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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】 

 （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．売上高には、消費税等は含んでおりません。  

３．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。 

回次 
第116期 

第２四半期連結
累計期間 

第116期 
第２四半期連結

会計期間 
第115期 

会計期間 

自平成20年 
４月１日 

至平成20年 
９月30日 

自平成20年 
７月１日 

至平成20年 
９月30日 

自平成19年 
４月１日 

至平成20年 
３月31日 

売上高（百万円） 24,291 13,100 48,467 

経常利益（百万円） 1,439 857 1,891 

四半期（当期）純利益（百万円） 829 496 778 

純資産額（百万円） － 20,345 20,224 

総資産額（百万円） － 55,412 54,110 

１株当たり純資産額（円） － 334.97 330.70 

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円） 
17.61 10.55 16.53 

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（％） － 28.46 28.78 

営業活動による 

キャッシュ・フロー（百万円） 
893 － 4,085 

投資活動による 

キャッシュ・フロー（百万円） 
△1,313 － △2,916 

財務活動による 

キャッシュ・フロー（百万円） 
△476 － △504 

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（百万円） 
－ 2,305 3,096 

従業員数（人） － 2,086 2,013 
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２【事業の内容】 

 当第２四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。 

３【関係会社の状況】 

 当第２四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

４【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

 （注） 従業員数は、就業人員であり、臨時雇用者数は、（ ）外数で記載しております。 

(2）提出会社の状況 

 （注） 従業員数は、就業人員であり、臨時雇用者数は、（ ）外数で記載しております。 

平成20年９月30日現在

従業員数（人） 2,086  （414） 

平成20年９月30日現在

従業員数（人） 809  （128） 
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第２【事業の状況】 

１【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

 当第２四半期連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

 （注）１ セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２ 金額は、販売価格によるものであります。 

３ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

(2) 受注実績 

 当第２四半期連結会計期間における受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

 （注）１ セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

(3) 販売実績 

 当第２四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

 （注）１ セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。 

３ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

事業の種類別セグメントの名称 生産高(百万円) 

動力伝動搬送関連事業 7,724 

リムホイール関連事業 2,287 

その他の事業 390 

合  計 10,401 

事業の種類別セグメントの名称 受注高(百万円) 受注残高(百万円)

動力伝動搬送関連事業 10,806 5,196 

リムホイール関連事業 3,214 2,059 

その他の事業 436 248 

合  計 14,457 7,504 

事業の種類別セグメントの名称 販売高(百万円) 

動力伝動搬送関連事業 9,348 

リムホイール関連事業 3,100 

その他の事業 652 

合  計 13,100 

相手先 

 当第２四半期連結会計期間 
（自 平成20年７月１日   

  至 平成20年９月30日） 

販売高(百万円) 割合(％) 

本田技研工業㈱ 1,592 12.2 
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２【経営上の重要な契約等】 

