
 
 
 
 
 

 
 
 
   

 

 

 
   

   

   

 
     

   

 
 
   

 
 

(％表示は、対前期増減率) 
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(百万円未満四捨五入)

１．平成25年３月期第３四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24年12月31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 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年３月期第３四半期 30,009 △0.8 934 2.6 936 11.8 562 32.7
24年３月期第３四半期 30,261 1.1 910 △21.4 837 △23.0 423 △31.7

(注) 包括利益 25年３月期第３四半期 734百万円( 47.5％) 24年３月期第３四半期 498百万円( 369.1％)

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

25年３月期第３四半期 13.25 ―
24年３月期第３四半期 9.99 ―

（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 ％

25年３月期第３四半期 46,896 12,622 26.9
24年３月期 44,150 12,100 27.4

(参考) 自己資本 25年３月期第３四半期 12,622百万円 24年３月期 12,100百万円

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

24年３月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00
25年３月期 ― 0.00 ―

25年３月期(予想) 5.00 5.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

３．平成25年３月期の連結業績予想（平成24年４月１日～平成25年３月31日）

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 40,500 0.4 1,250 2.2 1,150 0.5 580 6.5 13.68

(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

（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 ： 有

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 有

④ 修正再表示 ： 無

（注）詳細は、添付資料３ページ「サマリー情報（注記事項）に関する事項」をご覧ください。

（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) 25年３月期３Ｑ 42,523,735株 24年３月期 42,523,735株

② 期末自己株式数 25年３月期３Ｑ 128,785株 24年３月期 126,619株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期３Ｑ 42,396,166株 24年３月期３Ｑ 42,398,651株

発行済株式数に関する注記

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開
示時点において、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
 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「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。



  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………２ 

（１）連結経営成績に関する定性的情報 …………………………………………………２ 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 …………………………………………………２ 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 …………………………………………………２ 

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項 ………………………………………………３ 

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ……………………………３ 

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ……………………………３ 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 …………………………３ 

３．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………４ 

（１）四半期連結貸借対照表 ………………………………………………………………４ 

（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 …………………………６ 

   四半期連結損益計算書 ………………………………………………………………６ 

   四半期連結包括利益計算書 …………………………………………………………７ 

（３）継続企業の前提に関する注記 ………………………………………………………８ 

（４）セグメント情報等 ……………………………………………………………………８ 

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ………………………………８ 

  

○添付資料の目次

ダイニック㈱（3551）平成25年３月期　第３四半期決算短信

1



当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、復興関連需要等、内需を中心に緩やかな回復基調

にありましたが、世界経済の減速や日中情勢の悪化等、依然として不透明な状況が続きました。 

  このような状況のもと、当社グループにおきましては、引き続き収益改善への取り組みを継続してま

いりました。 

  その結果、売上高は30,009百万円（前年同四半期比0.8％減）となりました。利益面につきまして

は、営業利益が934百万円（前年同四半期比2.6％増）、経常利益が936百万円（前年同四半期比11.8％

増）、四半期純利益は562百万円（前年同四半期比32.7％増）となりました。 

  

当第３四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2,746百万円増加し、46,896

百万円となりました。これは主に流動資産の現金及び預金が746百万円、受取手形及び売掛金が1,562百

万円、投資有価証券が428百万円増加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2,223百万円増加し、34,274百万円となりました。これは主に

短期借入金が2,256百万円増加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522百万円増加し、12,622百万円となりました。 

  

 通期の業績予想につきましては、平成24年５月18日発表の数値に変更はありません。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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 該当事項はありません。 

（税金費用の計算） 

当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する方法を採用しております。   

(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更)  

当社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取得

した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 この変更による当第３四半期連結累計期間の損益への影響は軽微であります。 

  

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,898,865 3,645,207

受取手形及び売掛金 11,230,533 12,792,131

商品及び製品 3,332,290 3,365,274

仕掛品 817,625 863,718

原材料及び貯蔵品 2,323,050 2,181,701

繰延税金資産 380,665 374,919

その他 255,064 323,395

貸倒引当金 △57,425 △61,567

流動資産合計 21,180,667 23,484,778

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 12,840,813 12,918,309

減価償却累計額 △9,663,647 △9,819,493

建物及び構築物（純額） 3,177,166 3,098,816

機械装置及び運搬具 21,464,132 21,593,244

減価償却累計額 △20,008,843 △20,212,841

機械装置及び運搬具（純額） 1,455,289 1,380,403

工具、器具及び備品 2,677,109 2,731,333

減価償却累計額 △2,471,611 △2,539,937

工具、器具及び備品（純額） 205,498 191,396

土地 10,176,111 10,156,203

リース資産 795,094 861,651

減価償却累計額 △276,907 △368,801

リース資産（純額） 518,187 492,850

建設仮勘定 76,697 212,010

有形固定資産合計 15,608,948 15,531,678

無形固定資産   

のれん 2,375 1,357

その他 36,092 37,750

無形固定資産合計 38,467 39,107

投資その他の資産   

投資有価証券 4,490,004 4,917,961

長期貸付金 30,447 30,347

繰延税金資産 142,033 142,997

その他 2,778,165 2,861,989

貸倒引当金 △118,292 △112,847

投資その他の資産合計 7,322,357 7,840,447

固定資産合計 22,969,772 23,411,232

資産合計 44,150,439 46,896,010
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 9,192,533 8,863,909

