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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等

　

回次
第49期

第２四半期連結
累計期間

第50期
第２四半期連結
累計期間

第49期
第２四半期連結
会計期間

第50期
第２四半期連結
会計期間

第49期

会計期間

自  平成20年
    ４月１日
至  平成20年
    ９月30日

自  平成21年
    ４月１日
至  平成21年
    ９月30日

自  平成20年
    ７月１日
至  平成20年
    ９月30日

自  平成21年
    ７月１日
至  平成21年
    ９月30日

自  平成20年
    ４月１日
至  平成21年
    ３月31日

売上高 (千円) 32,762,91131,256,75018,182,01816,858,21171,351,633

経常利益 (千円) 4,002,6442,266,1801,976,839988,8106,906,229

四半期(当期)純利益 (千円) 2,212,1041,273,619965,503 617,9353,747,823

純資産額 (千円) ― ― 14,780,87816,991,59615,751,390

総資産額 (千円) ― ― 64,398,38565,709,26568,283,808

１株当たり純資産額 (円) ― ― 464.00 533.37 494.45

１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) 69.47 40.00 30.32 19.40 117.71

潜在株式調整後１株当た
り四半期（当期）純利益

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) ― ― 22.9 25.8 23.1

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 3,763,7562,365,378 ― ― 9,913,238

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △2,231,371△1,662,314 ― ― △4,518,928

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △1,481,713△858,651 ― ― △3,086,983

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) ― ― 5,521,2587,212,8147,199,596

従業員数 (名) ― ― 1,216 1,202 1,177

(注) １　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し　　

　　　

　 ておりません。

２　売上高には、消費税等は含まれておりません。

３　潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

４　従業員数は就業人員数を表示しております。
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２ 【事業の内容】

当グループは、当社および子会社17社より構成され、内燃機関・産業機器の製造販売事業および不動産賃

貸事業を展開しています。なお、産業機器事業の内、ドアクローザ、オートドアの製造・販売を行っておりま

したダイハツディーゼルエヌ・エイチ・エヌ株式会社（連結子会社）が、平成21年２月28日をもって解散

を決議し、現在、清算中であります。

　

３ 【関係会社の状況】

当第２四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成21年９月30日現在

従業員数(名) 1,202 　（205）

(注) １　従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出向

者を含む就業人員数であります。

２　従業員数欄の（外書）は、臨時従業員の平均雇用人員であります。

　

(2) 提出会社の状況

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成21年９月30日現在

従業員数(名)     923（122）

(注) １　従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員数であります。

２　従業員数欄の（外書）は、臨時従業員の平均雇用人員であります。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績　　

当第２四半期連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。
　

事業の種類別セグメントの名称 数量(馬力) 金額(千円)
　
前年同四半期比(％)

　 　 　 　

　内燃機関 　 　 　

　　　船舶用 465,713 14,244,281 102.1

　　　陸用 　5,985  1,957,204  72.2

　産業機器 －    480,089  35.9

　不動産賃貸 － － －

　 　 　 　

合計 　 16,681,575  92.7

(注) １　生産金額算出基礎は、販売価格によっております。

２　産業機器部門の製品は、多種多様であり数量表示は困難であるため省略しております。

３　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

　

(2) 受注実績

当第２四半期連結会計期間における受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。
　

事業の種類別セグメントの名称

受注高 受注残高

数量(馬力) 金額(千円)
前年同
四半期比
(％)

数量(馬力) 金額(千円)
前年同
四半期比
(％)

　 　 　 　 　 　 　

　内燃機関 　 　 　 　 　 　

　　　船舶用 △5,750
2,593,683
  (866,453)

10.6 2,038,783
52,797,390
(22,998,655)

63.6

　　　陸用   7,113
1,982,924
  (404,728)

64.2  　57,864
 3,321,120
 (－)

93.9

　産業機器 －
  487,086
(10,078)

41.8 －
   166,751
 (－)

97.0

　不動産賃貸 －
　－
　（－）

－ －
 － 
 （－）

－

　 　 　 　 　 　 　

合計 　
5,063,693
(1,281,259)

17.7　
56,285,261
(22,998,655)

64.9

(注) １　受注額算出基礎は、販売価格によっております。

２　（　）内は輸出受注高、輸出受注残高を示し、内数であります。

３　産業機器部門の製品は、多種多様であり数量表示は困難であるため省略しております。

４　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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(3) 販売実績

当第２四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。
　

事業の種類別セグメントの名称 数量(馬力) 金額(千円) 輸出比率(％)
前年同四半期比

(％)
　 　 　 　 　

　内燃機関 　 　 　 　

　　　船舶用 465,713
14,244,281
 (8,420,891)

59.1 102.1

　　　陸用   5,985
 1,957,204
   (404,728)

20.7  72.2

　産業機器 －
   480,089
  　(10,078)