 当第２四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または締結等はありません。 

３【財政状態及び経営成績の分析】 

 文中の将来に関する事項の記載については、当四半期報告書提出日現在において判断したものであります。 

(1) 業績の状況 

 当第２四半期連結会計期間における当社グループを取り巻く環境は、海外においては、欧州・米国を中心に景気

減速の動きが広がっており、サブプライムローン問題に端を発した米国金融機関の相次ぐ破綻、世界的な株安の進

行により、景気後退のリスクが高まっています。日本経済においても、石油製品や食料品などの消費者物価の上

昇、賃金の伸び悩みなどによって個人消費が低調に推移するとともに、原材料価格の高騰や円高が企業収益を大き

く圧迫し、設備投資も低調に推移するなど、景気の減速傾向を強めております。 

 このような状況のもと、当社グループにおきましては、既存の海外拠点におけるチェーン設備の増強等、グロー

バル展開を積極的に進めるとともに、原材料コスト上昇分の製品価格への転嫁、原価低減活動に取り組んでまいり

ました。また、製品補償費用が前年同期比で大幅に減少いたしました。 

 これらの結果、連結売上高は13,100百万円、連結営業利益は799百万円、連結経常利益は857百万円、四半期純利

益は496百万円となりました。 

事業の種類別セグメント別の概況は次のとおりであります。 

①動力伝動搬送関連事業 

 二輪車用チェーンは、完成車メーカー向けは、国内受注は減少したものの、アジア、南米を中心とした海外は、

完成車メーカーの増産により増加しました。また、補修用においても欧州、南米向けが順調に推移しました。 

 四輪車用チェーンは、北米市場の景気減速により完成車メーカーは減産しましたが、新機種エンジン用のチェー

ン、スプロケットの完成車メーカーへの量産納入開始やアジア向けの受注が増加したことから好調に推移しまし

た。 

 産業機械用チェーンは、立体駐車場用チェーンなどは低調であったものの、国内製鉄・建機・運搬機向けが順調

に推移したことに加え、北米・南米からの旺盛な需要に支えられ好調に推移しました。 

 コンベヤ関連は、セメント、製鉄、建機向けが堅調に推移しました。 

 その結果、当事業の売上高は9,348百万円となりました。 

②リムホイール関連事業 

 二輪車用リム、スイングアーム及びバギー用ホイールは、北米市場の景気減速により完成車メーカーが減産した

ことから低調に推移しました。 

 農業機械用ホイールは、農業機械メーカーの東南アジア向けが増加し、好調に推移しました。 

 その結果、当事業の売上高は3,100百万円となりました。 

③その他の事業 

 階段昇降装置は、本年1月、本来使用すべき鋼材と異なる鋼材が使用された可能性があることが判明し、翌月以

降の受注を停止しております。 

 事務機器用部品は、パンチユニットは順調に推移しましたが、カッターユニットが複写機メーカーの減産により

低調に推移しました。 

 その結果、当事業の売上高は652百万円となりました。   

(2) キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前四半期連結

会計期間末に比べ285百万円減少し、当第２四半期連結会計期間末には2,305百万円となりました。  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は578百万円となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益の計上によるも

のであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は755百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得によるものでありま

す。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は10百万円となりました。これは主に借入による収入を計上した一方で、借入金の

返済による支出を計上したことによるものであります。 
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(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題 

 当第２四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。 

 なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等（会

社法施行規則第127条各号に掲げる事項）は次のとおりであります。 

Ⅰ 基本方針の内容 

 当社取締役会は、上場会社として当社株式の自由な売買を認める以上、特定の者の大規模な買付行為に応じて当

社株式の売却を行うか否かは、 終的には当社株式を保有する当社株主の皆様の判断に委ねられるべきものである

と考えます。 

 しかし、当社がお客様のニーズを満たす技術の徹底追求を行い、高機能、高品質の製品をお届けすることによ

り、企業価値ひいては株主共同の利益を向上させるためには、当社の企業価値の源泉である①お客様のニーズに応

える技術力、②グローバルな供給体制、③取引先との強固な信頼関係、④「D.I.D」の世界的なブランド力、⑤地

域経済・社会への貢献及び⑥各事業間の相互補完関係の確保を踏まえ中長期的視点に立った施策を実行することが

必要不可欠であると考えております。当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者によりこうした中長期的視点

に立った施策が実行されない場合、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益や当社グループに関わる全て

