の減少により、前事業年度末に比べ７億51百万円減少し、237億93百万円となり、自己資本比率は

89.4％となりました。 
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（訂正後） 

（１）経営成績に関する説明 

 当社の主力商品である暖房機器は冬季に販売が集中するため、売上は第３四半期会計期間に集中する傾向があり、

第１四半期会計期間の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、売上高に連動せず各四

半期にほぼ均等に発生するため、第１四半期累計期間は営業損失が発生いたします。 

 当第１四半期におきましては、石油暖房機器の輸出が一部前倒しとなった結果、売上は前年同期実績を３億85百万

円、売上総利益は75百万円上回りましたが、販売費及び一般管理費が46百万円増加しました。 

 以上の結果、当第１四半期累計期間の業績は、売上高は４億43百万円（前年同期比674.3％増）、営業損失は７億55

百万円（同29百万円減）、経常損失は７億２百万円（同37百万円減）、四半期純損失は４億90百万円（同１億 円減）

となりました。 

 

 

（２）財政状態に関する説明 

資産、負債及び純資産の状況 

 当第１四半期会計期間末の総資産は、主に現金及び預金の減少による流動資産の減少により、前事業年度末に比べ

23億51百万円減少し、265億79百万円となりました。負債は主に未払法人税等の減少による流動負債の減少により、

前年事業年度末に比べ15億75百万円減少し、28億９百万円となりました。純資産は四半期純損失及び剰余金の配当に

よる利益剰余金の減少により、前事業年度末に比べ７億75百万円減少し、237億69百万円となり、自己資本比率は

89.4％となりました。 

 

 



- 4 - 
 

③ （添付資料３・４ページ）  

 

２．四半期財務諸表及び主な注記 

（１）四半期貸借対照表 

（訂正前） 

  （単位：千円） 

 
前事業年度 

(平成29年３月31日) 

当第１四半期会計期間 

(平成29年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 14,859,756 10,660,505 

受取手形及び売掛金 1,851,859 528,623 

有価証券 11,887 11,881 

製品 3,917,667 6,599,981 

仕掛品 147,254 144,056 

原材料及び貯蔵品 716,504 709,534 

繰延税金資産 211,781 414,048 

その他 49,714 279,354 

貸倒引当金 △1,000 △1,000 

流動資産合計 21,765,426 19,346,985 

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 2,203,347 2,159,794 

土地 2,087,425 2,087,425 

その他（純額） 1,444,710 1,432,620 

有形固定資産合計 5,735,482 5,679,839 

無形固定資産 27,811 24,035 

投資その他の資産   

投資有価証券 1,366,238 1,518,377 

その他 36,445 34,788 

貸倒引当金 △579 △579 

投資その他の資産合計 1,402,103 1,552,586 

固定資産合計 7,165,398 7,256,461 

資産合計 28,930,824 26,603,447 



- 5 - 
 

  （単位：千円） 

 
前事業年度 

(平成29年３月31日) 

当第１四半期会計期間 

(平成29年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,002,928 969,098 

未払法人税等 191,488 16,816 

賞与引当金 249,690 84,435 

製品保証引当金 160,800 145,300 

その他 1,766,131 536,596 

流動負債合計 3,371,038 1,752,246 

固定負債   

繰延税金負債 109,826 150,787 

再評価に係る繰延税金負債 102,230 102,230 

退職給付引当金 379,424 391,024 

役員退職慰労引当金 423,196 413,500 

固定負債合計 1,014,677 1,057,541 

負債合計 4,385,715 2,809,788 

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,058,813 4,058,813 

資本剰余金 4,526,572 4,526,572 

利益剰余金 16,530,020 15,674,310 

自己株式 △989,902 △989,902 

株主資本合計 24,125,503 23,269,793 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 486,593 590,853 

土地再評価差額金 △66,988 △66,988 

評価・換算差額等合計 419,605 523,865 

純資産合計 24,545,108 23,793,658 

負債純資産合計 28,930,824 26,603,447 
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（訂正後） 

  （単位：千円） 

 
前事業年度 

(平成29年３月31日) 

当第１四半期会計期間 

(平成29年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 14,859,756 10,660,505 

