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1. 2020年3月期第1四半期の連結業績（2019年4月1日～2019年6月30日）

(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
親会社株主に帰属する四

半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2020年3月期第1四半期 11,802 △6.4 △56 ― △26 ― △36 ―

2019年3月期第1四半期 12,616 △17.8 215 △58.2 273 △52.7 171 △56.8

（注）包括利益 2020年3月期第1四半期　　△162百万円 （△302.5％） 2019年3月期第1四半期　　80百万円 （△82.3％）

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

2020年3月期第1四半期 △1.15 ―

2019年3月期第1四半期 5.40 ―

(2) 連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

2020年3月期第1四半期 82,779 38,545 46.5

2019年3月期 82,512 39,263 47.5

（参考）自己資本 2020年3月期第1四半期 38,504百万円 2019年3月期 39,219百万円

2. 配当の状況

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

2019年3月期 ― 0.00 ― 15.00 15.00

2020年3月期 ―

2020年3月期（予想） 0.00 ― 15.00 15.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

3. 2020年 3月期の連結業績予想（2019年 4月 1日～2020年 3月31日）

（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する

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

第2四半期(累計) 26,000 △2.7 200 △68.0 200 △73.4 0 △100.0 0.00

通期 62,000 8.3 3,000 14.2 3,000 16.4 2,100 15.5 65.93

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



※ 注記事項

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

新規 ― 社 （社名） 、 除外 ― 社 （社名）

(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

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

② ①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

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 2020年3月期1Q 31,850,000 株 2019年3月期 31,850,000 株

② 期末自己株式数 2020年3月期1Q 136,235 株 2019年3月期 16,235 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2020年3月期1Q 31,785,264 株 2019年3月期1Q 31,833,765 株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 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ページの「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。
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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

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、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）、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。
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（２）財政状態に関する説明

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。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2020年３月期の連結業績予想につきましては、2019年４月25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。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

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 22,777

受取手形及び売掛金 17,098 13,755

たな卸資産 10,269 12,793

その他 1,931 1,624

貸倒引当金 △12 △11

流動資産合計 50,193 50,940

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 10,883 10,727

機械装置及び運搬具（純額） 6,899 6,690

土地 5,088 5,088

建設仮勘定 113 166

その他（純額） 836 811

有形固定資産合計 23,821 23,483

無形固定資産 1,442 1,414

投資その他の資産

投資有価証券 2,836 2,736

長期貸付金 1 1

繰延税金資産 3,589 3,637

その他 681 619

貸倒引当金 △53 △53

投資その他の資産合計 7,055 6,941

固定資産合計 32,319 31,839

資産合計 82,512 82,779

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 7,297 7,374

電子記録債務 5,328 5,207

短期借入金 6,193 4,423

リース債務 562 564

未払法人税等 414 99

賞与引当金 703 253

役員賞与引当金 45 12

未払費用 2,851 2,530

その他 1,900 3,261

流動負債合計 25,296 23,728
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(単位：百万円)

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 9,876

リース債務 1,077 1,041

役員退職慰労引当金 521 70

退職給付に係る負債 6,618 6,677

資産除去債務 206 208

その他 2,310 2,630

固定負債合計 17,953 20,504

負債合計 43,249 44,233

純資産の部

株主資本

資本金 2,434 2,434

資本剰余金 2,191 2,191

利益剰余金 35,060 34,546

自己株式 △10 △87

株主資本合計 39,675 39,084

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 180 168

為替換算調整勘定 7 △104

退職給付に係る調整累計額 △643 △643

その他の包括利益累計額合計 △455 △579

非支配株主持分 43 41

純資産合計 39,263 38,545

負債純資産合計 82,512 82,779

決算短信（宝印刷） 2019年07月19日 08時48分 5ページ（Tess 1.50(64) 20181220_01）



ダイハツディーゼル株式会社(6023) 2020年３月期 第１四半期決算短信

6

（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：百万円)
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 11,802

売上原価 9,690 9,437

売上総利益 2,925 2,364

販売費及び一般管理費

販売費 2,103 1,865

一般管理費 606 556

販売費及び一般管理費合計 2,710 2,421

営業利益又は営業損失（△） 215 △56

営業外収益

受取利息 0 1

受取配当金 21 33

持分法による投資利益 － 4

為替差益 36 －

業務受託料 24 19

貸倒引当金戻入額 1 1

雑収入 10 51

営業外収益合計 95 111

営業外費用

支払利息 24 26

為替差損 － 13

雑損失 13 40

営業外費用合計 37 81

経常利益又は経常損失（△） 273 △26

特別利益

固定資産売却益 0 0

その他 － 15

特別利益合計 0 15

特別損失

固定資産売却損 － 2

固定資産廃棄損 4 3

その他 4 －

特別損失合計 9 5

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 △16

法人税、住民税及び事業税 77 65

法人税等調整額 15 △43

法人税等合計 93 22

四半期純利益又は四半期純損失（△） 170 △38

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △1 △1

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 △36
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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：百万円)
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 △38

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △21 △11

繰延ヘッジ損益 △1 －

為替換算調整勘定 4 △23

退職給付に係る調整額 △72 △0

持分法適用会社に対する持分相当額 － △87

その他の包括利益合計 △89 △124

四半期包括利益 80 △162

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 81 △160

非支配株主に係る四半期包括利益 △1 △1
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（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）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

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）

　 該当事項はありません。

（セグメント情報等）

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１四半期連結累計期間(自 2018年４月１日 至 2018年６月30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

10,742 1,065 11,808 807 12,616 ― 12,616

セグメント間の
内部売上高又は
振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 10,742 1,065 11,808 807 12,616 ― 12,616

セグメント利益又
は損失(△)

834 △69 764 57 822 △606 215

(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。

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) (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

10,313 724 11,037 764 11,802 ― 11,802

セグメント間の
内部売上高又は
振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 10,313 724 11,037 764 11,802 ― 11,802

セグメント利益又
は損失(△)

758 △301 456 42 499 △556 △56

(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。
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３．補足情報

（１）生産、受注及び販売の状況

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）生 産 実 績

当第１四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）

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 249,462 10,313 △4.0

　 陸用機関関連 256 724 △32.0

　その他の部門 ― 602 △6.5

合 計 11,640 △6.5

（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１四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）

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 271,614 10,892 △3.8 1,193,920 28,997 8.4
(6,051) (8,957)

　 陸用機関関連 71,642 3,720 34.5 187,826 8,250 17.4

(791) (948)
　その他の部門 ― 698 11.9 ― 576 7.8

(―) (―)

合 計
15,311

4.1
37,824

10.2
(6,843) (9,906)

（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１四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）

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 249,462 10,313 58.8 △4.0

(6,067)
　 陸用機関関連 256 724 18.2 △32.0

(131)
　その他の部門 ― 764 ― △5.3

(―)

合 計
11,802

52.5 △6.4
(6,199)

（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（67.6％）、欧州（20.7％）、中南米（6.5％）、北米（4.5％）、その他（0.7％）

　 ③「その他の部門」には精密部品関連（326百万円）、産業機器関連（276百万円）および不動産賃貸関連等

　 （162百万円）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。
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