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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52期
第１四半期
連結累計期間

第53期
第１四半期
連結累計期間

第52期

会計期間
自　平成23年４月１日
至　平成23年６月30日

自　平成24年４月１日
至　平成24年６月30日

自　平成23年４月１日
至　平成24年３月31日

売上高 (千円) 13,007,816 13,101,913 57,728,217

経常利益 (千円) 1,480,179 227,428 4,680,529

四半期(当期)純利益 (千円) 778,729 73,590 2,387,878

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 798,606 103,764 2,366,893

純資産額 (千円) 22,814,954 24,232,049 24,382,979

総資産額 (千円) 65,818,422 66,846,716 67,877,618

１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) 24.45 2.31 75.00

自己資本比率 (％) 34.6 36.2 35.9

(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。

　

２ 【事業の内容】

当第１四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。

　また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第１四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１四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１四半期連結累計期間（平成24年４月１日～平成24年６月30日）における我が国経済は、東日本

大震災の影響による厳しい状況から改善する動きが見られたものの、長引く円高や欧州債務危機などに

よる欧米経済の先行きへの懸念などから、依然として不透明さが残る状況となりました。

  このような企業環境下、積極的な事業展開を進めましたが、当第１四半期連結累計期間の売上高は

13,101百万円（前年同四半期比0.7%増）となり、利益面におきましては、営業利益は175百万円（前年同

四半期比87.7%減）、経常利益は227百万円（前年同四半期比84.6%減）、当第１四半期純利益は73百万円

（前年同四半期比90.5%減）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

主力の新造船向けディーゼル機関を中心に販売台数は増加したものの、販売価格が下落したこと

に加え、メンテナンス関連の売上が減少したこと等の影響により、売上高は11,581百万円（前年同四

半期比1.7%増）、セグメント利益は842百万円（前年同四半期比55.0%減）となりました。

ロ）陸用機関関連

海外向けの機関販売が減少したことにより、売上高は1,073百万円（前年同四半期比10.8%減）、セ

グメント損失は94百万円（前年同四半期は99百万円のセグメント利益）となりました。

　
従いまして、当部門の売上高は12,654百万円（前年同四半期比0.5%増）、セグメント利益は748百万円

（前年同四半期比62.0%減）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関しましては、軽自動車業界において新車の生産が回復基調となっ

たことを受け売上高は増加したものの、セグメント利益は減少となりました。

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、当部門の売上高は447百万円（前年同四半期比8.3%増）、セグメント利益は97百万円（前

年同四半期比18.7%減）となりました。
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（2）財政状態の分析 　

当第１四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、1,015百万円減少となりました。また、減価償却に伴い、有形

固定資産は前連結会計年度末に比べ、606百万円減少し、18,863百万円となりました。一方で、たな卸資産

が前連結会計年度末に比べ、675百万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、1,030百万円減少し、66,846百万円となりました。

負債の部では、長期借入金の残高が前連結会計年度末に比べ、244百万円減少し、6,596百万円となりま

した。また、法人税等の支払により、未払法人税等が前連結会計年度末に比べ、897百万円減少しました。一

方で、短期借入金の残高は243百万円増加し、7,418百万円となりました。その結果、負債の部合計では、前

連結会計年度末に比べ、879百万円減少し、42,614百万円となりました。

純資産の部では、配当を実施したことにより、利益剰余金は181百万円減少となりました。その結果、純

資産の部合計では、前連結会計年度末に比べ、150百万円減少し、24,232百万円となりました。

　
（3）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四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。

　

（4）研究開発活動

  当第１四半期連結累計期間の研究開発費の総額は、296百万円であります。

なお、当第１四半期連結累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 【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１四半期会計期間末
現在発行数(株)
(平成24年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成24年８月９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 31,850,000 31,850,000
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 31,850,000 31,850,000 ― ―

（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24年６月30日 ― 31,850,000― 2,434,300― 2,150,863

　

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できない

ため、記載することができないことから、直前の基準日（平成24年３月31日）に基づく株主名簿による記

載をしております。

① 【発行済株式】

平成24年３月31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 31,789,000 31,789 ―

単元未満株式 普通株式 48,000 ― ―

発行済株式総数 31,850,000 ― ―

総株主の議決権 ― 31,789 ―

(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24年３月31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１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１四半期連結会計期間(平成24年４月１日

から平成24年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成24年４月１日から平成24年６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）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 16,873,973 16,839,981

受取手形及び売掛金 15,682,494 14,667,183

たな卸資産 9,018,760 9,694,287

繰延税金資産 2,189,471 2,260,747

その他 737,165 669,015

貸倒引当金 △225,353 △105,096

流動資産合計 44,276,511 44,026,119

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 7,523,647 7,425,095

機械装置及び運搬具（純額） 5,717,030 5,451,029

土地 4,987,790 4,891,181

建設仮勘定 80,311 53,820

その他（純額） 1,161,653 1,042,544

有形固定資産合計 19,470,432 18,863,671

無形固定資産 768,980 671,472

投資その他の資産

投資有価証券 721,746 668,988

長期貸付金 11,117 10,602

繰延税金資産 1,701,058 1,707,998

その他 1,035,832 1,005,924

貸倒引当金 △108,060 △108,060

投資その他の資産合計 3,361,693 3,285,453

固定資産合計 23,601,107 22,820,596

資産合計 67,877,618 66,846,716

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 13,089,207 13,064,590

短期借入金 7,175,400 7,418,600

リース債務 452,550 401,756

未払法人税等 1,204,068 306,383

賞与引当金 653,173 249,249

役員賞与引当金 45,000 11,250

未払費用 3,238,933 3,110,123

その他 2,255,354 2,935,061

流動負債合計 28,113,688 27,497,015
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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１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

