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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】

　

回次
第51期
第２四半期
連結累計期間

第52期
第２四半期
連結累計期間

第51期

会計期間
自  平成22年４月１日
至  平成22年９月30日

自  平成23年４月１日
至  平成23年９月30日

自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日

売上高 (千円) 26,333,559 28,200,917 58,108,323

経常利益 (千円) 2,063,967 2,306,346 6,160,544

四半期(当期)純利益 (千円) 1,041,102 1,226,047 3,528,637

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 957,311 1,201,775 3,400,884

純資産額 (千円) 19,827,569 23,217,861 22,271,045

総資産額 (千円) 61,411,941 67,325,079 66,557,009

１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) 32.70 38.50 110.83

自己資本比率 (％) 32.3 34.5 33.4

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 7,118,276 2,767,952 9,790,982

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △1,188,355 △340,276 △1,442,347

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △782,454 △833,534 △1,592,950

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 10,725,655 13,869,239 12,265,344

　

回次
第51期

第２四半期
連結会計期間

第52期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自  平成22年７月１日
至  平成22年９月30日

自  平成23年７月１日
至  平成23年９月30日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 15.96 14.05

(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。

４　第51期第２四半期連結累計期間の四半期包括利益の算定にあたり「包括利益の表示に関する会計基準」（企業

会計基準第25号　平成22年６月30日）を適用し、遡及処理しております。

　

２ 【事業の内容】

当第２四半期連結累計期間において、当社及び当社の関係会社において営まれている事業の内容につい

て、重要な変更はありません。

　なお、ＮＨＮ興産株式会社および株式会社ツバササービスは、平成23年９月30日をもって解散を決議し、清

算中であります。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第２四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項

のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又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」についての重要な変更はありません。

　なお、重要事象等は存在しておりません。

　

２ 【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の決定又は締結等はありません。

　

３ 【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２四半期連結累計期間（平成23年４月１日～平成23年９月30日）における我が国経済は、中国を

はじめとする新興国の成長が継続する一方で米国・欧州など先進国の景気減速感が強まったこと、急激

な円高の進行および３月11日に発生した東日本大震災等の影響により、それまで回復基調にあった経済

活動が急速に悪化するなど、先行き不透明感の強い状況で推移しました。

　このような企業環境下、積極的な事業展開を進めました結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は

28,200百万円（前年同四半期比7.1%増）となりました。利益面におきましては、営業利益は2,267百万円

（前年同四半期比4.6%増）、経常利益は2,306百万円（前年同四半期比11.7%増）、四半期純利益は1,226

百万円（前年同四半期比17.8%増）となりました。

　当社および連結グループのセグメント別の業績は次のとおりであります。
　

＜内燃機関部門＞

イ）舶用機関関連

主力の新造船向け発電用ディーゼルエンジンの販売が海外向けで大きく減少したものの、国内向

けやメンテナンス関連の売上が増加したことにより、売上高は23,472百万円（前年同四半期比2.2%

増）、セグメント利益は3,265百万円（前年同四半期比5.7%減）となりました。

ロ）陸用機関関連

東日本大震災後に発生した電力不足懸念の影響により、当社陸用機関に対する問い合せが増加し

たものの、当第２四半期連結累計期間での関連売上の大幅な増加には至りませんでした。その一方

で、海外向けの機関販売が増加したことから、売上高は3,849百万円（前年同四半期比81.3%増）、セ

グメント利益は125百万円（前年同四半期は214百万円のセグメント損失）となりました。
　

従いまして、内燃機関部門の売上高は27,322百万円（前年同四半期比8.9%増）、セグメント利益は

3,391百万円（前年同四半期比4.3%増）となりました。
　

＜その他の部門＞

イ）産業機器関連

主力のアルミホイール部門におきまして、東日本大震災の影響を受けて当社製品の売上が減少し

たことにより、売上高、セグメント利益とも大幅な減少となりました。

ロ）不動産賃貸関連

不動産賃貸関連に関しましては、売上高、セグメント利益とも減少となりました。
　

従いまして、その他の部門の売上高は878百万円（前年同四半期比29.7%減）、セグメント利益は

244百万円（前年同四半期比25.7%減）となりました。
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（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、前連結会計年度末の売上債権の回収が進み、受取