のステークホルダーの利益は毀損されることになる可能性があります。 

 当社は、当社株式の適正な価値を株主及び投資家の皆様にご理解いただくようＩＲ活動に努めておりますもの

の、突然大規模な買付行為がなされたときに、買付者の提示する当社株式の取得対価が妥当かどうかなど買付者に

よる大規模な買付行為の是非を株主の皆様が短期間の内に適切に判断するためには、買付者及び当社取締役会の双

方から適切かつ十分な情報が提供されることが不可欠です。さらに、当社株式の継続保有をお考えの株主の皆様に

とっても、かかる買付行為が当社グループに与える影響や、買付者が考える当社グループの経営に参画したときの

経営方針、事業計画の内容、当該買付行為に対する当社取締役会の意見等の情報は、当社株式の継続保有を検討す

るうえで重要な判断材料となると考えます。 

Ⅱ 当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の会社支配に関する基本方針の実現に資する特別な取

組み 

 当社は、基本方針の実現に資する特別な取組みとして、上述した当社の企業価値の源泉をさらに維持・強化する

ために、①継続的利益創出システムの構築、②人を生かす風土づくり及び③グローバルネットワークの展開に取り

組んでおります。 

 また、当社は、経営の意思決定の迅速化及び業務執行の効率化を目的として、平成17年６月より執行役員制度を

導入しています。さらに、経営のスリム化を図るべく、平成20年６月27日開催の定時株主総会において、取締役の

員数の上限を現行の15名から12名に減少する旨の定款変更を行いました。 

 加えて、法令順守の徹底を図るため、平成20年４月１日より内部統制監査室を新たに設置するとともに、企業の

社会的責任を果たすうえで重要な活動を統括・推進するため、ＣＳＲ委員会を設置しております。 

Ⅲ 会社支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されること

を防止するための取組み 

 当社は、平成20年５月15日開催の当社取締役会において、Ⅰで述べた会社支配に関する基本方針に照らし、「当

社株券等の大規模買付行為への対応方針」（以下「本対応方針」といいます。）の導入を決議いたしました。 

 本対応方針は、（i）特定株主グループの議決権割合を20％以上とすることを目的とする当社株券等の買付行

為、（ii）結果として特定株主グループの議決権割合が20％以上となる当社株券等の買付行為（市場取引、公開買

付け等の具体的な買付方法の如何を問いませんが、あらかじめ当社取締役会が同意した者による買付行為を除きま

す。）又は、（iii）結果として特定株主グループの議決権割合が20％以上となる当社の他の株主との合意等（以

下かかる買付行為又は合意等を「大規模買付行為」といい、かかる買付行為又は合意等を行う者を「大規模買付

者」といいます。）が行われる場合に、①大規模買付者が当社取締役会に対して大規模買付行為に関する必要かつ

十分な情報を事前に提供し、②当社取締役会のための一定の評価期間が経過し、かつ③当社取締役会又は株主総会

が新株予約権の無償割当て実施の可否について決議を行った後に大規模買付行為を開始する、という大規模買付ル

ールの遵守を大規模買付者に求める一方で、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なう大規模買付行

為を新株予約権の無償割当てを利用することにより抑止し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を向上させる

ことを目的とするものです。 

 当社の株券等について大規模買付行為が行われる場合、まず、大規模買付者には、当社代表取締役宛に大規模買

付者及び大規模買付行為の概要並びに大規模買付ルールに従う旨が記載された意向表明書を提出することを求めま

す。さらに、大規模買付者には、当社取締役会が当該意向表明書受領後10営業日以内に交付する必要情報リストに

基づき株主の皆様の判断並びに当社取締役会及び独立委員会の意見形成のために必要な情報の提供を求めます。 
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 次に、大規模買付行為の評価等の難易度に応じ、大規模買付者が当社取締役会に対し前述の必要情報の提供を完

了した後、60日間（対価を現金（円貨）のみとする公開買付けによる当社全株式の買付けの場合）又は90日間（そ

の他の大規模買付行為の場合）（ 大30日間の延長がありえます。）を当社取締役会による評価、検討、交渉、意

見形成、代替案立案のための期間とし、当社取締役会は、当該期間内に、外部専門家等の助言を受けながら、大規

模買付者から提供された情報を十分に評価・検討し、後述の独立委員会の勧告を 大限尊重したうえで、当社取締

役会としての意見を取りまとめて公表します。また、当社取締役会は、必要に応じ、大規模買付者との間で大規模

買付行為に関する条件改善について交渉し、当社取締役会としての代替案を提示することもあります。 

 当社取締役会は、本対応方針を適正に運用し、当社取締役会による恣意的な判断を防止するための諮問機関とし

て、当社の業務執行を行う経営陣から独立している当社社外取締役、当社社外監査役及び社外有識者の中から選任

された委員からなる独立委員会を設置し、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しないため新株予約権の無償割

