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1. 2021年3月期第1四半期の連結業績（2020年4月1日～2020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 ％

2021年3月期第1四半期 12,689 7.5 △111 ― △115 ― △160 ―

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

（注）包括利益 2021年3月期第1四半期　　△170百万円 （―％） 2020年3月期第1四半期　　△162百万円 （―％）

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

2021年3月期第1四半期 △5.06 ―

2020年3月期第1四半期 △1.15 ―

(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 ％

2021年3月期第1四半期 83,130 40,028 48.1

2020年3月期 85,558 40,645 47.5

（参考）自己資本 2021年3月期第1四半期 39,984百万円 2020年3月期 40,598百万円

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

2020年3月期 ― 0.00 ― 15.00 15.00

2021年3月期 ―

2021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. 2021年 3月期の連結業績予想（2020年 4月 1日～2021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 △4.8 0 △100.0 0 △100.0 0 △100.0 0.00

通期 58,000 △3.5 1,300 △51.4 1,300 △55.4 900 △54.9 28.25

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有

詳細につきましては、本日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。



※ 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） 2021年3月期1Q 31,850,000 株 2020年3月期 31,850,000 株

② 期末自己株式数 2021年3月期1Q 193,535 株 2020年3月期 43,535 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年3月期1Q 31,740,531 株 2020年3月期1Q 31,785,264 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（2020年４月１日～2020年６月30日）における我が国経済は、新型コロナウイルス感染

症の拡大防止に向けた経済活動の自粛等の影響により、景気が急速に悪化し、極めて厳しい状況となりました。５月

25日に全国で緊急事態宣言が解除され経済活動は再開されつつありますが、回復の足取りは鈍く、新型コロナウイル

ス感染症第二波の発生も懸念される状況にあります。また、世界経済におきましても同様に新型コロナウイルス感染

症の影響が甚大な中、米中貿易摩擦の長期化等もあり、先行きの見通せない不透明な状況が続いております。

このような企業環境下、当社グループにおきましては、従業員やお客様、そして地域の皆様の安心・安全を第一と

考え、感染予防対策を講じながら工場における通常操業を継続し、製品の安定供給に努めてまいりました。その結

果、当第１四半期連結累計期間の売上高は12,689百万円（前年同四半期比7.5%増）となり、利益面におきましては、

営業損失は111百万円（前年同四半期は56百万円の営業損失）、経常損失は115百万円（前年同四半期は26百万円の経

常損失）、親会社株主に帰属する四半期純損失は160百万円（前年同四半期は36百万円の親会社株主に帰属する四半

期純損失）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

メンテナンス関連の売上が減少したものの、機関売上では防衛省向けが寄与したこと等により、売上高は

11,585百万円（前年同四半期比12.3%増）、セグメント利益は764百万円（前年同四半期比0.9%増）となりまし

た。

ロ）陸用機関関連

販売物件は増加したものの、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444百万円（前年

同四半期比38.6%減）、セグメント損失は339百万円（前年同四半期は301百万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12,030百万円（前年同四半期比9.0%増）、セグメント利益は425百万円（前年同

四半期比6.8%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、新型コロナウイルス感染症の影響等により自動車業界において新車の

販売台数が減少したことにより売上高は減少したものの、利益率の良化により、セグメント利益は増加となり

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、売上高は微減となり、セグメント利益は減少となりました。

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、セグメント利益は減少となりました。

ニ）精密部品関連

精密部品関連に関しましては、売上高は微減となり、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659百万円（前年同四半期比13.8%減）、セグメント利益は31百万円（前年同四半

期比25.3%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、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、2,881百万円減少となりました。一方で、たな卸資産につきましては、前連結会

計年度末に比べ、883百万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、

2,427百万円減少し、83,130百万円となりました。

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、847百万円減少となりま

した。また、短期借入金と長期借入金の合計は、約定返済等により、311百万円減少となりました。さらに、法人税

等の納付により、未払法人税等が494百万円減少となりました。その結果、負債の部合計では、前連結会計年度末に

比べ、1,810百万円減少し、43,102百万円となりました。

純資産の部では、配当金の支払等により、利益剰余金が544百万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、616百万円減少し、40,028百万円となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2021年３月期の連結業績予想につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大による当社業績への影響を合理的

に算定することが困難であったため、2021年３月期の業績予想を未定としておりましたが、現時点で入手可能な情

報や予測等に基づき、算定いたしましたので公表いたします。

詳細につきましては、本日公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

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
(2020年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2020年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 21,170 21,584