手形及び売掛金が、前連結会計年度末に比べ、289百万円減少となりました。また、有形固定資産は前連結

会計年度末に比べ、758百万円減少し、19,717百万円となりました。一方で、現金及び預金が前連結会計年

度末に比べ、1,603百万円増加し、たな卸資産につきましても、前連結会計年度末に比べ、713百万円増加と

なりました。その結果、資産の部合計については、前連結会計年度末に比べ、768百万円増加し、67,325百万

円となりました。

　負債の部では、支払手形及び買掛金が前連結会計年度末に比べ、1,354百万円増加となりました。また、短

期借入金の残高は、前連結会計年度末に比べ、250百万円増加し、10,621百万円となりました。一方減少項

目として、未払法人税等が前連結会計年度末に比べ、1,028百万円減少し、また、長期借入金の残高も、516

百万円減少し、3,469百万円となりました。その結果、負債の部合計では、前連結会計年度末に比べ、178百

万円減少し、44,107百万円となりました。

　純資産の部では、利益剰余金971百万円増加などにより、前連結会計年度末に比べ、946百万円増加し、

23,217百万円となりました。

　
（3）キャッシュ・フローの状況

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、13,869百万円と前連結会計年度末に比

べ1,603百万円の増加となりました。

　営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払による1,911百万円の支出がありましたが、税金

等調整前四半期純利益2,285百万円を確保し、減価償却費計上1,436百万円、仕入債務の増加1,325百万円

により、2,767百万円の増加（前第２四半期連結累計期間は7,118百万円の増加）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379百万円を支出したこ

とで、340百万円の減少（前第２四半期連結累計期間は1,188百万円の減少）となりました。

　財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金による収入が1,000百万円ありましたが, 長期借入

金の返済による支出1,265百万円、ファイナンスリース債務の返済による支出313百万円があり、これによ

り、833百万円の減少（前第２四半期連結累計期間は782百万円の減少）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２四半期連結累計期間において、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２四半期連結累計期間の研究開発費の総額は、615百万円であります。

なお、当第２四半期連結累計期間において、環境にやさしい新型ディーゼル機関の開発を進めるととも

に、ガスエンジンやガスタービンの開発も継続的に進めています。その他の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 【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23年9月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成23年11月11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
1,000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) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。
　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。
　

(5) 【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
(株)

発行済株式
総数残高
(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23年９月30日 ― 31,850,000― 2,434,300― 2,150,863
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(6) 【大株主の状況】

平成23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 35.10

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 2,480 7.78

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 6.27

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 1,352 4.24

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           740 2.32

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 2.00

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 1.85

ゴールドマン・サックス・アンド
・カンパニーレギュラーアカウン
ト
（常任代理人 ゴールドマン・
サックス証券株式会社）

200 WEST STREET NEW YORK, NY, USA
（東京都港区六本木６丁目10番１号）

478 1.50

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
（常任代理人 日本マスタートラ
スト信託銀行株式会社）

東京都千代田区丸の内１丁目４番５号
（東京都港区浜松町２丁目11番３号）

335 1.05

モルガンスタンレーアンドカンパ
ニーインターナショナルピーエル
シー
（常任代理人 モルガン・スタン
レーＭＵＦＧ証券株式会社）

25 CABOT SQUARE,CANARY WHARF,LONDON E14
4QA,U.K.
（東京都渋谷区恵比寿４丁目20番３号）　

317 0.99

計 ― 20,113 63.14

　

株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループから平成23年７月19日付で提出された変更報告書によ