当てを実施すべきか否か、大規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと認められる

ため新株予約権の無償割当てを実施すべきか否か等の本対応方針に係る重要な判断に際しては、独立委員会に諮問

することとします。独立委員会は、新株予約権の無償割当ての実施もしくは不実施の勧告又は新株予約権の無償割

当ての実施の可否につき株主総会に諮るべきである旨の勧告を当社取締役会に対し行います。 

 当社取締役会は、前述の独立委員会の勧告を 大限尊重し、新株予約権の無償割当ての実施もしくは不実施の決

議又は株主総会招集の決議その他必要な決議を行います。新株予約権の無償割当て実施の可否につき株主総会にお

いて株主の皆様にお諮りする場合には、株主総会招集の決議の日より 長60日間以内に当社株主総会を開催するこ

ととします。新株予約権の無償割当てを実施する場合には、新株予約権者は、当社取締役会が定めた１円以上の額

を払い込むことにより新株予約権を行使し、当社普通株式を取得することができるものとし、当該新株予約権に

は、大規模買付者等による権利行使が認められないという行使条件や当社が大規模買付者等以外の者から当社株式

と引換えに新株予約権を取得することができる旨の取得条項等を付すことがあるものとします。また、当社取締役

会は、当社取締役会又は株主総会が新株予約権の無償割当てを実施することを決定した後も、新株予約権の無償割

当ての実施が適切でないと判断した場合には、独立委員会の勧告を 大限尊重した上で、新株予約権の無償割当て

実施の停止又は変更を行うことがあります。当社取締役会は、前述の決議を行った場合は、適時適切に情報開示を

行います。 

 本対応方針の有効期限は、平成20年６月27日開催の定時株主総会においてその導入が承認されたことから、当該

定時株主総会の日から３年内に終了する事業年度のうち 終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。

なお、本対応方針の有効期間中であっても、企業価値ひいては株主共同の利益の向上の観点から、関係法令の整備

や、証券取引所が定める上場制度の整備等を踏まえ随時見直しを行い、本対応方針の変更を行うことがあります。

 なお、本対応方針の詳細については、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレスhttp://www.did-

daido.co.jp/）に掲載する平成20年５月15日付プレスリリースをご覧下さい。 

Ⅳ 具体的取組みに対する当社取締役の判断及びその理由 

 Ⅱに記載した当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の会社支配に関する基本方針の実現に資す

る特別な取組みは、Ⅱに記載した通り、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を向上させるための具体的方策で

あり、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではなく、当社の基本方針に沿うものです。 

 また、Ⅲに記載した本対応方針も、Ⅲに記載した通り、企業価値ひいては株主共同の利益を向上させるために導

入されたものであり、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではなく、当社の基本方針に沿うものです。

特に、本対応方針は、当社取締役会から独立した組織として独立委員会を設置し、新株予約権の無償割当ての実施

又は不実施の判断の際には取締役会はこれに必ず諮問することとなっていること、必要に応じて新株予約権の無償

割当ての実施につき株主総会に諮ることとなっていること、本対応方針の有効期間は３年であり、その継続につい

ては株主の皆様のご承認をいただくこととなっていること等その内容において公正性・客観性が担保される工夫が

なされている点において、企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであって、当社の会社役員の地位の維持

を目的とするものではありません。 

(4) 研究開発活動 

 当第２四半期連結会計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、84百万円であります。 

 なお、当第２四半期連結会計期間において、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【設備の状況】 
(1）主要な設備の状況 