固定負債

長期借入金 6,840,200 6,596,000

リース債務 390,100 324,248

再評価に係る繰延税金負債 479,504 479,504

退職給付引当金 4,466,227 4,483,715

役員退職慰労引当金 415,701 313,274

資産除去債務 355,957 356,359

その他 2,433,260 2,564,550

固定負債合計 15,380,950 15,117,651

負債合計 43,494,639 42,614,666

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 19,294,775 19,113,671

自己株式 △8,385 △8,385

株主資本合計 23,891,562 23,710,458

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 43,119 9,046

繰延ヘッジ損益 △21,467 △1,389

土地再評価差額金 748,104 748,104

為替換算調整勘定 △291,866 △248,213

その他の包括利益累計額合計 477,889 507,549

少数株主持分 13,527 14,041

純資産合計 24,382,979 24,232,049

負債純資産合計 67,877,618 66,846,716
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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１四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
　至 平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年６月30日)

売上高 13,007,816 13,101,913

売上原価 9,063,184 10,360,163

売上総利益 3,944,631 2,741,750

販売費及び一般管理費

販売費 1,852,648 1,894,908

一般管理費 667,130 671,173

販売費及び一般管理費合計 2,519,779 2,566,081

営業利益 1,424,851 175,668

営業外収益

受取利息 3,040 4,710

受取配当金 7,161 5,831

業務受託料 17,814 373

負ののれん償却額 15,622 15,541

貸倒引当金戻入額 31,808 113,485

雑収入 75,609 19,587

営業外収益合計 151,056 159,530

営業外費用

支払利息 58,261 49,478

為替差損 30,908 51,028

雑損失 6,558 7,263

営業外費用合計 95,729 107,770

経常利益 1,480,179 227,428

特別利益

固定資産売却益 3,304 3,455

特別利益合計 3,304 3,455

特別損失

固定資産廃棄損 3,015 12,260

その他 200 2,536

特別損失合計 3,215 14,796

税金等調整前四半期純利益 1,480,268 216,087

法人税、住民税及び事業税 646,849 187,423

法人税等調整額 54,570 △45,440

法人税等合計 701,420 141,983

少数株主損益調整前四半期純利益 778,848 74,104

少数株主利益 119 514

四半期純利益 778,729 73,590
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【四半期連結包括利益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
　至 平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 778,848 74,104

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △11,751 △34,072

繰延ヘッジ損益 3,981 20,078

為替換算調整勘定 27,528 43,652

その他の包括利益合計 19,758 29,659

四半期包括利益 798,606 103,764

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 798,487 103,249

少数株主に係る四半期包括利益 119 514
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【会計方針の変更等】

当第１四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日  至  平成24年６月30日)

（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）

国内連結子会社の一部は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以降に取

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

従来の方法に比べて、この変更が損益に与える影響は軽微であります。

なお、セグメント情報に与える影響については、当該箇所に記載しております。
 

　

【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

四半期連結会計期間末日満期手形

四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理

しております。

なお、当第１四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日

満期手形を満期日に決済が行われたものとして処理しております。

　
前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

受取手形 502,586千円 124,179千円

支払手形 489,675 507,846

その他(流動負債) ― 106,697

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、

第１四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びの

れんの償却額は、次のとおりであります。

　
前第１四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日
至  平成24年６月30日)

減価償却費 727,432千円 721,513千円

負ののれん償却額 15,622 15,541

　

(株主資本等関係)

前第１四半期連結累計期間(自　平成23年４月１日　至　平成23年６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

　

当第１四半期連結累計期間(自　平成24年４月１日　至　平成24年６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24年６月28日
定時株主総会

普通株式 254,6948 平成24年３月31日 平成24年６月29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１四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年６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

11,392,0741,202,72312,594,798413,01813,007,816 － 13,007,816

 セグメント間の
 内部売上高又は
 振替高

－ － － － － － －

計 11,392,0741,202,72312,594,798413,01813,007,816 － 13,007,816

セグメント利益 1,872,53399,0781,971,612120,3702,091,982△667,1301,424,851

(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１四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年６月30日)

　 　 　 　 　 　 (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

11,581,6351,073,17112,654,807447,10613,101,913 － 13,101,913

 セグメント間の
 内部売上高又は
 振替高

－ － － － － － －

計 11,581,6351,073,17112,654,807447,10613,101,913 － 13,101,913

セグメント利益
又は損失(△)

842,953△94,028748,92497,917846,842△671,173175,668

(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  セグメント利益又は損失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  セグメント利益又は損失は、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。

４  会計方針の変更等に記載の通り、国内連結子会社の一部は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間

より、平成24年４月１日以降に取得したものについては、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更し

ております。

従来の方法に比べて、この変更がセグメント利益又は損失に与える影響は軽微であります。

　

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。
　

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

13/16



　

(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、次のとおりであります。

項目
前第１四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
至　平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
至　平成24年６月30日)

１株当たり四半期純利益金額 24円45銭 2円31銭

（算定上の基礎） 　 　

四半期純利益金額(千円) 778,729 73,590

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る四半期純利益金額(千円) 778,729 73,590

普通株式の期中平均株式数(株) 31,837,310 31,836,788

(注)  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。
　

　
(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。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成24年８月９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24年４月１日から平成25年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会
計期間(平成24年４月１日から平成24年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成24年４月１日から
平成24年６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24年６月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に
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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