受取手形及び売掛金 18,820 15,939

たな卸資産 12,974 13,857

その他 2,125 1,659

貸倒引当金 △13 △12

流動資産合計 55,078 53,029

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 10,254 10,076

機械装置及び運搬具（純額） 6,366 6,272

土地 5,088 5,084

建設仮勘定 132 202

その他（純額） 714 676

有形固定資産合計 22,554 22,313

無形固定資産 1,139 1,065

投資その他の資産

投資有価証券 2,583 2,517

長期貸付金 0 0

繰延税金資産 3,586 3,628

その他 671 632

貸倒引当金 △55 △57

投資その他の資産合計 6,786 6,722

固定資産合計 30,480 30,101

資産合計 85,558 83,130

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 7,661 7,357

電子記録債務 5,789 5,245

短期借入金 4,455 4,568

リース債務 511 493

未払法人税等 645 150

賞与引当金 670 245

役員賞与引当金 51 12

未払費用 2,724 2,588

その他 1,838 2,617

流動負債合計 24,347 23,280
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2020年６月30日)

固定負債

長期借入金 10,036 9,612

リース債務 737 644

役員退職慰労引当金 76 58

退職給付に係る負債 6,913 6,930

資産除去債務 193 193

その他 2,608 2,381

固定負債合計 20,565 19,821

負債合計 44,912 43,102

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 36,578 36,033

自己株式 △28 △90

株主資本合計 41,175 40,569

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 155 167

為替換算調整勘定 △141 △186

退職給付に係る調整累計額 △591 △564

その他の包括利益累計額合計 △576 △584

非支配株主持分 46 44

純資産合計 40,645 40,028

負債純資産合計 85,558 83,130
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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：百万円)
前第１四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年６月30日)

売上高 11,802 12,689

売上原価 9,437 10,525

売上総利益 2,364 2,163

販売費及び一般管理費

販売費 1,865 1,706

一般管理費 556 568

販売費及び一般管理費合計 2,421 2,275

営業損失（△） △56 △111

営業外収益

受取利息 1 0

受取配当金 33 16

持分法による投資利益 4 －

業務受託料 19 1

貸倒引当金戻入額 1 1

雑収入 51 35

営業外収益合計 111 55

営業外費用

支払利息 26 23

持分法による投資損失 － 21

為替差損 13 5

雑損失 40 8

営業外費用合計 81 58

経常損失（△） △26 △115

特別利益

固定資産売却益 0 0

その他 15 －

特別利益合計 15 0

特別損失

固定資産売却損 2 0

固定資産廃棄損 3 4

特別損失合計 5 4

税金等調整前四半期純損失（△） △16 △120

法人税、住民税及び事業税 65 102

法人税等調整額 △43 △59

法人税等合計 22 43

四半期純損失（△） △38 △163

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △1 △2

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △36 △160

決算短信（宝印刷） 2020年07月20日 17時52分 6ページ（Tess 1.50(64) 20191218_01）



ダイハツディーゼル株式会社(6023) 2021年３月期 第１四半期決算短信

7

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 2019年４月１日
　至 2019年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年６月30日)

四半期純損失（△） △38 △163

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △11 11

為替換算調整勘定 △23 △3

退職給付に係る調整額 △0 27

持分法適用会社に対する持分相当額 △87 △41

その他の包括利益合計 △124 △7

四半期包括利益 △162 △170

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △160 △168

非支配株主に係る四半期包括利益 △1 △2
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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 2020年４月１日 至 2020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 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。

当第１四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020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

11,585 444 12,030 659 12,689 ― 12,689

セグメント間の
内部売上高又は
振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 11,585 444 12,030 659 12,689 ― 12,689

セグメント利益又
は損失(△)

764 △339 425 31 457 △568 △111

(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 2020年４月１日 至 2020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 240,071 11,585 12.3

　 陸用機関関連 1,292 444 △38.6

　その他の部門 ― 499 △17.1

合 計 12,529 7.6

（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 290,490 10,849 △0.4 1,233,497 26,460 △8.7
(4,701) (7,321)

　 陸用機関関連 5,461 1,332 △64.2 122,415 6,051 △26.7
(83) (588)

　その他の部門 ― 634 △9.1 ― 824 43.0
(―) (―)

合 計
12,816

△16.3
33,336

△11.9
(4,785) (7,910)

（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 240,071 11,585 50.0 12.3

(5,794)
　 陸用機関関連 1,292 444 18.8 △38.6

(83)
　その他の部門 ― 659 ― △13.8

(―)

合 計
12,689

46.3 7.5
(5,878)

（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（66.1％）、欧州（21.0％）、中南米（6.6％）、北米（2.4％）、その他（3.9％）

　 ③「その他の部門」には精密部品関連（325百万円）、産業機器関連（173百万円）および不動産賃貸関連等

　 （159百万円）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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