り、平成23年７月11日現在で以下の株式を所有している旨の報告を受けておりますが、当社として当第２

四半期会計期間末における実質所有株式数の確認ができておりませんので、上記大株主の状況には含め

ておりません。

　なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。

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（％）

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目７番１号 740 2.32

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 1,176 3.69

エム・ユー投資顧問株式会社 東京都中央区日本橋室町三丁目２番15号 49 0.15

国際投信投資顧問株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目１番１号 370 1.16

計 　　　　　　　　　─ 2,335 7.33
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成23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 13,000

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 31,793,000 31,793 ―

単元未満株式 普通株式 44,000 ― ―

発行済株式総数 31,850,000 ― ―

総株主の議決権 ― 31,793 ―

(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23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株式会社

大阪市北区大淀中一丁目
１番30号

13,000― 13,000 0.04

計 ― 13,000― 13,000 0.04

　

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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第４ 【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)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、第２四半期連結会計期間(平成23年７月１日

から平成23年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成23年４月１日から平成23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る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）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 12,794,602 14,398,048

受取手形及び売掛金 16,542,531 16,253,167

たな卸資産 ※1
 9,268,860

※1
 9,981,960

繰延税金資産 2,311,829 2,148,938

その他 591,863 562,919

貸倒引当金 △83,413 △152,727

流動資産合計 41,426,274 43,192,306

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 7,786,294 7,551,629

機械装置及び運搬具（純額） 6,327,054 6,152,277

土地 5,029,204 5,015,418

建設仮勘定 307,841 138,972

その他（純額） 1,025,796 858,990

有形固定資産合計 20,476,193 19,717,288

無形固定資産 1,140,537 934,382

投資その他の資産

投資有価証券 785,113 714,507

長期貸付金 15,456 12,826

繰延税金資産 1,811,428 1,820,589

その他 1,026,307 1,045,623

貸倒引当金 △124,300 △112,444

投資その他の資産合計 3,514,004 3,481,101

固定資産合計 25,130,735 24,132,772

資産合計 66,557,009 67,325,079

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 12,553,915 13,908,437

短期借入金 10,371,116 10,621,590

リース債務 603,389 536,646

未払法人税等 1,879,284 850,418

賞与引当金 688,252 680,357

役員賞与引当金 65,000 32,500

未払費用 3,102,482 3,238,949

その他 2,105,468 2,052,220

流動負債合計 31,368,909 31,921,119
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

固定負債

長期借入金 3,985,600 3,469,200

リース債務 758,136 513,903

再評価に係る繰延税金負債 518,705 518,705

退職給付引当金 4,244,543 4,236,490

役員退職慰労引当金 488,100 371,353

資産除去債務 351,724 353,287

その他 2,570,244 2,723,157

固定負債合計 12,917,054 12,186,098

負債合計 44,285,963 44,107,217

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 17,161,595 18,132,944

自己株式 △8,124 △8,385

株主資本合計 21,758,643 22,729,731

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 56,504 21,239

繰延ヘッジ損益 △2 △199

土地再評価差額金 716,306 716,306

為替換算調整勘定 △273,082 △262,164

その他の包括利益累計額合計 499,725 475,180

少数株主持分 12,676 12,949

純資産合計 22,271,045 23,217,861

負債純資産合計 66,557,009 67,325,079
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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22年４月１日
　至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
　至 平成23年９月30日)

