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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８期

第１四半期
連結累計期間

第７期

会計期間
自 平成26年４月１日
至 平成26年６月30日

自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日

売上高 (百万円) 31,440 108,523

経常利益 (百万円) 2,367 7,895

四半期(当期)純利益 (百万円) 1,500 4,343

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 1,238 6,193

純資産額 (百万円) 37,336 36,842

総資産額 (百万円) 102,557 98,635

１株当たり四半期(当期)純利益金額 (円) 82.93 290.06

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) － －

自己資本比率 (％) 35.0 36.1
 

(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．当社は、第７期第１四半期連結累計期間については、四半期連結財務諸表を作成していないため、第７期第

１四半期連結累計期間に係る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。

３．売上高には、消費税等は含まれておりません。

４．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、当社グループ（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。

 

２ 【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。

 

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

当社は、当第１四半期連結累計期間より金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表を作成しているため、前年同

四半期との数値比較を記載しておりません。

(1)業績の状況　

当第１四半期連結累計期間（平成26年４月１日～平成26年６月30日）の連結業績は、売上高につきましては主

要販売先からの受注増に加え、新製品の量産を開始した国内子会社（平成25年９月量産開始）及びメキシコ子会

社（平成26年１月量産開始）の売上寄与等により、31,440百万円となりました。

一方利益面につきましては、国内での新製品の量産準備費用やメキシコ子会社の本格稼働による費用の増加等

もありましたが、増収要因に加えコスト低減効果等により、営業利益は2,465百万円となりました。経常利益につ

きましては、2,367百万円となりました。四半期純利益は1,500百万円となりました。

 

セグメントの業績は、次のとおりであります。

 

（国内）

主要販売先からの受注増や国内子会社において平成25年９月より量産を開始した新製品の売上寄与等により、

売上高は26,268百万円となりました。セグメント利益（営業利益）は2,420百万円となりました。

 

（海外）

メキシコ子会社において平成26年１月より量産を開始した新製品の売上寄与等により、売上高は5,715百万円と

なりました。セグメント損失（営業損失）は、83百万円となりました。

 

(2)財政状態の分析

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度に比べ3,922百万円（4.0％）増加し、102,557百万円

となりました。主な要因は、有形固定資産とメキシコ子会社における売掛金等が増加した一方で、棚卸資産が減

少したことなどによるものであります。

負債は、前連結会計年度に比べ3,428百万円（5.5％）増加し65,220百万円となりました。主な要因は、メキシ

コ子会社における買掛金と国内の未払費用等が増加した一方で、未払法人税等などが減少したことによるもので

あります。

純資産は、前連結会計年度に比べ493百万円（1.3％）増加し37,336百万円となりました。主な要因は、利益剰

余金の増加等であります。

 

(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、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、216百万円であります。

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。
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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 59,176,000

計 59,176,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第１四半期会計期間末

現在発行数(株)
(平成26年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成26年８月６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 18,094,100 18,094,100
東京証券取引所
（市場第一部）

単元株式数は100株
　　　であります。

計 18,094,100 18,094,100 ― ―
 

 

(2) 【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) 【ライツプランの内容】

　　　 該当事項はありません。　

 

(5) 【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
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

平成26年６月30日 ― 18,094,100 ― 4,385 ― 4,188
 

 

 

(6) 【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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(7) 【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ず、記載すること

ができないことから、直前の基準日である平成26年３月31日の株主名簿により記載しております。

① 【発行済株式】

平成26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) ― ― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 18,092,800　 180,928 (注)

単元未満株式 普通株式 1,300 ― ―

発行済株式総数 18,094,100 ― ―

総株主の議決権 ― 180,928 ―
 

(注)権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。

　

② 【自己株式等】

　　　該当事項はありません。

 

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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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」(平成19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(平成26年４月１日から平成

26年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成26年４月１日から平成26年６月30日まで)に係る四半期連結財務

諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。

 

３ 最初に提出する四半期報告書の記載上の特例

当四半期報告書は、第１四半期に係る最初に提出する四半期報告書であるため、「企業内容等開示ガイドライン24

の４の７－６」の規定に準じて前年同四半期との比較情報は記載しておりません。
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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：百万円)

          
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成26年６月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 20,708 20,327

  受取手形及び売掛金 20,185 22,424

  商品及び製品 1,349 749

  仕掛品 309 385

  原材料及び貯蔵品 1,620 1,639

  繰延税金資産 1,120 1,081

  未収入金 429 344

  その他 1,587 1,175

  貸倒引当金 △49 △39

  流動資産合計 47,261 48,087

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 9,942 9,952

   機械装置及び運搬具（純額） 10,232 10,054

   工具、器具及び備品（純額） 1,146 1,248

   土地 10,923 10,918

   リース資産（純額） 4,987 5,472

   建設仮勘定 7,133 9,835

   有形固定資産合計 44,365 47,482

  無形固定資産   

   のれん 177 154

   その他 1,160 1,104

   無形固定資産合計 1,337 1,259

  投資その他の資産   

   投資有価証券 2,900 2,862

   長期貸付金 834 778

   長期前払費用 938 885

   繰延税金資産 857 1,070

   その他 151 142

   貸倒引当金 △12 △11

   投資その他の資産合計 5,670 5,727

  固定資産合計 51,373 54,469

 資産合計 98,635 102,557
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           (単位：百万円)