短期借入金 9,653,119 11,909,504

リース債務 117,313 122,748

未払法人税等 114,580 296,480

賞与引当金 394,197 308,094

役員賞与引当金 24,240 22,829

設備関係支払手形 172,353 160,449

その他 1,301,307 1,299,391

流動負債合計 20,969,642 22,983,404

固定負債   

長期借入金 4,939,449 5,394,257

リース債務 386,900 357,577

繰延税金負債 343,600 401,958

再評価に係る繰延税金負債 1,503,213 1,501,315

退職給付引当金 2,524,494 2,439,701

環境対策引当金 78,600 78,600

その他 1,304,542 1,117,072

固定負債合計 11,080,798 11,290,480

負債合計 32,050,440 34,273,884

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 4,381,201 4,734,447

自己株式 △28,484 △28,813

株主資本合計 11,093,064 11,445,981

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △179,126 △57,558

土地再評価差額金 2,599,760 2,596,297

為替換算調整勘定 △1,413,699 △1,362,594

その他の包括利益累計額合計 1,006,935 1,176,145

純資産合計 12,099,999 12,622,126

負債純資産合計 44,150,439 46,896,010
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（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３四半期連結累計期間 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 30,261,076 30,009,116

売上原価 24,328,362 24,122,407

売上総利益 5,932,714 5,886,709

販売費及び一般管理費 5,022,538 4,952,536

営業利益 910,176 934,173

営業外収益   

受取利息 7,618 8,435

受取配当金 84,488 84,725

受取賃貸料 108,880 116,036

雑収入 111,911 132,636

営業外収益合計 312,897 341,832

営業外費用   

支払利息 186,524 159,162

為替差損 12,057 1,155

雑損失 187,264 179,352

営業外費用合計 385,845 339,669

経常利益 837,228 936,336

特別利益   

固定資産売却益 2,169 2,676

投資有価証券売却益 － 90,267

退職給付制度改定益 155,514 －

特別利益合計 157,683 92,943

特別損失   

固定資産売却損 1,180 －

固定資産処分損 9,405 21,321

投資有価証券売却損 147,348 －

投資有価証券評価損 9,473 15,964

減損損失 14,156 －

ゴルフ会員権評価損 － 2,916

役員退職慰労金 45,583 －

特別損失合計 227,145 40,201

税金等調整前四半期純利益 767,766 989,078

法人税等 344,361 427,309

少数株主損益調整前四半期純利益 423,405 561,769

四半期純利益 423,405 561,769
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 四半期連結包括利益計算書 
 第３四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 423,405 561,769

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △23,589 121,568

土地再評価差額金 213,396 －

為替換算調整勘定 △106,190 48,359

持分法適用会社に対する持分相当額 △8,974 2,746

その他の包括利益合計 74,643 172,673

四半期包括利益 498,048 734,442

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 498,048 734,442

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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当第３四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31日）  

 該当事項はありません。 

  

  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 

前第３四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年12月31日) 

 
(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、衣料用接着芯地やファンシー商品

及び運送・保管の事業等を含んでおります。 

   ２．セグメント利益の調整額△841,394千円には、セグメント間取引高消去△30,514千円、各報告セグメントに

配分していない全社費用△810,880千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。 

  

当第３四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年12月31日) 

 
(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、衣料用接着芯地やファンシー商品

及び運送・保管の事業等を含んでおります。 

   ２．セグメント利益の調整額△875,216千円には、セグメント間取引高消去△26,955千円、各報告セグメントに

配分していない全社費用△848,261千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。 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31日）  

 該当事項はありません。 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

(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 12,733,082 9,005,512 4,990,754 26,729,348 3,531,728 ― 30,261,076

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

194,140 3,081 15,611 212,832 789,461 △1,002,293 ―

計 12,927,222 9,008,593 5,006,365 26,942,180 4,321,189 △1,002,293 30,261,076

セグメント利益 792,075 279,878 368,491 1,440,444 311,126 △841,394 910,176

(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 12,297,767 9,436,727 4,841,498 26,575,992 3,433,124 ― 30,009,116

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

218,354 26 12,621 231,001 818,260 △1,049,261 ―

計 12,516,121 9,436,753 4,854,119 26,806,993 4,251,384 △1,049,261 30,009,116

セグメント利益 716,429 478,300 305,987 1,500,716 308,673 △875,216 934,173

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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