売上高 26,333,559 28,200,917

売上原価 19,008,203 20,754,700

売上総利益 7,325,356 7,446,216

販売費及び一般管理費

販売費 3,745,918 3,810,734

一般管理費 1,411,351 1,368,140

販売費及び一般管理費合計 ※1
 5,157,270

※1
 5,178,875

営業利益 2,168,085 2,267,341

営業外収益

受取利息 7,806 8,896

受取配当金 12,112 11,675

業務受託料 21,590 19,505

負ののれん償却額 31,244 31,244

その他 30,967 120,334

営業外収益合計 103,721 191,656

営業外費用

支払利息 141,889 114,352

為替差損 36,564 21,545

その他 29,386 16,753

営業外費用合計 207,840 152,651

経常利益 2,063,967 2,306,346

特別利益

固定資産売却益 1,010 6,140

貸倒引当金戻入額 41,422 －

その他 － 285

特別利益合計 42,433 6,425

特別損失

固定資産売却損 773 666

固定資産廃棄損 9,134 20,380

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 289,564 －

その他 792 6,301

特別損失合計 300,264 27,349

税金等調整前四半期純利益 1,806,136 2,285,422

法人税、住民税及び事業税 892,380 882,543

法人税等調整額 △128,076 176,558

法人税等合計 764,303 1,059,102

少数株主損益調整前四半期純利益 1,041,833 1,226,320

少数株主利益 730 272

四半期純利益 1,041,102 1,226,047
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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 平成22年４月１日
　至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
　至 平成23年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 1,041,833 1,226,320

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △58,494 △35,265

繰延ヘッジ損益 26,876 △196

為替換算調整勘定 △52,903 10,917

その他の包括利益合計 △84,521 △24,544

四半期包括利益 957,311 1,201,775

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 956,581 1,201,502

少数株主に係る四半期包括利益 730 272
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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22年４月１日
　至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
　至 平成23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 1,806,136 2,285,422

減価償却費 1,505,329 1,436,659

貸倒引当金の増減額（△は減少） △41,496 57,457

賞与引当金の増減額（△は減少） △57,077 △7,895

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △32,500 △32,500

退職給付引当金の増減額（△は減少） △19,552 △8,053

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △4,869 △116,747

受取利息及び受取配当金 △19,919 △20,571

支払利息 141,889 114,352

投資有価証券評価損益（△は益） 792 －

有形固定資産売却損益（△は益） △237 △5,474

固定資産廃棄損 9,134 20,380

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 289,564 －

売上債権の増減額（△は増加） 5,362,004 316,148

たな卸資産の増減額（△は増加） 697,030 △713,046

仕入債務の増減額（△は減少） △1,397,779 1,325,571

その他 △189,155 117,714

小計 8,049,295 4,769,419

利息及び配当金の受取額 23,088 24,317

利息の支払額 △137,414 △113,824

法人税等の支払額 △816,693 △1,911,961

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,118,276 2,767,952

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 △1,473,711 △379,436

有形固定資産の売却による収入 3,212 12,899

無形固定資産の取得による支出 △1,420 △710

投資有価証券の取得による支出 △20,098 △313

投資有価証券の売却による収入 － 8,869

貸付金の回収による収入 4,808 2,629

定期預金の払戻による収入 300,953 3,784

定期預金の預入による支出 △2,100 －

その他 － 12,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,188,355 △340,276

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） 1,110,000 1,000,000

長期借入金の返済による支出 △792,926 △1,265,926

社債の償還による支出 △500,000 －

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △345,557 △313,095

自己株式の取得による支出 △109 △261

配当金の支払額 △253,860 △254,251

財務活動によるキャッシュ・フロー △782,454 △833,534

現金及び現金同等物に係る換算差額 △57,174 9,753

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 5,090,292 1,603,895

現金及び現金同等物の期首残高 5,635,363 12,265,344

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 10,725,655

※1
 13,869,239
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【追加情報】
　

当第２四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日  至  平成23年９月30日)

第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤

謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号　平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号　平成21年12月４日）を適用しております。
 

　

【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

前連結会計年度
（平成23年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
（平成23年９月30日)

※１  たな卸資産の内訳
 

製品 45,833千円

原材料 80,939

仕掛品 9,142,087
 

※１  たな卸資産の内訳
 

製品 9,656千円

原材料 81,137

仕掛品 9,891,166
 

　

(四半期連結損益計算書関係)

前第２四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
至　平成23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 1,430,448千円