2.1  35.9

　不動産賃貸 －    176,636
－

 98.0

　 　 （－） 　

合計 　
16,858,211
 (8,835,698)

52.4  92.7

(注) １　（　）内は輸出高を示し、内数であります。

２　主要な輸出地域及びその割合は次のとおりであります。

　　　東南アジア（87.5％）、欧州（8.0％）、中南米（3.0％）、北米（1.4％）、 その他（0.1％）

３　産業機器部門の製品は、多種多様であり数量表示は困難であるため省略しております。

４　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

２ 【事業等のリスク】

当第２四半期連結会計期間において、新たな事業等のリスクの発生または前事業年度の有価証券報告書

に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。

　

３ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。

　

４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（1）経営成績の分析

当第２四半期連結会計期間における我が国経済は、企業の在庫調整や政府の緊急経済対策などにより、

一部に持ち直しの兆候が見られるものの、企業業績の低迷した状況が続くなど、大変厳しい状況で推移し

ました。

このような企業環境下、当第２四半期連結会計期間の売上高は16,858百万円（前年同四半期比7.3%

減）となりました。利益面におきましては、営業利益は1,039百万円（前年同四半期比49.6%減）、経常利

益は988百万円（前年同四半期比50.0%減）、当第２四半期純利益は617百万円（前年同四半期比36.0%

減）となりました。

当社および連結グループの事業の種類別業績情報は次のとおりであります。

・内燃機関関連事業

イ）船舶用

国内外の造船業界が豊富な受注残を保有している状況を受け、主力の新造船向け発電用ディーゼ

ルエンジンを中心に販売台数は増加したものの、円高の影響等により海外向けを中心に売上高は減

少いたしました。

ロ）陸上用

原油価格高騰等により、民間向けを中心にエンジン売上の低迷傾向が続き、前年同四半期比で売上

高は減少いたしました。

　

  従いまして、当事業の売上高は部品販売、メンテナンス工事も含めて16,201百万円（前年同四半期比

2.8%減）、営業利益は1,670百万円（前年同四半期比33.9%減）となりました。
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・産業機器関連事業

前連結会計年度に建築金物関連部門を解散いたしました。アルミホイール部門については数量が増え

ましたが地金価格の下落により前年同四半期比で売上が減少いたしました。従いまして、当事業の売上高

は480百万円（前年同四半期比64.1%減）、営業損失は137百万円（前年同四半期比 - ）を計上すること

となりました。

　

・不動産賃貸関連事業

当事業の売上高は220百万円（前年同四半期比2.9%減）、営業利益は99百万円（前年同四半期比20.6%

増）となりました。

　

　所在地別セグメントの業績については、以上のような状況のもと、次のとおりであります。

①日本国内

売上高は17,143百万円（前年同四半期比0.9％減）、営業利益は1,454百万円（前年同四半期比35.1％

減）となりました。

②東南アジア

売上高は1,897百万円（前年同四半期比51.3％減）、営業利益は57百万円（前年同四半期比67.4％

減）、となりました。

③その他の地域

売上高は1,251百万円（前年同四半期比33.8％減）、営業利益は62百万円（前年同四半期比65.1％

減）、となりました。

　

（2）財政状態の分析 　

当第２四半期連結会計期間末における資産の部では、第１四半期連結会計期間末の売上債権の回収が

進み、受取手形及び売掛金が、第１四半期連結会計期間末に比べ、279百万円減少（前年同四半期比2,195

百万円減少）となりました。たな卸資産につきましては、増加した売上の計上に伴い第１四半期連結会計

期間末に比べ、2,378百万円減少（前年同四半期比1,359百万円減少）となりました。有形固定資産は、第

１四半期連結会計期間末に比べ、350百万円増加（前年同四半期比846百万円増加）し21,824百万円とな

りました。資産の部合計については、第１四半期連結会計期間末に比べ、3,805百万円減少（前年同四半期

比1,310百万円増加）し、65,709百万円となりました。 

　一方、負債の部では、支払手形及び買掛金が第１四半期連結会計期間末に比べ、2,419百万円減少（前年

同四半期比1,405百万円減少）となりました。また借入金は、当連結会計期間においては返済に努めたこ

とにより、第１四半期連結会計期間末に比べ、短期借入金の残高は708百万円減少（前年同四半期比1,955

百万円減少）し7,730百万円、長期借入金の残高は、420百万円減少（前年同四半期比1,956百万円増加）

し7,594百万円となりました。負債の部合計では、第１四半期連結会計期間末に比べ、4,426百万円減少

（前年同四半期比899百万円減少）し、48,717百万円となりました。 

　純資産の部では、利益剰余金617百万円増加（前年同四半期比2,554百万円増加）などにより、第１四半

期連結会計期間末に比べ、620百万円増加（前年同四半期比2,210百万円増加）し、16,991百万円となりま

した。
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（3）キャッシュ・フローの状況の分析 　

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、7,212百万円と第１四半期連結会計期間

末と比べ1,024百万円の減少となりました。

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益の978百万円及び棚卸資産の減少額

2,378百万円の収入により、仕入債務の減少額2,487百万円の支出がありましたが、1,690百万円の増加

（前第２四半期連結会計期間は1,810百万円の増加）となりました。

  投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資による有形固定資産の取得に1,553百万円を支出した

