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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59期

第１四半期
連結累計期間

第60期
第１四半期
連結累計期間

第59期

会計期間
自　2018年４月１日
至　2018年６月30日

自　2019年４月１日
至　2019年６月30日

自　2018年４月１日
至　2019年３月31日

売上高 (千円) 12,616,103 11,802,514 57,270,530

経常利益又は経常損失（△） (千円) 273,165 △26,279 2,576,633

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益
又は親会社株主に帰属する
四半期純損失（△）

(千円) 171,923 △36,808 1,818,316

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 80,335 △162,643 1,648,422

純資産額 (千円) 37,694,940 38,545,799 39,263,027

総資産額 (千円) 78,949,505 82,779,456 82,512,809

１株当たり四半期(当期)純利益
又は四半期純損失（△）

(円) 5.40 △1.15 57.11

自己資本比率 (％) 47.7 46.5 47.5
 

(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 【経営者による財政状態、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（2019年４月１日～2019年６月30日）における我が国経済は、企業業績や雇用環境の

改善を背景に堅調な設備投資や個人消費に持ち直しの動きが見られる等、緩やかな回復基調にあるものの、米中貿

易摩擦の長期化に伴う中国経済の減速や、英国のＥＵ離脱問題の影響等により、依然として不透明な状況で推移い

たしました。

このような企業環境下、当第１四半期連結累計期間の売上高は11,802百万円（前年同四半期比6.4%減）となりま

した。利益面におきましては、営業損失は56百万円（前年同四半期は215百万円の営業利益）、経常損失は26百万

円（前年同四半期は273百万円の経常利益）、売上高経常利益率は前年同四半期から2.4ポイント低下して△

0.2％、親会社株主に帰属する四半期純損失は36百万円（前年同四半期は171百万円の親会社株主に帰属する四半期

純利益）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

海外向けを中心に機関販売台数が減少したことに加え、採算性が悪化したこと等により、売上高は10,313百

万円（前年同四半期比4.0%減）、セグメント利益は758百万円（前年同四半期比9.1%減）となりました。

ロ）陸用機関関連

販売物件が減少したことに加え、メンテナンス関連の売上が減少したこと等により、売上高は724百万円

（前年同四半期比32.0%減）、セグメント損失は301百万円（前年同四半期は69百万円のセグメント損失）とな

りました。
 

従いまして、当部門の売上高は11,037百万円（前年同四半期比6.5%減）、セグメント利益は456百万円（前年同

四半期比40.3%減）となりました。
 

＜その他の部門＞

イ）産業機器関連

アルミホイール部門に関しましては、売上高は増加したものの、利益率の悪化により、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微減となりました。

ハ）売電関連

売電関連に関しましては、売上高は微減となり、セグメント利益は増加となりました。

ニ）精密部品関連

精密部品関連に関しましては、売上高は減少となり、セグメント損失は拡大となりました。
 

従いまして、当部門の売上高は764百万円（前年同四半期比5.3%減）、セグメント利益は42百万円（前年同四半

期比25.6%減）となりました。
 

当第１四半期連結会計期間末における財政状態の概要につきましては、資産の部は、82,779百万円となり、前連

結会計年度末に比べ、266百万円の増加となりました。負債の部は44,233百万円となり、前連結会計年度末に比

べ、983百万円の増加となりました。純資産の部は38,545百万円となり、前連結会計年度末に比べ、717百万円の減

少となりました。
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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、現金及び預金が前連結会計年度末に比べ、1,871百万円増

加となりました。また、たな卸資産につきましても、2,523百万円増加となりました。一方で、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3,343百万円減少となりました。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、266百万円増加し、82,779百万円となりました。

負債の部では、支払手形及び買掛金と電子記録債務の合計が前連結会計年度末に比べ、44百万円減少となりまし

た。一方で、短期借入金と長期借入金の合計は、運転資金を新たに調達したこと等により、888百万円増加となりま

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、983百万円増加し、44,233百万円となりました。

純資産の部では、配当金の支払等により、利益剰余金が514百万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、717百万円減少し、38,545百万円となりました。当第１四半期連結会計期間末に

おける自己資本比率は、前連結会計年度末から1.0ポイント低下して、46.5％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、583百万円であります。

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。

 

