
平成25年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

平成24年10月25日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 ダイハツディーゼル株式会社 上場取引所 大
コード番号 6023 URL http://www.dhtd.co.jp
代表者 （役職名） 取締役社長 （氏名） 原田 猛
問合せ先責任者 （役職名） 常務取締役 （氏名） 中村 健 TEL 06-6454-2331
四半期報告書提出予定日 平成24年11月13日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無

1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年9月30日）

(2) 連結財政状態

(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2四半期 26,662 △5.5 630 △72.2 691 △70.0 1,198 △2.2
24年3月期第2四半期 28,200 7.1 2,267 4.6 2,306 11.7 1,226 17.8

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 1,199百万円 （△0.2％） 24年3月期第2四半期 1,201百万円 （25.5％）

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2四半期 37.64 ―
24年3月期第2四半期 38.50 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第2四半期 65,081 25,327 38.9
24年3月期 67,877 24,382 35.9
（参考） 自己資本 25年3月期第2四半期 25,313百万円 24年3月期 24,369百万円

2.  配当の状況

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

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 ― 8.00 8.00
25年3月期 ― 0.00
25年3月期（予想） ― 8.00 8.00

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）
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無

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 53,000 △8.2 1,400 △69.6 1,600 △65.8 1,500 △37.2 47.09



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 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 ： 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(4) 発行済株式数（普通株式）

※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、金融商品取引法に基づく四
半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。

※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の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、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３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。

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期2Q 31,850,000 株 24年3月期 31,850,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 13,212 株 24年3月期 13,212 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 31,836,788 株 24年3月期2Q 31,837,162 株
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当第２四半期連結累計期間（平成24年４月１日～平成24年９月30日）における我が国経済は、東日本

大震災からの復興需要などを背景に緩やかな回復傾向にあるものの、円高の長期化や欧州債務危機など

による世界経済の先行きへの懸念などから、依然として不透明な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が、当第２四半期連結累計期間の売上高は

26,662百万円（前年同四半期比5.5%減）となり、利益面におきましては、営業利益は630百万円（前年

同四半期比72.2%減）、経常利益は691百万円（前年同四半期比70.0%減）、当第２四半期純利益は1,198

百万円（前年同四半期比2.2%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 

ディーゼル機関について販売価格が下落したことおよび国内向けの販売台数が減少したことに加

え、メンテナンス関連についても売上が減少したこと等の影響により、売上高は22,734百万円（前

年同四半期比3.1%減）、セグメント利益は1,872百万円（前年同四半期比42.7%減）となりました。

ロ）陸用機関関連 

海外向けの大型機関販売が減少したことにより、売上高は3,031百万円（前年同四半期比21.2%

減）、セグメント損失は97百万円（前年同四半期は125百万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25,766百万円（前年同四半期比5.7%減）、セグメント利益は1,774百

万円（前年同四半期比47.7%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、軽自動車業界におけるエコカー補助金等の効果によ

り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896百万円（前年同四半期比2.0%増）、セグメント利益は211百万円

（前年同四半期比13.3%減）となりました。 

  

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
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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、3,752百万円減少となりました。また、遊休固定資産の

譲渡や減価償却により、有形固定資産は前連結会計年度末に比べ、2,546百万円減少し、16,923百万円

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、3,337百万円増加し、たな卸資産に

つきましても前連結会計年度末に比べ、246百万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、2,796百万円減少し、65,081百万円となりました。 

  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、610百万円減少となりました。ま

た、長期借入金は前連結会計年度末に比べ、339百万円減少し、6,501百万円となりました。そして、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、925百万円減少しました。さらに、遊

休固定資産の譲渡により、再評価に係る繰延税金負債が、前連結会計年度末に比べ、479百万円減少し

ました。一方で、短期借入金は270百万円増加し、7,446百万円となりました。その結果、負債の部合計

では、前連結会計年度末に比べ、3,741百万円減少し、39,753百万円となりました。 

  純資産の部では、利益剰余金が1,692百万円増加となりました。一方で、土地再評価差額金が748百万

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、944百万円増加し、

25,327百万円となりました。 

  