ことで、1,373百万円の減少（前第２四半期連結会計期間は1,072百万円の減少）となりました。

  財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出額350百万円及び短期借入金の返

済による支出額778百万円がありました。これにより、1,344百万円の減少（前第２四半期連結会計期間は

770百万円の減少）となりました。

　

（4）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結会計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変

更及び新たに生じた課題はありません。

　

（5）研究開発活動

　当第２四半期連結会計期間の研究開発費の総額は、384百万円であります。

　当第２四半期連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありま　

　せん。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第２四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

当第２四半期連結会計期間において、主要な設備のうち、生産能力に重要な影響を及ぼすような設備の

新設、除却等はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 80,000,000

計 80,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第２四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成21年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成21年11月12日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 31,850,00031,850,000
大阪証券取引所
（市場第二部）

単元株式数は
1000株で
あります。

計 31,850,00031,850,000― ―

（注）昭和41年５月２日会社設立資本金10億円のうち現物出資額548,900千円があります。

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
 

(千円)

資本金残高
 

(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成21年９月30日 ― 31,850 ― 2,434,300― 2,150,863
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(5) 【大株主の状況】

　 　 平成21年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

ダイハツ工業株式会社 大阪府池田市ダイハツ町１番１号 11,181 35.1

日本マスタートラスト 
信託銀行株式会社（信託口）

東京都港区浜松町２丁目11番３号 2,125 6.7

日本トラスティ・サービス 
信託銀行株式会社（信託口）

東京都中央区晴海１丁目８番11号 2,095 6.6

積水ハウス株式会社 大阪市北区大淀中１丁目１番88号 2,000 6.3

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２丁目７番１号 920 2.9

ザ　チェース　マンハッタン　バン
ク　エヌエイ　ロンドン　エス　エル
　オムニバス　アカウント

英国　ロンドン 780 2.4

三井住友海上火災保険株式会社 東京都中央区新川２丁目27－２ 640 2.0

株式会社りそな銀行 大阪市中央区備後町２丁目２番１号 590 1.9

野村信託銀行株式会社（投信口） 東京都千代田区大手町２丁目２番２号 481 1.5

ステート　ストリート　バンク　ア
ンド　トラスト　カンパニー　
505225

米国　ボストン 385 1.2

計 ― 21,197 66.6

　

(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成21年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式 12,000

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 31,798,000 31,798 ―

単元未満株式 普通株式 40,000 ― ―

発行済株式総数 31,850,000 ― ―

総株主の議決権 ― 31,798 ―

(注)「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が2,000株(議決権２個)含まれて

おります。

　

　

② 【自己株式等】

平成21年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数
に対する所有
株式数の割合(％)

(自己保有株式)
ダイハツディーゼル㈱

大阪市北区大淀中１丁目１
番30号

12,000― 12,000 0.04

計 ― 12,000― 12,000 0.04
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２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別 平成21年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高(円) 626 607 680 632 587 550

最低(円) 502 520 589 538 535 414

（注）最高・最低株価は株式会社大阪証券取引所市場第二部におけるものであります。

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

１  四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、前第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から平成20年９月30日まで）及び前第２四半期連

結累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づ

き、当第２四半期連結会計期間（平成21年７月１日から平成21年９月30日まで）及び当第２四半期連結累

計期間（平成21年４月１日から平成21年９月30日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて

作成しております。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第２四半期連結会計期間（平成20年７月

１日から平成20年９月30日まで）及び前第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30

日まで）に係る四半期連結財務諸表並びに当第２四半期連結会計期間（平成21年７月１日から平成21年９

月30日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年９月30日まで）に係る四半

期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人により四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 8,144,536 8,390,652