３ 【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。
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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)
(2019年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(2019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
東京証券取引所
（市場第二部）

単元株式数は
100株で

あります。

計 31,850,000 31,850,000 ― ―
 

（注）1966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】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 
② 【その他の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) 【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)

2019年６月30日 ― 31,850,000 ― 2,434,300 ― 2,150,863
 

 

(5) 【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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(6) 【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（2019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】

2019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 16,200
 

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 31,831,600
 

318,316 ―

単元未満株式 普通株式 2,200
 

― ―

発行済株式総数 31,850,000 ― ―

総株主の議決権 ― 318,316 ―
 

(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20個）含ま

　　　れております。

 
② 【自己株式等】

2019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

大阪市北区大淀中一丁目
１番30号

16,200 ― 16,200 0.05

計 ― 16,200 ― 16,200 0.05
 

(注)　2019年４月25日開催の取締役会決議に基づき、当第１四半期会計期間において自己株式120,000株を取得いた

　　　しました。その結果、当第１四半期会計期間末現在における自己株式数は136,235株（発行済株式総数に対す

　　　る所有株式数の割合0.43％）となっております。

 
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」(2007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(2019年４月１日から2019年

６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(2019年４月１日から2019年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表につ

いて、EY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
(2019年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2019年６月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 20,905,314 22,777,298

  受取手形及び売掛金 ※1  17,098,955 ※1  13,755,866

  たな卸資産 10,269,885 12,793,364

  その他 1,931,333 1,624,737

  貸倒引当金 △12,467 △11,087

  流動資産合計 50,193,021 50,940,179

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 10,883,129 10,727,083

   機械装置及び運搬具（純額） 6,899,691 6,690,275

   土地 5,088,192 5,088,192

   建設仮勘定 113,701 166,404

   その他（純額） 836,953 811,813

   有形固定資産合計 23,821,668 23,483,769

  無形固定資産 1,442,929 1,414,125

  投資その他の資産   

   投資有価証券 2,836,741 2,736,489

   長期貸付金 1,225 1,183

   繰延税金資産 3,589,106 3,637,997

   その他 681,863 619,458

   貸倒引当金 △53,745 △53,745

   投資その他の資産合計 7,055,190 6,941,382

  固定資産合計 32,319,788 31,839,277

 資産合計 82,512,809 82,779,456

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 ※1  7,297,643 ※1  7,374,118

  電子記録債務 ※1  5,328,246 ※1  5,207,521

  短期借入金 6,193,416 4,423,605

  リース債務 562,963 564,338

  未払法人税等 414,039 99,914

  賞与引当金 703,678 253,944

  役員賞与引当金 45,000 12,750

  未払費用 2,851,383 2,530,766

  その他 ※1  1,900,139 ※1  3,261,799

  流動負債合計 25,296,509 23,728,758
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           (単位：千円)

          
前連結会計年度
(2019年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2019年６月30日)

 固定負債   

  長期借入金 7,217,600 9,876,357

  リース債務 1,077,869 1,041,809

  役員退職慰労引当金 521,573 70,357

  退職給付に係る負債 6,618,821 6,677,301

  資産除去債務 206,468 208,392

  その他 2,310,939 2,630,680

  固定負債合計 17,953,272 20,504,897

 負債合計 43,249,782 44,233,656

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 2,434,300 2,434,300

  資本剰余金 2,191,263 2,191,263

  利益剰余金 35,060,415 34,546,101

  自己株式 △10,495 △87,573

  株主資本合計 39,675,483 39,084,091

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 180,255 168,296

  為替換算調整勘定 7,341 △104,418

  退職給付に係る調整累計額 △643,346 △643,632

  その他の包括利益累計額合計 △455,749 △579,755

 非支配株主持分 43,293 41,463

 純資産合計 39,263,027 38,545,799

負債純資産合計 82,512,809 82,779,456
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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 2018年４月１日
　至 2018年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年６月30日)

