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1. 平成26年3月期第3四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年12月31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 ％

26年3月期第3四半期 38,588 1.5 2,373 80.9 2,334 64.7 1,285 △20.0
25年3月期第3四半期 38,015 △7.4 1,312 △56.5 1,417 △54.3 1,608 11.9

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 1,565百万円 （△2.0％） 25年3月期第3四半期 1,596百万円 （14.0％）

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

26年3月期第3四半期 40.39 ―
25年3月期第3四半期 50.51 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第3四半期 69,587 28,037 40.3
25年3月期 65,087 26,614 40.9
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 28,021百万円 25年3月期 26,599百万円

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

25年3月期 ― 0.00 ― 8.00 8.00
26年3月期 ― 0.00 ―
26年3月期（予想） 8.00 8.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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 55,000 0.9 2,300 △17.3 2,300 △18.6 1,300 △42.8 40.83



(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
半期連結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「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」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 ： 無
②①以外の会計方針の変更 ： 無
③ 会計上の見積りの変更 ： 無
④ 修正再表示 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年3月期3Q 31,850,000 株 25年3月期 31,850,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 14,275 株 25年3月期 13,722 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 31,836,023 株 25年3月期3Q 31,836,788 株
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当第３四半期連結累計期間（平成25年４月１日～平成25年12月31日）における我が国経済は、政権交

代後の円安及び株価の回復により景気回復への期待感が高まりつつあるものの、長期化する欧州の債務

問題や中国及びその他新興国経済の鈍化など、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、積極的な事業展開を進めました結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は

38,588百万円（前年同四半期比1.5%増）となり、利益面におきましては、営業利益は2,373百万円（前

年同四半期比80.9%増）、経常利益は2,334百万円（前年同四半期比64.7%増）、当第３四半期純利益は

1,285百万円（前年同四半期比20.0%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

主力の新造船向け発電用補機関の販売台数が減少したものの、為替の影響等により、売上高は

31,324百万円（前年同四半期比2.6%減）、セグメント利益は4,072百万円（前年同四半期比24.7%

増）となりました。

ロ）陸用機関関連

国内向け機関を中心に販売台数が増加したことにより、売上高5,425百万円（前年同四半期比

20.9%増）、セグメント損失は108百万円（前年同四半期は194百万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36,750百万円（前年同四半期比0.3%増）、セグメント利益は

3,963百万円（前年同四半期比29.1%増）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、軽自動車業界において新車の生産販売が引き続き堅調であ

ることから売上高、セグメント利益とも増加となりました。

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増となりました。

ハ）売電関連

売電関連に関しましては、平成25年８月より、小規模ながら売電目的の太陽光発電設備を新設

し、太陽光発電事業へ参画いたしました。

従いまして、当部門の売上高は1,837百万円（前年同四半期比35.3%増）、セグメント利益は330百万

円（前年同四半期比10.9%増）となりました。

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明
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当第３四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、2,403百万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、834百万円減少し、15,469百万円となりました。一方

で、現金及び預金が前連結会計年度末に比べ、5,674百万円増加し、たな卸資産につきましても前連結

会計年度末に比べ、2,149百万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、4,499百万円増加し、69,587百万円となりました。

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、2,384百万円減少、一方で、短期借入

金の残高は2,023百万円増加となりました。これは、長期借入金から短期借入金（１年内返済予定の長

期借入金）への振替によるものです。また、支払手形及び買掛金が前連結会計年度末に比べ、3,136百

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、3,076百万円増加

し、41,549百万円となりました。

純資産の部では、利益剰余金の1,143百万円増加などにより、前連結会計年度末に比べ、1,422百万円

増加し、28,037百万円となりました。

平成26年３月期の連結業績予想につきましては、平成25年10月18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。

該当事項はありません。

（２）財政状態に関する説明

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

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25年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 19,433 25,108

受取手形及び売掛金 15,053 12,650

たな卸資産 7,747 9,896

繰延税金資産 1,800 1,615

その他 699 809

貸倒引当金 △87 △72

流動資産合計 44,646 50,008

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 7,128 6,985

機械装置及び運搬具（純額） 5,194 4,666

土地 3,166 3,166

建設仮勘定 58 106

その他（純額） 756 545

有形固定資産合計 16,303 15,469

無形固定資産 618 515

投資その他の資産

投資有価証券 897 1,046

長期貸付金 7 6

繰延税金資産 1,802 1,774

その他 888 828

貸倒引当金 △76 △60

投資その他の資産合計 3,519 3,593

固定資産合計 20,441 19,578

資産合計 65,087 69,587

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 9,772 12,908

短期借入金 7,684 9,707

リース債務 318 202

未払法人税等 877 244

賞与引当金 565 214

役員賞与引当金 45 33

災害損失引当金 － 36

未払費用 3,091 3,016

その他 2,001 3,282

流動負債合計 24,356 29,647
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25年12月31日)