受取手形及び売掛金 14,065,328 16,263,003

たな卸資産 ※2
 13,124,754

※2
 13,476,947

その他 3,396,239 3,554,821

貸倒引当金 △99,508 △119,715

流動資産合計 38,631,349 41,565,709

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 8,598,720 8,815,672

機械装置及び運搬具（純額） 6,847,201 6,579,262

土地 4,861,133 4,830,124

その他（純額） 1,517,059 1,543,931

有形固定資産合計 ※1
 21,824,115

※1
 21,768,991

無形固定資産 1,745,830 1,524,514

投資その他の資産

投資有価証券 849,161 779,900

その他 2,785,154 2,819,765

貸倒引当金 △126,345 △175,073

投資その他の資産合計 3,507,970 3,424,592

固定資産合計 27,077,916 26,718,098

資産合計 65,709,265 68,283,808

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 14,487,334 16,977,670

短期借入金 7,730,108 10,845,908

リース債務 682,404 603,878

未払法人税等 1,182,069 1,058,993

賞与引当金 801,512 774,756

役員賞与引当金 40,000 80,000

その他 6,796,113 8,027,170

流動負債合計 31,719,542 38,368,376

固定負債

社債 － 500,000

長期借入金 7,594,443 4,568,570

リース債務 1,469,333 1,422,335

退職給付引当金 4,331,936 4,032,178

役員退職慰労引当金 399,906 368,398

その他 ※3
 3,202,507

※3
 3,272,559

固定負債合計 16,998,126 14,164,041

負債合計 48,717,669 52,532,418
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 2,434,300 2,434,300

資本剰余金 2,170,871 2,170,871

利益剰余金 11,685,980 10,667,067

自己株式 △7,918 △7,693

株主資本合計 16,283,233 15,264,545

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 88,810 47,951

繰延ヘッジ損益 25,597 △42,823

土地再評価差額金 716,306 716,306

為替換算調整勘定 △132,392 △243,239

評価・換算差額等合計 698,321 478,194

少数株主持分 10,041 8,649

純資産合計 16,991,596 15,751,390

負債純資産合計 65,709,265 68,283,808
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(2)【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 平成20年４月１日
　至 平成20年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年９月30日)

売上高 32,762,911 31,256,750

売上原価 22,643,244 23,390,174

売上総利益 10,119,667 7,866,576

販売費及び一般管理費

販売費 4,776,761 4,238,697

一般管理費 1,257,470 1,300,642

販売費及び一般管理費合計 ※1
 6,034,232

※1
 5,539,340

営業利益 4,085,435 2,327,236

営業外収益

受取利息 32,592 18,013

受取配当金 16,835 11,722

負ののれん償却額 61,549 31,226

受取補償金 － 44,104

その他 25,160 97,361

営業外収益合計 136,138 202,428

営業外費用

支払利息 178,102 160,400

為替差損 11,245 71,654

その他 29,582 31,429

営業外費用合計 218,929 263,484

経常利益 4,002,644 2,266,180

特別利益

固定資産売却益 － 502

貸倒引当金戻入額 － 7,187

特別利益合計 － 7,689

特別損失

投資有価証券評価損 120,754 －

固定資産売却損 － 1,089

固定資産廃棄損 41,353 11,988

その他 5,564 1,220

特別損失合計 167,672 14,298

税金等調整前四半期純利益 3,834,971 2,259,571

法人税、住民税及び事業税 1,375,802 1,322,995

法人税等調整額 246,667 △337,847

法人税等合計 1,622,470 985,148

少数株主利益 397 803

四半期純利益 2,212,104 1,273,619
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【第２四半期連結会計期間】
（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間
(自 平成20年７月１日
　至 平成20年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成21年７月１日
　至 平成21年９月30日)

売上高 18,182,018 16,858,211

売上原価 13,109,227 13,026,391

売上総利益 5,072,790 3,831,819

販売費及び一般管理費

販売費 2,470,582 2,256,617

一般管理費 540,821 536,157

販売費及び一般管理費合計 ※1
 3,011,403

※1
 2,792,775

営業利益 2,061,387 1,039,044

営業外収益

受取利息 10,255 7,729

受取配当金 1,259 3,852

負ののれん償却額 43,229 15,613

その他 1,227 63,142

営業外収益合計 55,971 90,339

営業外費用

支払利息 78,541 83,081

為替差損 38,341 35,317

その他 23,635 22,175

営業外費用合計 140,518 140,573

経常利益 1,976,839 988,810

特別損失

投資有価証券評価損 120,754 －

固定資産廃棄損 19,514 10,155

その他 5,491 411

特別損失合計 145,761 10,566

税金等調整前四半期純利益 1,831,078 978,244

法人税、住民税及び事業税 504,596 304,063

法人税等調整額 360,937 55,980

法人税等合計 865,533 360,043

少数株主利益 41 264

四半期純利益 965,503 617,935
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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 平成20年４月１日
　至 平成20年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21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 3,834,971 2,259,571

減価償却費 1,000,778 1,434,738

貸倒引当金の増減額（△は減少） 44,196 △69,350

賞与引当金の増減額（△は減少） △27,500 26,755

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △25,000 △40,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） △157,397 299,758

