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(百万円未満四捨五入)

１．2021年３月期第２四半期の連結業績（2020年４月１日～2020年９月30日）

（１）連結経営成績(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
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年３月期第２四半期 17,520 △14.2 246 △44.9 306 △41.5 87 △62.5

2020年３月期第２四半期 20,420 2.3 447 2.1 523 7.9 231 △38.1
(注)包括利益 2021年３月期第２四半期 △60百万円( ―％) 2020年３月期第２四半期 △507百万円( ―％)
　

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

2021年３月期第２四半期 10.22 ―

2020年３月期第２四半期 27.26 ―
　　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2021年３月期第２四半期 50,711 18,953 36.7

2020年３月期 52,752 19,267 35.8
(参考) 自己資本 2021年３月期第２四半期 18,588百万円 2020年３月期 18,863百万円
　　

　

２．配当の状況

年間配当金

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

2020年３月期 ― 0.00 ― 30.00 30.00

2021年３月期 ― 0.00

2021年３月期(予想) ― 25.00 25.00

(注)１．直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　

(注)２．2020年３月期期末の配当金30円は、創立100周年記念配当５円を含んでおります。

３．2021年３月期の連結業績予想（2020年４月１日～2021年３月31日）

(％表示は、対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

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 35,000 △14.4 450 △56.9 700 △39.3 550 △24.2 64.90
(注)直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
　



※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 ―社（社名） ― 、除外 ―社（社名） ―
　

　

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有
　

　

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無
　

　

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 2021年３月期２Ｑ 8,504,747株 2020年３月期 8,504,747株

② 期末自己株式数 2021年３月期２Ｑ 30,299株 2020年３月期 30,177株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年３月期２Ｑ 8,474,513株 2020年３月期２Ｑ 8,474,595株
　

　
　

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

（業績予想の適切な利用に関する説明）
　本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると
判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業
績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあた
っての注意事項等については、添付資料２ページ「１.当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想などの
将来予測情報に関する説明」をご覧ください。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルスの感染拡大により、企業活動や個人消費

が制限され、企業業績は大きく悪化しました。感染拡大が収束する目途が立たず、先行き不透明な状況にありま

す。

このような状況のもと、当社グループにおきましては、お取引先をはじめとして関係者の皆様と従業員の安全を

最優先に考えた感染防止の対策をとり事業活動を進めてまいりました。その中で、７月29日に当社滋賀工場の壁紙

製造ラインにおいて火災事故が発生し、お取引先及び関係者の皆様に多大なご迷惑をお掛けしましたことを改めて

お詫び申し上げます。

コロナ禍によるイベントの中止や各方面での生産休止等の影響は大きく、更に滋賀工場の火災による損失もあり

大幅な減収減益となりました。

その結果、売上高は17,520百万円（前年同四半期比14.2％減）となりました。利益面につきましては、営業利益

が246百万円（前年同四半期比44.9％減）、経常利益が306百万円（前年同四半期比41.5％減）、親会社株主に帰属

する四半期純利益は87百万円（前年同四半期比62.5％減）となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比較して2,042百万円減少し、50,711百万円となり

ました。これは主に受取手形及び売掛金が1,493百万円、現金及び預金が399百万円、電子記録債権が324百万円減少

したことなどによるものであります。

　負債は、前連結会計年度末と比較して1,728百万円減少し、31,758百万円となりました。これは主に支払手形及び

買掛金が1,315百万円、短期借入金が89百万円減少したことなどによるものであります。

　純資産は、前連結会計年度末と比較して314百万円減少し、18,953百万円となりました。これは主に利益剰余金が

168百万円、為替換算調整勘定が107百万円減少したことなどによるものであります。

当第２四半期連結累計期間に係るキャッシュ・フローの状況は以下の通りです。

営業活動によるキャッシュ・フローでは、減価償却費699百万円、売上債権の減少1,749百万円、仕入債務の減少

1,235百万円などにより当第２四半期連結累計期間は740百万円の収入（前年同四半期585百万円の支出）となりまし

た。

投資活動によるキャッシュ・フローでは、定期預金の純減少29百万円、有形固定資産の取得による支出788百万円

などにより当第２四半期連結累計期間は760百万円の支出となりました。これは前第２四半期連結累計期間の714百

万円の支出に対し46百万円の支出の増加となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローでは、リース債務の返済による支出62百万円、配当金の支払254百万円などに

より当第２四半期連結累計期間は323百万円の支出（前年同四半期1,558百万円の収入）となりました。

この結果、当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、2,906百万円となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2021年３月期の連結業績予想及び配当予想につきましては、新型コロナウイルスの影響について合理的に算定す