賞与引当金繰入額 278,419

役員賞与引当金繰入額 32,500

退職給付費用 194,284

役員退職慰労引当金繰入額 42,546

貸倒引当金繰入額 4,088

減価償却費 309,217
 

※１  販売費及び一般管理費の主な内訳
 

給料・賃金・賞与 1,463,799千円

賞与引当金繰入額 265,938

役員賞与引当金繰入額 32,500

退職給付費用 215,578

役員退職慰労引当金繰入額 43,611

貸倒引当金繰入額 99,593

減価償却費 292,882
 

　

(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22年４月１日
至　平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
至　平成23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 11,394,406千円

預入期間が３ヶ月超の定期預金 △668,750

現金及び現金同等物 10,725,655
 

※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 14,398,048千円

預入期間が３ヶ月超の定期預金 △528,808

現金及び現金同等物 13,869,239
 

　

(株主資本等関係)

前第２四半期連結累計期間(自　平成22年４月１日　至　平成22年９月30日)
　

配当金支払額

決議 株式の種類
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 配当の原資

平成22年６月29日
定時株主総会

普通株式 254,7038 平成22年３月31日 平成22年６月30日 利益剰余金

　
当第２四半期連結累計期間(自　平成23年４月１日　至　平成23年９月30日)

　

配当金支払額

決議 株式の種類
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 配当の原資

平成23年６月29日
定時株主総会

普通株式 254,6988 平成23年３月31日 平成23年６月30日 利益剰余金
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ  前第２四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22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

合計
調整額
(注)２

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)３

舶用機関
関連

陸用機関
関連

計

売上高 　 　 　 　 　 　 　

 外部顧客への
 売上高

22,959,7492,123,50325,083,2521,250,30626,333,559 － 26,333,559

 セグメント間の
 内部売上高又は
 振替高

－ － － － － － －

計 22,959,7492,123,50325,083,2521,250,30626,333,559 － 26,333,559

セグメント利益
又は損失(△)

3,464,603△214,4003,250,202329,2353,579,437△1,411,3512,168,085

(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、産業機器関連事業及び不動産賃貸関

連事業を含んでおります。

    ２　セグメント利益の調整額は全社費用であり、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

    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。

　

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

　

Ⅱ  当第２四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23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

合計
調整額
(注)２

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)３

舶用機関
関連

陸用機関
関連

計

売上高 　 　 　 　 　 　 　

 外部顧客への
 売上高

23,472,5153,849,50727,322,023878,89328,200,917 － 28,200,917

 セグメント間の
 内部売上高又は
 振替高

－ － － － － － －

計 23,472,5153,849,50727,322,023878,89328,200,917 － 28,200,917

セグメント利益 3,265,652125,3563,391,008244,4733,635,481△1,368,1402,267,341

(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、産業機器関連事業及び不動産賃貸関

連事業を含んでおります。

    ２　セグメント利益の調整額は全社費用であり、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

    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。

　

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　

前第２四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
至　平成23年９月30日)

１株当たり四半期純利益金額 32.70円
　

１株当たり四半期純利益金額 38.50円

　

(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22年４月１日
至　平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
至　平成23年９月30日)

四半期純利益金額(千円) 1,041,102 1,226,047

普通株式に係る四半期純利益金額(千円) 1,041,102 1,226,047

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) 31,837,660 31,837,162

　
(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　

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。

EDINET提出書類

ダイハツディーゼル株式会社(E01477)

四半期報告書

17/18



独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成23年11月11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    清    水    万 里 夫    印

　
指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    豊    原    弘    行    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23年４月１日から平成24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23年７月１日から平成23年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成23年４月１日から
平成23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、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを
行った。
　
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、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
四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のな
い四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する
ことが含まれる。
　
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、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。
四半期レビューにおいては、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が実施される。四半期レビュー手続は、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て限定された手
続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
　
監査人の結論
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23年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及び
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。
　
利害関係
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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