 当第２四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

(2）設備の新設、除却等の計画 

 当第２四半期連結会計期間において、前四半期連結会計期間末に計画中であった重要な設備の新設、除却等につ

いて、重要な変更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はあ

りません。 
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第４【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】 

②【発行済株式】 

（２）【新株予約権等の状況】 

 該当事項はありません。 

（３）【ライツプランの内容】 

 該当事項はありません。 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】 

種類 発行可能株式総数 (株) 

普通株式 160,000,000 

計 160,000,000 

種類 
第２四半期会計期間末現在発行数 (株)

 (平成20年９月30日) 
提出日現在発行数(株) 
(平成20年11月14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 47,171,006 47,171,006 

東京証券取引所 

（市場第一部） 
－ 

大阪証券取引所 

（市場第一部） 

計 47,171,006 47,171,006 － － 

年月日 
発行済株式総数
増減数(千株) 

発行済株式総
数残高(千株) 

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20年７月１日 

～  

平成20年９月30日 

－ 47,171 － 2,726 － 2,051 
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（５）【大株主の状況】 

 株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループから、平成19年７月30日付で提出された大量保有報告書（変更報告

書）により平成19年７月23日現在でそれぞれ以下のとおり株式を保有している旨の報告を受けておりますが、当社と

して当第２四半期連結会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況は株主名

簿によっております。 

平成20年９月30日現在

氏名又は名称 住 所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合(％) 

日本マスタートラスト信託 

銀行株式会社(信託口) 
東京都港区浜松町２丁目11－３ 2,358 5.00 

株式会社北國銀行 石川県金沢市下堤町１番地 2,281 4.84 

日本トラスティ・サービス 

信託銀行株式会社(信託口) 
東京都中央区晴海１丁目８-11 1,929 4.09 

株式会社飯田 石川県加賀市田尻町西190番地１ 1,441 3.05 

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内１丁目６－６ 1,377 2.92 

加賀商工有限会社 石川県加賀市大聖寺耳聞山町71番地の１ 1,308 2.77 

大同生命保険株式会社 大阪府大阪市西区江戸堀１丁目２－１ 1,298 2.75 

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区内幸町１丁目１－５ 1,291 2.74 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２丁目７－１ 1,291 2.74 

新家萬里子 石川県加賀市 1,287 2.73 

計 － 15,862 33.63 

氏名又は名称 住所
所有株式数 
 （千株） 

発行済株式総数に対
する所有株式数の割

合（％） 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内１丁目４－５ 2,112 4.48 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２丁目７－１ 1,291 2.74 

三菱ＵＦＪ証券株式会社 東京都千代田区丸の内２丁目４－１ 88 0.19 

三菱ＵＦＪ投信株式会社 東京都千代田区丸の内１丁目４－５ 68 0.14 

-10-



（６）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 （注）１ 「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式2,000株（議決権２個）が

含まれております。 

２ 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社保有の自己保有株式及び相互保有株式が次のとおり含まれており

ます。 

②【自己株式等】 

平成20年９月30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) 

（自己保有株式）   
－ 

普通株式 37,000 － 

（相互保有株式）   
－ 

普通株式 250,000 － 

完全議決権株式（その他） 普通株式 46,691,000 46,691 － 

単元未満株式 普通株式 193,006 － － 

発行済株式総数 47,171,006 － － 

総株主の議決権 － 46,691 － 

自己保有株式   129株 

相互保有株式 ㈱和泉商行 250株 

  ㈱月星製作所 81株 

平成20年９月30日現在

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義所有
株式数(株) 

他人名義所有
株式数(株) 

所有株式数の
合計(株) 

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％) 