ることは困難であることから未定としておりましたが、現時点で入手可能な情報や予測等に基づき業績予想を算定

いたしました。

詳細につきましては、2020年10月９日に公表いたしました「業績予想及び配当予想に関するお知らせ」をご参照

ください。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,535,666 3,136,658

受取手形及び売掛金 8,140,848 6,647,700

電子記録債権 3,943,273 3,619,020

商品及び製品 3,958,629 3,996,188

仕掛品 1,142,066 1,182,614

原材料及び貯蔵品 2,229,433 2,173,096

その他 482,420 635,483

貸倒引当金 △86,694 △84,383

流動資産合計 23,345,641 21,306,376

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 16,290,838 16,446,104

減価償却累計額 △11,047,294 △11,177,942

建物及び構築物（純額） 5,243,544 5,268,162

機械装置及び運搬具 22,952,119 23,012,526

減価償却累計額 △19,278,253 △19,435,511

機械装置及び運搬具（純額） 3,673,866 3,577,015

工具、器具及び備品 2,985,053 3,016,320

減価償却累計額 △2,592,189 △2,654,991

工具、器具及び備品（純額） 392,864 361,329

土地 10,218,806 10,194,287

リース資産 306,802 285,231

減価償却累計額 △143,575 △123,923

リース資産（純額） 163,227 161,308

使用権資産 330,888 316,207

減価償却累計額 △59,312 △80,802

使用権資産（純額） 271,576 235,405

建設仮勘定 124,992 354,289

有形固定資産合計 20,088,875 20,151,795

無形固定資産

のれん 56,404 48,883

その他 59,092 56,595

無形固定資産合計 115,496 105,478

投資その他の資産

投資有価証券 5,020,336 4,990,915

退職給付に係る資産 99,516 147,095

繰延税金資産 533,844 532,077

投資不動産 3,373,588 3,321,868

減価償却累計額 △976,262 △947,427

投資不動産（純額） 2,397,326 2,374,441

長期貸付金 2,465 2,165

その他 1,189,476 1,142,068

貸倒引当金 △40,716 △41,762

投資その他の資産合計 9,202,247 9,146,999

固定資産合計 29,406,618 29,404,272

資産合計 52,752,259 50,710,648



ダイニック株式会社(3551) 2021年３月期 第２四半期決算短信

4

(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 7,656,262 6,340,859

短期借入金 13,714,187 13,625,206

リース債務 107,031 98,359

未払法人税等 191,310 121,457

賞与引当金 423,114 392,584

役員賞与引当金 24,920 20,678

環境対策引当金 6,248 ―

設備関係支払手形 447,433 474,200

その他 1,040,101 845,134

流動負債合計 23,610,606 21,918,477

固定負債

長期借入金 5,994,494 6,019,648

リース債務 340,380 312,634

繰延税金負債 1,245,888 1,279,762

再評価に係る繰延税金負債 1,298,595 1,298,595

環境対策引当金 9,389 9,309

関係会社整理損失引当金 209,102 151,032

退職給付に係る負債 488,891 495,237

その他 288,107 273,194

固定負債合計 9,874,846 9,839,411

負債合計 33,485,452 31,757,888

純資産の部

株主資本

資本金 5,795,651 5,795,651

資本剰余金 944,696 944,696

利益剰余金 8,677,311 8,509,656

自己株式 △32,780 △32,874

株主資本合計 15,384,878 15,217,129

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,100,045 1,088,692

土地再評価差額金 2,799,017 2,799,017

為替換算調整勘定 △238,612 △345,593

退職給付に係る調整累計額 △182,395 △171,389

その他の包括利益累計額合計 3,478,055 3,370,727

非支配株主持分 403,874 364,904

純資産合計 19,266,807 18,952,760

負債純資産合計 52,752,259 50,710,648



ダイニック株式会社(3551) 2021年３月期 第２四半期決算短信

5

（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

売上高 20,419,972 17,520,376

売上原価 16,683,565 14,319,016

売上総利益 3,736,407 3,201,360

販売費及び一般管理費 3,289,549 2,955,103

営業利益 446,858 246,257

営業外収益

受取利息 11,936 10,836

受取配当金 70,889 65,190

受取賃貸料 99,592 97,969

雑収入 92,602 100,493

営業外収益合計 275,019 274,488

営業外費用

支払利息 100,690 87,701

為替差損 5,742 20,478

雑損失 92,654 106,857

営業外費用合計 199,086 215,036

経常利益 522,791 305,709

特別利益

固定資産売却益 400 4,127

補助金収入 ― 113,608

特別利益合計 400 117,735

特別損失

災害による損失 ― 98,492

固定資産処分損 9,817 8,039

投資有価証券評価損 181,715 3,998

ゴルフ会員権貸倒引当金繰入額 ― 1,200

新型コロナウイルス感染症による損失 ― 124,127

特別損失合計 191,532 235,856

税金等調整前四半期純利益 331,659 187,588

法人税等 112,428 123,908

四半期純利益 219,231 63,680

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △11,801 △22,902

親会社株主に帰属する四半期純利益 231,032 86,582
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四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