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △37,307 31,508

受取利息及び受取配当金 △49,428 △29,735

支払利息 178,102 160,400

投資有価証券評価損益（△は益） 120,754 －

有形固定資産売却損益（△は益） － 586

固定資産廃棄損 41,353 11,988

売上債権の増減額（△は増加） 1,120,853 2,449,120

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,933,227 353,784

仕入債務の増減額（△は減少） 1,980,713 △2,760,174

その他 △687,729 △426,006

小計 5,404,134 3,702,944

利息及び配当金の受取額 53,542 34,296

利息の支払額 △178,167 △163,236

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △1,515,753 △1,208,627

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,763,756 2,365,378

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 △1,739,982 △1,977,791

有形固定資産の売却による収入 3,515 5,071

無形固定資産の取得による支出 △9,500 △6,607

投資有価証券の取得による支出 △290 －

子会社株式の取得による支出 △288,000 －

短期貸付けによる支出 △2,095 －

貸付けによる支出 － △2,901

貸付金の回収による収入 7,890 5,978

定期預金の払戻による収入 155,882 903,121

定期預金の預入による支出 △358,790 △589,186

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,231,371 △1,662,314
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21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） 1,446,055 △1,660,000

長期借入れによる収入 － 4,000,000

長期借入金の返済による支出 △1,583,351 △2,429,926

社債の償還による支出 △1,120,000 △140,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △373,766

自己株式の取得による支出 △757 △225

配当金の支払額 △222,219 △254,733

少数株主への配当金の支払額 △1,440 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,481,713 △858,651

現金及び現金同等物に係る換算差額 △27,784 168,806

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 22,886 13,218

現金及び現金同等物の期首残高 5,498,371 7,199,596

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 5,521,258

※1
 7,212,814
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【表示方法の変更】

当第２四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日)

（四半期連結損益計算書関係）

前第２四半期連結累計期間において、特別損失の「その他」に含めておりました「固定資産売却損」は、重要性

が増加したため、当第２四半期連結累計期間では区分掲記することとしております。なお、前第２四半期連結累計期

間の特別損失の「その他」に含まれる「固定資産売却損」は664千円であります。

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第２四半期連結累計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました

「有形固定資産売却損益（△は益）」は重要性が増加したため、当第２四半期連結累計期間では区分掲記すること

としております。なお、前第２四半期連結累計期間の「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含ま

れる「有形固定資産売却損益（△は益）」は664千円であります。

　

　

【簡便な会計処理】

　
当第２四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日)

１　棚卸資産の評価方法

当第２四半期連結会計期間末の棚卸高の算出については、実地棚卸を実施せず、前連結会計年度末の実地棚卸高

を基礎として、合理的な方法により算出する方法によっております。

　

　

【四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理】

当第２四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年９月30日）

　　　該当事項はありません。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　
当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日)

前連結会計年度末
(平成21年３月31日)

※１　有形固定資産の減価償却累計額 26,591,338千円

　

※１　有形固定資産の減価償却累計額 25,678,444千円

　

※２　たな卸資産の内訳 ※２　たな卸資産の内訳

製品 78,891千円

原材料 50,644

仕掛品 12,995,218
　

製品 89,188千円

原材料 292,090

仕掛品 13,095,668
　

※３　負ののれん
  固定負債のその他のうちには、負ののれんが含まれ
ており、のれんと相殺しております。
　相殺前の金額は次の通りであります。
 
のれん 17千円

負ののれん 218,389

差引 218,371

※３　負ののれん
  固定負債のその他のうちには、負ののれんが含まれ
ており、のれんと相殺しております。
　相殺前の金額は次の通りであります。
 
のれん 35千円

負ののれん 249,633

差引 249,598

　 　

　

(四半期連結損益計算書関係)

第２四半期連結累計期間

　
前第２四半期連結累計期間
(自  平成20年４月１日
至  平成20年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年９月30日)

※１　販売費及び一般管理費の主な内訳

給料・賃金・賞与 1,818,573千円

貸倒引当金繰入額 62,963

賞与引当金繰入額 120,403

役員賞与引当金繰入額 25,000

退職給付費用 203,276

役員退職慰労引当金繰入額 44,288

減価償却費 60,718

※１　販売費及び一般管理費の主な内訳

給料・賃金・賞与 1,512,540千円

賞与引当金繰入額 319,330

役員賞与引当金繰入額 40,000

退職給付費用 199,674

役員退職慰労引当金繰入額 49,319

減価償却費 314,456

　

第２四半期連結会計期間

　
前第２四半期連結会計期間
(自  平成20年７月１日
至  平成20年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自  平成21年７月１日
至  平成21年９月30日)

※１　販売費及び一般管理費の主な内訳

給料・賃金・賞与 963,996千円

貸倒引当金繰入額 54,875

賞与引当金繰入額 5,750

役員賞与引当金繰入額 12,500

退職給付費用 98,833

役員退職慰労引当金繰入額 26,480

減価償却費 31,194

※１　販売費及び一般管理費の主な内訳

給料・賃金・賞与 717,577千円

賞与引当金繰入額 195,730

役員賞与引当金繰入額 20,000

退職給付費用 98,027

役員退職慰労引当金繰入額 29,761

減価償却費 158,983
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
前第２四半期連結累計期間
(自  平成20年４月１日
至  平成20年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年９月30日)