売上高 12,616,103 11,802,514

売上原価 9,690,281 9,437,743

売上総利益 2,925,822 2,364,771

販売費及び一般管理費   

 販売費 2,103,513 1,865,556

 一般管理費 606,852 556,204

 販売費及び一般管理費合計 2,710,366 2,421,760

営業利益又は営業損失（△） 215,456 △56,989

営業外収益   

 受取利息 765 1,696

 受取配当金 21,755 33,469

 持分法による投資利益 － 4,854

 為替差益 36,792 －

 業務受託料 24,578 19,167

 受取保険金 － 39,494

 貸倒引当金戻入額 1,434 1,379

 雑収入 10,110 11,662

 営業外収益合計 95,435 111,724

営業外費用   

 支払利息 24,445 26,438

 為替差損 － 13,876

 災害による損失 10,656 27,359

 雑損失 2,624 13,338

 営業外費用合計 37,726 81,014

経常利益又は経常損失（△） 273,165 △26,279

特別利益   

 固定資産売却益 29 15

 補助金収入 － 15,667

 特別利益合計 29 15,683

特別損失   

 固定資産売却損 － 2,389

 固定資産廃棄損 4,832 3,520

 ゴルフ会員権評価損 4,250 －

 特別損失合計 9,082 5,909

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

264,111 △16,505

法人税、住民税及び事業税 77,963 65,934

法人税等調整額 15,884 △43,802

法人税等合計 93,848 22,131

四半期純利益又は四半期純損失（△） 170,263 △38,637

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △1,659 △1,829

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主
に帰属する四半期純損失（△）

171,923 △36,808
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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 2018年４月１日
　至 2018年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年６月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 170,263 △38,637

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 △21,027 △11,959

 繰延ヘッジ損益 △1,030 －

 為替換算調整勘定 4,492 △23,832

 退職給付に係る調整額 △72,362 △286

 持分法適用会社に対する持分相当額 － △87,927

 その他の包括利益合計 △89,928 △124,005

四半期包括利益 80,335 △162,643

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 81,995 △160,813

 非支配株主に係る四半期包括利益 △1,659 △1,829
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

※１　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
(2019年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2019年６月30日)

受取手形 181,467千円 175,324千円

支払手形 6,052千円 4,838千円

電子記録債務 184,145千円 175,452千円

その他(流動負債) 93,521千円 72,164千円
 

 

(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（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年６月30日)

減価償却費 600,673千円 690,859千円
 

 

(株主資本等関係)

前第１四半期連結累計期間(自　2018年４月１日　至　2018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

2018年６月28日
定時株主総会

普通株式 477,506 15 2018年３月31日 2018年６月29日 利益剰余金
 

 

当第１四半期連結累計期間(自　2019年４月１日　至　2019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

2019年６月27日
定時株主総会

普通株式 477,506 15 2019年３月31日 2019年６月28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 2018年４月１日 至 2018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

10,742,733 1,065,440 11,808,174 807,929 12,616,103 ― 12,616,103

 セグメント間の
 内部売上高又は
 振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 10,742,733 1,065,440 11,808,174 807,929 12,616,103 ― 12,616,103

セグメント利益又
は損失(△)

834,713 △69,838 764,875 57,433 822,308 △606,852 215,456
 

(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、不動産賃貸関連事

業、売電関連事業及び精密部品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。

 

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 2019年４月１日 至 2019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

10,313,450 724,255 11,037,706 764,807 11,802,514 ― 11,802,514

 セグメント間の
 内部売上高又は
 振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 10,313,450 724,255 11,037,706 764,807 11,802,514 ― 11,802,514

セグメント利益又
は損失(△)

758,406 △301,928 456,477 42,737 499,214 △556,204 △56,989
 

(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、不動産賃貸関連事

業、売電関連事業及び精密部品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損失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又は１株当たり四半期純損失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　2018年４月１日
至　2018年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　2019年４月１日
至　2019年６月30日)

１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期
純損失金額(△)

5円40銭 △1円15銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益金額又は親会
社株主に帰属する四半期純損失金額(△)(千円)

171,923 △36,808

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利
益金額又は親会社株主に帰属する四半期純損失金
額(△)(千円)

171,923 △36,808

普通株式の期中平均株式数(株) 31,833,765 31,785,264
 

(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。

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

15/16



独立監査人の四半期レビュー報告書
 

2019年８月９日

ダイハツディーゼル株式会社

取締役会  御中

 

EY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 市   之   瀬   申 印

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 三   戸   康   嗣 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2019年４月１日から2020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(2019年４月１日から

2019年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(2019年４月１日から2019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2019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．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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