          
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成26年６月30日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 24,556 26,402

  短期借入金 5,561 5,170

  1年内返済予定の長期借入金 1,668 2,216

  リース債務 2,752 3,048

  未払金 4,951 5,576

  未払費用 767 2,182

  未払法人税等 3,459 881

  賞与引当金 1,456 728

  製品保証引当金 202 189

  設備関係支払手形 1,037 2,149

  その他 527 678

  流動負債合計 46,941 49,225

 固定負債   

  社債 1,000 1,000

  長期借入金 7,320 7,892

  リース債務 2,365 2,570

  退職給付に係る負債 3,603 3,952

  役員退職慰労引当金 120 130

  資産除去債務 130 131

  その他 310 318

  固定負債合計 14,850 15,994

 負債合計 61,792 65,220

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 4,385 4,385

  資本剰余金 9,795 9,795

  利益剰余金 18,737 19,259

  株主資本合計 32,918 33,440

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 630 671

  為替換算調整勘定 1,969 1,707

  退職給付に係る調整累計額 132 95

  その他の包括利益累計額合計 2,732 2,475

 少数株主持分 1,192 1,420

 純資産合計 36,842 37,336

負債純資産合計 98,635 102,557
 

 

 

 

 

EDINET提出書類

ダイキョーニシカワ株式会社(E30438)

四半期報告書

 8/15



(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)

          当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

売上高 31,440

売上原価 27,138

売上総利益 4,301

販売費及び一般管理費 1,835

営業利益 2,465

営業外収益  

 受取利息 25

 受取配当金 4

 補助金収入 108

 その他 32

 営業外収益合計 170

営業外費用  

 支払利息 114

 持分法による投資損失 10

 シンジケートローン手数料 56

 為替差損 71

 その他 16

 営業外費用合計 269

経常利益 2,367

特別利益  

 固定資産売却益 0

 特別利益合計 0

特別損失  

 固定資産除売却損 46

 特別損失合計 46

税金等調整前四半期純利益 2,320

法人税等 787

少数株主損益調整前四半期純利益 1,533

少数株主利益 32

四半期純利益 1,500
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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)

          当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 1,533

その他の包括利益  

 その他有価証券評価差額金 41

 為替換算調整勘定 △242

 退職給付に係る調整額 △33

 持分法適用会社に対する持分相当額 △61

 その他の包括利益合計 △295

四半期包括利益 1,238

（内訳）  

 親会社株主に係る四半期包括利益 1,243

 少数株主に係る四半期包括利益 △5
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【注記事項】

(会計方針の変更等)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日 至 平成26年６月30日)

(会計方針の変更)

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」とい

う。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年５月17日。以下

「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられ

た定めについて当第１四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給

付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の算定方法を平均残存

勤務期間に近似した年数に基づく割引率から、退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した

単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更しております。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第１四

半期連結会計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加

減しております。

この結果、当第１四半期連結会計期間の期首の退職給付に係る負債が422百万円増加し、利益剰余金が272百万

円減少しております。なお、当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益へ

の影響は軽微であります。
 

　

(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

 
当第１四半期連結累計期間

(自 平成26年４月１日 至 平成26年６月30日)

税金費用の計算 税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税

引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税

引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。
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(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（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次

のとおりであります。

 

 
当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年６月30日)

減価償却費 　　　　　1,712百万円

のれんの償却額 14　〃
 

 

 

(株主資本等関係)

当第１四半期連結累計期間(自 平成26年４月１日　至 平成26年６月30日)

１  配当金支払額

 

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年６月27日
定時株主総会

普通株式 705 39 平成26年３月31日 平成26年６月30日 利益剰余金
 

 

２  基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末

日後となるもの

　該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間(自 平成26年４月１日 至 平成26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：百万円)

 
報告セグメント

合計
国内 海外

売上高    

  外部顧客への売上高 26,098 5,341 31,440

 セグメント間の内部売上高又は振替高 170 373 544

計 26,268 5,715 31,984

セグメント利益又は損失（△） 2,420 △83 2,336
 

 

２  報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

(差異調整に関する事項)

 (単位：百万円)

利益 金額

報告セグメント計 2,336

セグメント間取引消去 129

四半期連結損益計算書の営業利益 2,465
 

 

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、次のとおりであります。

 

項目
当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年６月30日)

１株当たり四半期純利益金額 82円93銭

(算定上の基礎)  

四半期純利益金額(百万円) 1,500

普通株主に帰属しない金額(百万円) －

普通株式に係る四半期純利益金額(百万円) 1,500

普通株式の期中平均株式数(株) 18,094,100
 

(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。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

平成26年８月４日

ダイキョーニシカワ株式会社

取締役会  御中
 

有限責任 あずさ監査法人
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士　　和　泉　年　昭　㊞

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士　　河　合　聡一郎　㊞

 

 

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キョーニシ

カワ株式会社の平成26年４月１日から平成27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(平成26年４月１

日から平成26年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成26年４月１日から平成26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、ダイキョーニシカワ株式会社及び連結子会社の平成26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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