※１  現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連

結貸借対照表に掲記されている科目の金額との

関係

現金及び預金 6,591,427千円

預入期間が３か月超の定期預金 △1,070,169

現金及び現金同等物 5,521,258

※１  現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連

結貸借対照表に掲記されている科目の金額との

関係

現金及び預金 8,144,536千円

預入期間が３か月超の定期預金 △931,721

現金及び現金同等物 7,212,814

　

(株主資本等関係)

当第２四半期連結会計期間末（平成21年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日

　至　平成21年９月30日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第２四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 31,850,000

　

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類
当第２四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 12,063

　

　

３　新株予約権等に関する事項

　　該当事項はありません。

　

　
４　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成21年６月26日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 254,706 8 平成21年３月31日 平成21年６月29日

　
　(2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効

力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの

　　　該当事項はありません。　　　
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

前第２四半期連結会計期間(自  平成20年７月１日  至  平成20年９月30日)

　

　
内燃機関
(千円)

産業機器
(千円)

不動産賃貸
(千円)

計
(千円)

消去又は全社
(千円)

連結
(千円)

売上高 　 　 　 　 　 　

  (1) 外部顧客に
      対する売上高

16,664,9131,336,787180,31718,182,018 ― 18,182,018

  (2) セグメント間の内部
      売上高又は振替高

─ ─ 46,814 46,814(46,814) ―

計 16,664,9131,336,787227,13118,228,832(46,814)18,182,018

営業利益（又は営業損失） 2,525,184(21,926)82,8592,586,117(524,729)2,061,387

　

当第２四半期連結会計期間(自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30日)

　
　全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占める内燃機関関連事業の割合が、いずれも90％を超えるた

め事業の種類別セグメントの記載を省略しております。

　

前第２四半期連結累計期間(自  平成20年４月１日  至  平成20年９月30日)

　

　
内燃機関
(千円)

産業機器
(千円)

不動産賃貸
(千円)

計
(千円)

消去又は全社
(千円)

連結
(千円)

売上高 　 　 　 　 　 　

  (1) 外部顧客に
      対する売上高

29,759,4842,643,213360,21432,762,911 ― 32,762,911

  (2) セグメント間の内部
      売上高又は振替高

─ ─ 93,628 93,628(93,628) ―

計 29,759,4842,643,213453,84232,856,540(93,628)32,762,911

営業利益（又は営業損失） 5,168,403(11,179)170,7545,327,978(1,242,542)4,085,435

　

当第２四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年９月30日)

　
　全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占める内燃機関関連事業の割合が、いずれも90％を超えるた

め事業の種類別セグメントの記載を省略しております。
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(注)１　事業区分の方法：当社グループの事業区分方法は、内部管理上採用している区分によっております。　

　　２　各事業の主な製品　

(1)内燃機関　……　船舶用及び陸用内燃機関並びに同部品

(2)産業機器　……　ドアクローザ、オートドア、アルミホイール

(3)不動産賃貸　…　事務所及び駐車場の賃貸

　　３　営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、当社の管理部門（経営企画、管理、

経理等）に係る費用であります。

　前第２四半期連結会計期間　　  540,821千円

　前第２四半期連結累計期間　　1,257,470千円 

　　４　会計処理の方法の変更

　　　前第２四半期連結累計期間

　　　（棚卸資産の評価に関する会計基準）

　「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成18年７月５日　企業会計基準第９号）を第

１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下による簿価切下げ

の方法）に変更しております。

　なお、従来の方法によった場合に比べて、損益に与える影響はありません。

　　　（連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い）

　「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計基準委員会　平成18

年５月17日　実務対応報告第18号）を第１四半期連結会計期間から適用し、連結決算上必要な修正を行ってお

ります。

　なお、従来の方法によった場合と比べて、損益に与える影響は軽微であります。

　　　（換算レートの変更）

　当社は、従来、在外子会社の収益及び費用について、決算日の直物為替相場により円貨へ換算しておりました

が、第１四半期連結会計期間より期中平均相場により円貨へ換算する方法へ変更しております。

　この変更は、在外子会社の事業規模が拡大したこと及び近年の為替相場の急激な変動を契機として、一時的な

為替相場の変動による期間損益への影響を平準化し、会計期間を通じて発生する損益をより適切に連結財務諸

表に反映させるために行うものであります。

　この変更により、当第２四半期連結累計期間においては、従来の方法によった場合と比較し、内燃機関セグメ

ントの売上高は238,061千円、営業利益は220,936千円減少しております。
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【所在地別セグメント情報】

前第２四半期連結会計期間(自  平成20年７月１日  至  平成20年９月30日)

　

　
日本
(千円)

東南アジア　
(千円)

その他の地域
(千円)

計
(千円)

消去又は全社
(千円)

連結
(千円)