四半期純利益 219,231 63,680

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △684,150 △11,353

為替換算調整勘定 △51,844 △117,388

退職給付に係る調整額 5,686 11,006

持分法適用会社に対する持分相当額 3,800 △5,661

その他の包括利益合計 △726,508 △123,396

四半期包括利益 △507,277 △59,716

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △495,747 △20,746

非支配株主に係る四半期包括利益 △11,530 △38,970
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 331,659 187,588

減価償却費 689,984 699,046

のれん償却額 7,521 7,521

賞与引当金の増減額（△は減少） 25,127 △30,530

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △2,966 △4,242

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △88,377 17,799

貸倒引当金の増減額（△は減少） △146 119

受取利息及び受取配当金 △82,825 △76,026

支払利息 100,690 87,701

固定資産売却損益（△は益） △400 △4,127

固定資産処分損益（△は益） 9,817 8,039

投資有価証券評価損益（△は益） 181,715 3,998

補助金収入 ― △113,608

災害による損失 ― 98,492

新型コロナウイルス感染症による損失 ― 124,127

売上債権の増減額（△は増加） △58,993 1,749,134

たな卸資産の増減額（△は増加） 62,647 △101,872

仕入債務の増減額（△は減少） △1,618,658 △1,235,170

未払消費税等の増減額（△は減少） 72,715 △165,782

その他 △187,434 △282,790

小計 △557,924 969,417

利息及び配当金の受取額 86,778 70,337

利息の支払額 △100,017 △88,632

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △13,710 △123,818

補助金の受取額 ― 59,453

災害による損失の支払額 ― △37,253

新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 ― △109,084

営業活動によるキャッシュ・フロー △584,873 740,420

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △212,697 △261,385

定期預金の払戻による収入 158,153 290,879

有形固定資産の取得による支出 △652,409 △788,463

有形固定資産の売却による収入 515 4,309

無形固定資産の取得による支出 △457 △124

投資有価証券の取得による支出 △10,568 △11,567

投資不動産の取得による支出 ― △980

その他 3,350 6,922

投資活動によるキャッシュ・フロー △714,113 △760,409
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(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 2,156,105 36,110

長期借入れによる収入 1,513,550 1,813,620

長期借入金の返済による支出 △1,841,183 △1,856,148

リース債務の返済による支出 △59,066 △61,780

自己株式の取得による支出 △15 △94

配当金の支払額 △211,865 △254,237

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,557,526 △322,529

現金及び現金同等物に係る換算差額 △29,761 △20,410

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 228,779 △362,928

現金及び現金同等物の期首残高 3,082,873 3,268,647

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,311,652 2,905,719
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（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

(税金費用の計算)

税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会

計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実

効税率を使用する方法によっております。
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（セグメント情報等）

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年９月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

報告セグメント

その他
（注）１

調整額
（注）２

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）３

印刷情報
関連事業

住生活
環境関連

事業

包材関連
事業

計

売上高

外部顧客への売上高 8,701,167 6,901,627 3,366,250 18,969,044 1,450,928 ― 20,419,972

セグメント間の内部売上高
又は振替高

81,836 6,349 111 88,296 492,744 △581,040 ―

計 8,783,003 6,907,976 3,366,361 19,057,340 1,943,672 △581,040 20,419,972

セグメント利益 496,721 167,082 205,525 869,328 58,829 △481,299 446,858

(注) １．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ファンシー商品及び運送・庫内整

理等の事業を含んでおります。

２．セグメント利益の調整額△481,299千円には、セグメント間取引高消去31,736千円、各報告セグメントに配

分していない全社費用△513,035千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない

一般管理費及び研究開発費であります。

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年９月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

報告セグメント

その他
（注）１

調整額
（注）２

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）３

印刷情報
関連事業

住生活
環境関連

事業

包材関連
事業

計

売上高

外部顧客への売上高 7,326,034 5,534,827 3,366,948 16,227,809 1,292,567 ― 17,520,376

セグメント間の内部売上高
又は振替高

129,906 159 40 130,105 488,655 △618,760 ―

計 7,455,940 5,534,986 3,366,988 16,357,914 1,781,222 △618,760 17,520,376

セグメント利益 322,072 37,772 261,424 621,268 58,610 △433,621 246,257

(注) １．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ファンシー商品及び運送・庫内整

理等の事業を含んでおります。

２．セグメント利益の調整額△433,621千円には、セグメント間取引高消去28,830千円、各報告セグメントに配

分していない全社費用△462,451千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない

一般管理費及び研究開発費であります。

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。