（自己保有株式） 

大同工業株式会社 

石川県加賀市熊坂町イ197

番地 
37,000 － 37,000 0.08 

（相互保有株式） 

株式会社和泉商行 

大阪市西区京町堀１丁目７

番20号 
70,000 － 70,000 0.15 

（相互保有株式） 

株式会社月星製作所 

石川県加賀市永井町71の１

番地の１ 
180,000 － 180,000 0.38 

計 － 287,000 － 287,000 0.61 
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２【株価の推移】 

【当該四半期累計期間における月別 高・ 低株価】 

 （注） 高・ 低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

３【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。 

  退任役員 

月別 
平成20年 
４月 

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

高(円) 211 240 257 221 241 229

低(円) 193 197 214 195 199 186

役名 職名 氏名 退任年月日 

取締役 非常勤 新家 和信  平成20年７月21日 

-12-



第５【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。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）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、当第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から

平成20年９月30日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）に係る四半

期連結財務諸表について、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。 
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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）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,699 3,487

受取手形及び売掛金 11,801 11,273

製品 2,777 2,556

原材料 1,258 1,179

仕掛品 2,436 1,925

貯蔵品 1,031 902

繰延税金資産 512 521

その他 450 356

貸倒引当金 △35 △35

流動資産合計 22,931 22,166

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） ※1  5,986 ※1  5,792

機械装置及び運搬具（純額） ※1  7,722 ※1  8,543

土地 2,887 2,963

建設仮勘定 745 525

その他（純額） ※1  1,395 ※1  536

有形固定資産合計 18,737 18,360

無形固定資産   

のれん 94 342

ソフトウエア 115 109

その他 37 37

無形固定資産合計 247 488

投資その他の資産   

投資有価証券 12,202 11,888

繰延税金資産 98 88

その他 1,196 1,118

貸倒引当金 △1 △1

投資その他の資産合計 13,495 13,094

固定資産合計 32,481 31,944

資産合計 55,412 54,110
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,926 6,268

短期借入金 8,011 7,998

未払法人税等 413 259

賞与引当金 619 540

役員賞与引当金 － 19

製品保証引当金 218 212

その他 3,007 2,996

流動負債合計 19,196 18,295

固定負債   

社債 4,500 4,500

長期借入金 4,716 4,707

繰延税金負債 937 784

退職給付引当金 4,922 5,019

その他 795 579

固定負債合計 15,871 15,591

負債合計 35,067 33,886

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,726 2,726

資本剰余金 2,060 2,060

利益剰余金 7,103 6,738

自己株式 △16 △16

株主資本合計 11,873 11,508

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4,003 3,860

繰延ヘッジ損益 △104 △85

為替換算調整勘定 △1 285

評価・換算差額等合計 3,897 4,061

少数株主持分 4,574 4,653

純資産合計 20,345 20,224

負債純資産合計 55,412 54,110
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（２）【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）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 24,291

売上原価 19,792

売上総利益 4,499

販売費及び一般管理費 ※1  3,139

営業利益 1,359

営業外収益  

受取利息 70

受取配当金 140

持分法による投資利益 81

その他 153

営業外収益合計 446

営業外費用  

支払利息 227

その他 138

営業外費用合計 366

経常利益 1,439

特別利益  

固定資産売却益 ※2  189

その他 2

特別利益合計 192

特別損失  

固定資産除却損 39

その他 0

特別損失合計 40

税金等調整前四半期純利益 1,591

法人税、住民税及び事業税 431

法人税等調整額 53

法人税等合計 484

少数株主利益 277

四半期純利益 829
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【第２四半期連結会計期間】 

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 13,100

売上原価 10,726

売上総利益 2,373

販売費及び一般管理費 ※1  1,574

営業利益 799

営業外収益  

受取利息 62

受取配当金 50

持分法による投資利益 35

その他 76

営業外収益合計 225

営業外費用  

支払利息 117

その他 50

営業外費用合計 167

経常利益 857

特別利益  

貸倒引当金戻入額 0

特別利益合計 0

特別損失  

固定資産除却損 9

その他 0

特別損失合計 9

税金等調整前四半期純利益 848

法人税、住民税及び事業税 87

法人税等調整額 134

法人税等合計 222

少数株主利益 129

四半期純利益 496
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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）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20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 1,591