固定負債

長期借入金 6,015 3,630

リース債務 346 349

退職給付引当金 4,765 4,975

役員退職慰労引当金 377 323

資産除去債務 134 136

その他 2,477 2,486

固定負債合計 14,117 11,902

負債合計 38,473 41,549

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 22,059 23,203

自己株式 △8 △8

株主資本合計 26,656 27,799

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 130 232

繰延ヘッジ損益 7 △0

為替換算調整勘定 △195 △9

その他の包括利益累計額合計 △57 221

少数株主持分 15 16

純資産合計 26,614 28,037

負債純資産合計 65,087 69,587
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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３四半期連結累計期間

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日)

売上高 38,015 38,588

売上原価 29,425 28,846

売上総利益 8,590 9,741

販売費及び一般管理費

販売費 5,221 5,447

一般管理費 2,056 1,921

販売費及び一般管理費合計 7,278 7,368

営業利益 1,312 2,373

営業外収益

受取利息 15 16

受取配当金 10 23

負ののれん償却額 46 －

雑収入 202 87

営業外収益合計 275 127

営業外費用

支払利息 143 121

為替差損 1 17

雑損失 25 27

営業外費用合計 170 165

経常利益 1,417 2,334

特別利益

固定資産売却益 228 0

その他 0 36

特別利益合計 228 37

特別損失

固定資産廃棄損 19 23

災害による損失 － 174

その他 12 0

特別損失合計 31 198

税金等調整前四半期純利益 1,614 2,172

法人税、住民税及び事業税 307 713

法人税等調整額 △302 172

法人税等合計 5 886

少数株主損益調整前四半期純利益 1,609 1,286

少数株主利益 1 0

四半期純利益 1,608 1,285
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四半期連結包括利益計算書
第３四半期連結累計期間

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 1,609 1,286

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 8 101

繰延ヘッジ損益 △35 △8

為替換算調整勘定 14 185

その他の包括利益合計 △12 278

四半期包括利益 1,596 1,565

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,595 1,564

少数株主に係る四半期包括利益 1 0

ダイハツディーゼル㈱ （6023） 平成26年３月期 第３四半期決算短信

7



該当事項はありません。

当第３四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年12月31日）

該当事項はありません。

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

・連結子会社の事業年度等に関する事項の変更

第１四半期連結会計期間より、連結子会社のうち、DAIHATSU DIESEL (EUROPE) LTD.、DAIHATSU 

DIESEL (ASIA PACIFIC) PTE. LTD.、DAIHATSU DIESEL (AMERICA), INC.の３社については、決算日

を12月31日から３月31日に変更し、DAIHATSU DIESEL (SHANGHAI) CO.,LTD.については、四半期連

結決算日に仮決算を行う方法に変更しております。

これらの変更により、当第３四半期連結累計期間は平成25年４月１日から平成25年12月31日まで

の９ヶ月間を連結しております。なお、平成25年１月１日から平成25年３月31日の３ヶ月分の純資

産の変動については、四半期連結財務諸表の「利益剰余金」に反映しております。

（四半期連結損益計算書関係）

・災害による損失

当社守山第一工場において、平成25年９月の台風18号の影響により発生した油流出事故に対し、

原状回復費用等を計上しております。

上記のうち、災害損失引当金に繰り入れた金額は、36百万円であります。

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（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．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

(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。

(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

業及び売電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。

（セグメント情報等）

前第３四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31日） (単位：百万円)

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

32,168 4,488 36,657 1,358 38,015 ― 38,015

セグメント間の
内部売上高又は
振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 32,168 4,488 36,657 1,358 38,015 ― 38,015

セグメント利益
又は損失(△)

3,265 △194 3,070 298 3,368 △2,056 1,312

当第３四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年12月31日） (単位：百万円)

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

31,324 5,425 36,750 1,837 38,588 ― 38,588

セグメント間の
内部売上高又は
振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 31,324 5,425 36,750 1,837 38,588 ― 38,588

セグメント利益
又は損失（△）

4,072 △108 3,963 330 4,294 △1,921 2,373
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当第３四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年12月31日）

1）生 産 実 績

当第３四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３四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３四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（78.2％）、欧州（13.2％）、中南米（5.6％）、北米（2.8％）、その他（0.2％）

③「その他の部門」には産業機器関連（1,368百万円）、不動産賃貸関連（468百万円）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

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 767,873 31,324 △2.6

陸用機関関連 46,579 5,425 20.9

その他の部門 ―― 1,368 53.6

合 計 38,118 1.5

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 1,125,729 40,444 66.8 1,340,961 31,444 25.8

(25,086) (19,066)

陸用機関関連 47,200 5,635 △15.7 71,360 3,978 △25.8

(468) (59)

その他の部門 ― 1,328 41.2 ― 123 △5.3

(―) (―)

合 計
47,408

48.7
35,546

16.6
(25,554) (19,125)

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 767,873 31,324 60.5 △2.6

(18,945)

陸用機関関連 46,579 5,425 8.6 20.9

(464)

その他の部門 ― 1,837 ― 35.3

(―)

合 計
38,588

50.3 1.5
(19,409)
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