平成25年３月期の連結業績予想につきましては、平成24年８月23日に公表いたしました内容から変更

はございません。 

 なお、本資料は発表日現在において入手可能な情報に基づいた見通しであり、実際の金額は、今後の

様々な要因によって変動する場合があります。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

（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、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。 

  

（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

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：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 16,873 20,211

受取手形及び売掛金 15,682 11,930

たな卸資産 9,018 9,265

繰延税金資産 2,189 2,144

その他 737 757

貸倒引当金 △225 △107

流動資産合計 44,276 44,201

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,523 7,247

機械装置及び運搬具（純額） 5,717 5,497

土地 4,987 3,166

建設仮勘定 80 44

その他（純額） 1,161 968

有形固定資産合計 19,470 16,923

無形固定資産 768 597

投資その他の資産   

投資有価証券 721 688

長期貸付金 11 8

繰延税金資産 1,701 1,830

その他 1,035 859

貸倒引当金 △108 △28

投資その他の資産合計 3,361 3,358

固定資産合計 23,601 20,879

資産合計 67,877 65,081

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 13,089 12,478

短期借入金 7,175 7,446

リース債務 452 359

未払法人税等 1,204 278

賞与引当金 653 663

役員賞与引当金 45 22

未払費用 3,238 2,335

その他 2,255 2,027

流動負債合計 28,113 25,610
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

固定負債   

長期借入金 6,840 6,501

リース債務 390 280

再評価に係る繰延税金負債 479 －

退職給付引当金 4,466 4,504

役員退職慰労引当金 415 334

その他 2,789 2,523

固定負債合計 15,380 14,142

負債合計 43,494 39,753

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,434 2,434

資本剰余金 2,170 2,170

利益剰余金 19,294 20,986

自己株式 △8 △8

株主資本合計 23,891 25,583

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 43 7

繰延ヘッジ損益 △21 2

土地再評価差額金 748 －

為替換算調整勘定 △291 △280

その他の包括利益累計額合計 477 △269

少数株主持分 13 14

純資産合計 24,382 25,327

負債純資産合計 67,877 65,081
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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：百万円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 28,200 26,662

売上原価 20,754 21,154

売上総利益 7,446 5,508

販売費及び一般管理費   

販売費 3,810 3,521

一般管理費 1,368 1,356

販売費及び一般管理費合計 5,178 4,878

営業利益 2,267 630

営業外収益   

受取利息 8 10

受取配当金 11 10

業務受託料 19 11

負ののれん償却額 31 31

雑収入 120 154

営業外収益合計 191 217

営業外費用   

支払利息 114 97

為替差損 21 36

雑損失 16 22

営業外費用合計 152 156

経常利益 2,306 691

特別利益   

固定資産売却益 6 228

その他 0 0

特別利益合計 6 228

特別損失   

固定資産売却損 0 －

固定資産廃棄損 20 16

その他 6 13

特別損失合計 27 30

税金等調整前四半期純利益 2,285 889

法人税、住民税及び事業税 882 211

法人税等調整額 176 △521

法人税等合計 1,059 △309

少数株主損益調整前四半期純利益 1,226 1,199

少数株主利益 0 0

四半期純利益 1,226 1,198
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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：百万円)

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,226 1,199

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △35 △35

繰延ヘッジ損益 △0 23

為替換算調整勘定 10 11

その他の包括利益合計 △24 0

四半期包括利益 1,201 1,199

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,201 1,198

少数株主に係る四半期包括利益 0 0
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 
（単位：百万円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日
 至 平成24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 2,285 889