売上高 　 　 　 　 　 　

  (1) 外部顧客に
      対する売上高

12,583,1403,854,0741,744,80218,182,018 ― 18,182,018

  (2) セグメント間の内部
      売上高又は振替高

4,716,97345,714145,0554,907,743(4,907,743)―

計 17,300,1133,899,7891,889,85823,089,761(4,907,743)18,182,018

営業利益（又は営業損失） 2,242,492177,025180,3452,599,863(583,475)2,061,387

　

当第２四半期連結会計期間(自  平成21年７月１日  至  平成21年９月30日)

　

　
日本
(千円)

東南アジア　
(千円)

その他の地域
(千円)

計
(千円)

消去又は全社
(千円)

連結
(千円)

売上高 　 　 　 　 　 　

  (1) 外部顧客に
      対する売上高

13,837,0121,868,8011,152,39716,858,211 ― 16,858,211

  (2) セグメント間の内部
      売上高又は振替高

3,306,76928,361 99,2103,434,341(3,434,341)―

計 17,143,7821,897,1631,251,60720,292,553(3,434,341)16,858,211

営業利益（又は営業損失） 1,454,79457,658 62,8811,575,334(536,290)1,039,044

　

前第２四半期連結累計期間(自  平成20年４月１日  至  平成20年９月30日)

　

　
日本
(千円)

東南アジア　
(千円)

その他の地域
(千円)

計
(千円)

消去又は全社
(千円)

連結
(千円)

売上高 　 　 　 　 　 　

  (1) 外部顧客に
      対する売上高

22,828,4976,791,5733,142,84132,762,911 ― 32,762,911

  (2) セグメント間の内部
      売上高又は振替高

9,320,38374,156222,3619,616,902(9,616,902)―

計 32,148,8816,865,7293,365,20342,379,814(9,616,902)32,762,911

営業利益（又は営業損失） 4,773,588256,697288,6805,318,967(1,233,531)4,085,435

　

当第２四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年９月30日)

　

　
日本
(千円)

東南アジア　
(千円)

その他の地域
(千円)

計
(千円)

消去又は全社
(千円)

連結
(千円)

売上高 　 　 　 　 　 　

  (1) 外部顧客に
      対する売上高

24,635,7704,235,4102,385,56931,256,750 ― 31,256,750

  (2) セグメント間の内部
      売上高又は振替高

5,838,61547,465163,3486,049,429(6,049,429)―

計 30,474,3864,282,8752,548,91837,306,180(6,049,429)31,256,750

営業利益（又は営業損失） 3,288,191151,577169,9093,609,678(1,282,441)2,327,236
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(注)１　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

　　２　日本以外の区分に属する主な国又は地域

　 東南アジア　……　シンガポール・中国

　 その他の地域……　イギリス・アメリカ

　　３　営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、当社の管理部門（経営企画、管理、

経理等）に係る費用であります。

　前第２四半期連結会計期間　　  540,821千円

　前第２四半期連結累計期間　　1,257,470千円 

　　４　会計処理の方法の変更

　　　前第２四半期連結累計期間

　　　（棚卸資産の評価に関する会計基準）

　「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成18年７月５日　企業会計基準第９号）を第

１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下による簿価切下げ

の方法）に変更しております。

　なお、従来の方法によった場合に比べて、損益に与える影響はありません。

　　　（連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い）

　「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計基準委員会　平成18

年５月17日　実務対応報告第18号）を第１四半期連結会計期間から適用し、連結決算上必要な修正を行ってお

ります。

　なお、従来の方法によった場合と比べて、損益に与える影響は軽微であります。

　　　（換算レートの変更）

　当社は、従来、在外子会社の収益及び費用について、決算日の直物為替相場により円貨へ換算しておりました

が、第１四半期連結会計期間より期中平均相場により円貨へ換算する方法へ変更しております。

　この変更は、在外子会社の事業規模が拡大したこと及び近年の為替相場の急激な変動を契機として、一時的な

為替相場の変動による期間損益への影響を平準化し、会計期間を通じて発生する損益をより適切に連結財務諸

表に反映させるために行うものであります。

　この変更により、当第２四半期連結累計期間においては、従来の方法によった場合と比較して、東南アジアセ

グメントの売上高は164,682千円、営業利益は163,056千円増加し、その他の地域セグメントの売上高は73,378

千円、営業利益は57,879千円減少しております。
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【海外売上高】

前第２四半期連結会計期間(自  平成20年７月１日  至  平成20年９月30日)

　

　 東南アジア 中南米 その他の地域 計

Ⅰ  海外売上高(千円) 7,347,467228,4711,205,2948,781,232

Ⅱ  連結売上高(千円) ― ― ― 18,182,018

Ⅲ  連結売上高に占める
    海外売上高の割合(％)

40.4 1.3 6.6 48.3

　

当第２四半期連結会計期間(自  平成21年７月１日  至  平成21年９月30日)