受取手形及び売掛金 1,851,859 353,920 

有価証券 11,887 11,881 

製品 3,917,667 6,739,951 

仕掛品 147,254 144,056 

原材料及び貯蔵品 716,504 709,534 

繰延税金資産 211,781 424,707 

その他 49,714 279,354 

貸倒引当金 △1,000 △1,000 

流動資産合計 21,765,426 19,322,912 

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 2,203,347 2,159,794 

土地 2,087,425 2,087,425 

その他（純額） 1,444,710 1,432,620 

有形固定資産合計 5,735,482 5,679,839 

無形固定資産 27,811 24,035 

投資その他の資産   

投資有価証券 1,366,238 1,518,377 

その他 36,445 34,788 

貸倒引当金 △579 △579 

投資その他の資産合計 1,402,103 1,552,586 

固定資産合計 7,165,398 7,256,461 

資産合計 28,930,824 26,579,374 

 



- 7 - 
 

  （単位：千円） 

 
前事業年度 

(平成29年３月31日) 

当第１四半期会計期間 

(平成29年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,002,928 969,098 

未払法人税等 191,488 16,816 

賞与引当金 249,690 84,435 

製品保証引当金 160,800 145,300 

その他 1,766,131 536,596 

流動負債合計 3,371,038 1,752,246 

固定負債   

繰延税金負債 109,826 150,787 

再評価に係る繰延税金負債 102,230 102,230 

退職給付引当金 379,424 391,024 

役員退職慰労引当金 423,196 413,500 

固定負債合計 1,014,677 1,057,541 

負債合計 4,385,715 2,809,788 

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,058,813 4,058,813 

資本剰余金 4,526,572 4,526,572 

利益剰余金 16,530,020 15,650,237 

自己株式 △989,902 △989,902 

株主資本合計 24,125,503 23,245,720 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 486,593 590,853 

土地再評価差額金 △66,988 △66,988 

評価・換算差額等合計 419,605 523,865 

純資産合計 24,545,108 23,769,585 

負債純資産合計 28,930,824 26,579,374 

 

 



- 8 - 
 

 

④ （添付資料５ページ） 

 
（２）四半期損益計算書 

（第１四半期累計期間） 

（訂正前） 

  （単位：千円） 

 

前第１四半期累計期間 

(自 平成28年４月１日 

 至 平成28年６月30日) 

当第１四半期累計期間 

(自 平成29年４月１日 

 至 平成29年６月30日) 

売上高 57,218 617,744 

売上原価 35,271 485,653 

売上総利益 21,946 132,090 

販売費及び一般管理費 806,738 853,018 

営業損失（△） △784,792 △720,927 

営業外収益   

受取利息 909 660 

受取配当金 20,458 17,927 

作業屑収入 6,918 8,947 

受取賃貸料 5,341 5,562 

その他 11,997 19,749 

営業外収益合計 45,625 52,846 

営業外費用   

為替差損 1,079 20 

その他 - 26 

営業外費用合計 1,079 47 

経常損失（△） △740,245 △668,128 

特別損失   

固定資産除却損 121 2,720 

特別損失合計 121 2,720 

税引前四半期純損失（△） △740,367 △670,849 

法人税、住民税及び事業税 5,475 5,500 

法人税等調整額 △154,593 △209,675 

法人税等合計 △149,118 △204,175 

四半期純損失（△） △591,248 △466,673 
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（訂正後） 

  （単位：千円） 

 

前第１四半期累計期間 

(自 平成28年４月１日 

 至 平成28年６月30日) 

当第１四半期累計期間 

(自 平成29年４月１日 

 至 平成29年６月30日) 

売上高 57,218 443,041 

売上原価 35,271 345,683 

売上総利益 21,946 97,358 

販売費及び一般管理費 806,738 853,018 

営業損失（△） △784,792 △755,660 

営業外収益   

受取利息 909 660 

受取配当金 20,458 17,927 

作業屑収入 6,918 8,947 

受取賃貸料 5,341 5,562 

その他 11,997 19,749 

営業外収益合計 45,625 52,846 

営業外費用   

為替差損 1,079 20 

その他 - 26 

営業外費用合計 1,079 47 

経常損失（△） △740,245 △702,861 

特別損失   

固定資産除却損 121 2,720 

特別損失合計 121 2,720 

税引前四半期純損失（△） △740,367 △705,581 

法人税、住民税及び事業税 5,475 5,500 

法人税等調整額 △154,593 △220,335 

法人税等合計 △149,118 △214,835 

四半期純損失（△） △591,248 △490,746 

 

 

 

 

 

以 上 