減価償却費 1,436 1,412

貸倒引当金の増減額（△は減少） 57 △197

賞与引当金の増減額（△は減少） △7 10

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △32 △22

退職給付引当金の増減額（△は減少） △8 37

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △116 △81

受取利息及び受取配当金 △20 △20

支払利息 114 97

有形固定資産売却損益（△は益） △5 △228

固定資産廃棄損 20 16

売上債権の増減額（△は増加） 316 3,777

たな卸資産の増減額（△は増加） △713 △246

仕入債務の増減額（△は減少） 1,325 △642

その他 117 △1,066

小計 4,769 3,737

利息及び配当金の受取額 24 27

利息の支払額 △113 △97

法人税等の支払額 △1,911 △1,136

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,767 2,530

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 △379 △556

有形固定資産の売却による収入 12 1,946

無形固定資産の取得による支出 △0 －

投資有価証券の取得による支出 △0 △30

投資有価証券の売却による収入 8 0

貸付金の回収による収入 2 2

定期預金の払戻による収入 3 181

その他 12 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △340 1,543

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の増減額（△は減少） 1,000 455

長期借入れによる収入 － 200

長期借入金の返済による支出 △1,265 △723

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △313 △258

自己株式の取得による支出 △0 －

配当金の支払額 △254 △254

財務活動によるキャッシュ・フロー △833 △581

現金及び現金同等物に係る換算差額 9 21

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,603 3,514

現金及び現金同等物の期首残高 12,265 16,460

現金及び現金同等物の四半期末残高 13,869 19,975
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  当第２四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日   至 平成24年９月30日） 

該当事項はありません。 

  

【セグメント情報】 

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 
  

前第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）       （単位：百万円） 

 
（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。 

  
当第２四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日   至 平成24年９月30日）       （単位：百万円）

 
（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「サマリー情報(注記事項)に関する事項 (３)会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」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、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。 

  

  当第２四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日   至 平成24年９月30日） 

当社は当第２四半期連結会計期間において不動産売却を行いました。これに伴い、土地再評価差額金748百

万円を取り崩し、同額利益剰余金に振り替えております。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

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
(1)外部顧客への
  売上高 23,472 3,849 27,322 878 28,200 ─ 28,200
 (2)セグメント間の
  内部売上高又は
  振替高 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

計 23,472 3,849 27,322 878 28,200 ─ 28,200

セグメント利益 3,265 125 3,391 244 3,635 △1,368 2,267

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
(1)外部顧客への
  売上高 22,734 3,031 25,766 896 26,662 ─ 26,662
 (2)セグメント間の
  内部売上高又は
  振替高 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

計 22,734 3,031 25,766 896 26,662 ─ 26,662

セグメント利益 
又は損失（△）

1,872 △97 1,774 211 1,986 △1,356 630

（６）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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  1）生 産 実 績 

当第２四半期連結累計期間における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

                                            (単位：百万円） 

 
（注）①金額は、販売価格によっております。 

   ②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２四半期連結累計期間における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

                                            (単位：百万円） 

 
（注）①金額は、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上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
  
  3）販 売 実 績 

当第２四半期連結累計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

                                            (単位：百万円） 

 
(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割合は次のとおりであります。 

   アジア（81.2％）、欧州（9.7％）、中南米（6.9％）、北米（2.0％）、その他（0.2％） 

③「その他」には産業機器関連(584百万円)、不動産賃貸関連(312百万円)等を含んでおります。 

④上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

４．補足情報

（１）生産、受注及び販売の状況

 当第２四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日  至 平成24年９月30日）

セグメントの名称 数  量 金  額
前年同四半期増減率

 馬力 ％

 内燃機関部門

    舶用機関関連 661,611 22,734 △3.1

    陸用機関関連 23,337 3,031 △21.2

 その他の部門 ─ 584 4.5

 

合       計 26,350 △5.5

セグメントの名称
受 注 高 受 注 残 高

数 量 金 額
前年同四半期

増減率
数 量 金 額

前年同四半期
増減率

 馬力 ％ 馬力 ％

 内燃機関部門

   舶用機関関連 278,379 15,850 △45.1 1,269,181 26,028 △35.3

(9,475) (14,481)

   陸用機関関連 70,748 5,003 29.2 116,065 5,137 26.4

(1,002) (69)

  その他の部門 ─ 606 8.6 ─ 102 10.6

(─) (─)

合       計
21,460

△35.5
31,268

△29.5
(10,477) (14,551)

セグメントの名称 数  量 金  額 輸出比率 前年同四半期増減率

 馬力 ％ ％
 内燃機関部門

    舶用機関関連 661,611 22,734 60.4 △3.1

(13,728)

    陸用機関関連 23,337 3,031 33.1 △21.2

(1,004)
 その他の部門 ─ 896 ─ 2.0

  (注)③ (─)

合   計
26,662

55.3 △5.5
(14,733)
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