　

　 東南アジア 中南米 その他の地域 計

Ⅰ  海外売上高(千円) 7,731,157265,348 839,1938,835,698

Ⅱ  連結売上高(千円) ― ― ― 16,858,211

Ⅲ  連結売上高に占める
    海外売上高の割合(％)

45.8 1.6 5.0 52.4

　

前第２四半期連結累計期間(自  平成20年４月１日  至  平成20年９月30日)

　

　 東南アジア 中南米 その他の地域 計

Ⅰ  海外売上高(千円) 13,808,051489,4482,014,24416,311,743

Ⅱ  連結売上高(千円) ― ― ― 32,762,911

Ⅲ  連結売上高に占める
    海外売上高の割合(％)

42.1 1.5 6.2 49.8

　

当第２四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年９月30日)

　

　 東南アジア 中南米 その他の地域 計

Ⅰ  海外売上高(千円) 13,726,729505,8561,840,68316,073,268

Ⅱ  連結売上高(千円) ― ― ― 31,256,750

Ⅲ  連結売上高に占める
    海外売上高の割合(％)

43.9 1.6 5.9 51.4
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(注)１　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

　　２　各区分に属する主な国又は地域　

(1)東南アジア　……　韓国・中国・シンガポール・フィリピン

(2)中南米　　　……　ブラジル

(3)その他の地域　…　イギリス・アメリカ

　　３　海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。　

　　４　会計処理の方法の変更

　　　前第２四半期連結累計期間

　　（連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い）

　「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計基準委員会　平成18

年５月17日　実務対応報告第18号）を第１四半期連結会計期間から適用しております。

　なお、従来の方法によった場合と比べて、売上に与える影響はありません。

　　（換算レートの変更）

　当社は、従来、在外子会社の収益及び費用について、決算日の直物為替相場により円貨へ換算しておりました

が、第１四半期連結会計期間より期中平均相場により円貨へ換算する方法へ変更しております。

　この変更は、在外子会社の事業規模が拡大したこと及び近年の為替相場の急激な変動を契機として、一時的な

為替相場の変動による期間損益への影響を平準化し、会計期間を通じて発生する損益をより適切に連結財務諸

表に反映させるために行うものであります。

　この変更により、当第２四半期連結累計期間においては、従来の方法によった場合と比較して、東南アジアセ

グメントの売上高は165,064千円、中南米セグメントの売上高は3,343千円、その他の地域セグメントの売上高

は55,865千円それぞれ減少しております。
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(１株当たり情報)

１  １株当たり純資産額

　
当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日)

前連結会計年度末
(平成21年３月31日)

533.37円 494.45円

　

２  １株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額

第２四半期連結累計期間

　
前第２四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年９月30日)

１株当たり四半期純利益金額 69.47円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 ─
　

１株当たり四半期純利益金額 40.00円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 ─
　

(注)１　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２　１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎

　

項目
前第２四半期連結累計期間
(自  平成20年４月１日
至  平成20年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年９月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(千円) 2,212,104 1,273,619

普通株式に係る四半期純利益(千円) 2,212,104 1,273,619

普通株主に帰属しない金額(千円) ─ ─

普通株式の期中平均株式数(株) 31,839,187 31,838,102

　

第２四半期連結会計期間

　
前第２四半期連結会計期間
(自  平成20年７月１日
至  平成20年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自  平成21年７月１日
至  平成21年９月30日)

１株当たり四半期純利益金額 30.32円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 ─
　

１株当たり四半期純利益金額 19.40円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 ─
　

(注)１　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２　１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎

　

項目
前第２四半期連結会計期間
(自  平成20年７月１日
至  平成20年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自  平成21年７月１日
至  平成21年９月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(千円) 965,503 617,935

普通株式に係る四半期純利益(千円) 965,503 617,935

普通株主に帰属しない金額(千円) ─ ─

普通株式の期中平均株式数(株) 31,839,021 31,837,983

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成20年11月13日

ダイハツディーゼル株式会社

取締役会　御中

　

新日本有限責任監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　山　　本　　操　　司　　印

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　橋　　留　　隆　　志　　印

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているダイ

ハツディーゼル株式会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会

計期間(平成20年７月１日から平成20年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日から

平成20年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算

書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の

作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明する

ことにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、ダイハツディーゼル株式会社及び連結子会社

の平成20年９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累

計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信

じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　
 
(注) １　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成21年11月12日

ダイハツディーゼル株式会社

取締役会　御中

　

新日本有限責任監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　山　　本　　操　　司　　印

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　橋　　留　　隆　　志　　印

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているダイ

ハツディーゼル株式会社の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会

計期間(平成21年７月１日から平成21年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日から

平成21年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算

書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の

作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明する

ことにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、ダイハツディーゼル株式会社及び連結子会社

の平成21年９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累

計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信

じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　
 
(注) １　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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