減価償却費 1,292

退職給付引当金の増減額（△は減少） △97

受取利息及び受取配当金 △211

支払利息 227

有形固定資産売却損益（△は益） △189

売上債権の増減額（△は増加） △527

たな卸資産の増減額（△は増加） △939

仕入債務の増減額（△は減少） 523

その他 △485

小計 1,183

利息及び配当金の受取額 226

利息の支払額 △229

法人税等の支払額 △286

営業活動によるキャッシュ・フロー 893

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 △1,410

有形固定資産の売却による収入 214

その他 △117

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,313

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） 364

長期借入れによる収入 1,584

長期借入金の返済による支出 △1,925

配当金の支払額 △234

少数株主への配当金の支払額 △88

その他 △175

財務活動によるキャッシュ・フロー △476

現金及び現金同等物に係る換算差額 105

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △790

現金及び現金同等物の期首残高 3,096

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1  2,305
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】 

  
当第２四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日） 

１．会計処理基準に関する事

項の変更 

(1)重要な資産の評価基準及び評価方法の

変更 

たな卸資産 

 「棚卸資産の評価に関する会計基準」

（企業会計基準第９号 平成18年７月５

日）を第１四半期連結会計期間から適用

し、評価基準については、原価法から原

価法（貸借対照表価額については、収益

性の低下に基づく簿価切り下げの方法）

に変更しております。これによる損益へ

の影響は軽微であります。 

(2)「連結財務諸表作成における在外子会

社の会計処理に関する当面の取扱い」の

適用 

 第１四半期連結会計期間より「連結財

務諸表作成における在外子会社の会計処

理に関する当面の取扱い」（実務対応報

告第18号 平成18年５月17日）を適用

し、連結決算上必要な修正を行っており

ます。なお、この変更による損益への影

響はありません。 

(3)リース取引に関する会計基準の適用 

 所有権移転外ファイナンス・リース取

引については、従来、賃貸借取引にかか

る方法に準じた会計処理によっておりま

したが、「リース取引に関する会計基

準」（企業会計基準第13号（平成５年６

月17日（企業会計審議会第一部会）、平

成19年３月30日改正））及び「リース取

引に関する会計基準の適用指針」（企業

会計基準適用指針第16号（平成６年１月

18日（日本公認会計士協会 会計制度委

員会）、平成19年３月30日改正））が平

成20年４月１日以後開始する連結会計年

度にかかる四半期連結財務諸表から適用

することができることになったことに伴

い、第１四半期連結会計期間からこれら

の会計基準等を適用し、通常の売買取引

に係る会計処理によっております。な

お、これによる損益への影響は軽微であ

ります。 
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  【追加情報】 

【注記事項】 

（四半期連結貸借対照表関係） 

（四半期連結損益計算書関係） 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日） 

（有形固定資産の耐用年数の変更） 

 当社及び国内連結子会社の機械装置については、従来、

耐用年数を２～11年としておりましたが、第１四半期連結

会計期間より法人税法の改正による見直しを行い、２～14

年に変更しております。 

 これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経

常利益、税金等調整前四半期純利益はそれぞれ47百万円減

少しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載

しております。 

当第２四半期連結会計期間末 
（平成20年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成20年３月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は、34,259百万円

であります。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は、33,583百万円

であります。 

２ 輸出手形割引高 131百万円

受取手形裏書譲渡高 304 〃 

２ 輸出手形割引高    92百万円

受取手形裏書譲渡高 433 〃 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日） 

※１ 販売費及び一般管理費の主な内訳は次のとおりで

あります。 

給料・賞与金 760百万円

賞与引当金繰入額 115 〃 

退職給付費用 82 〃 

※２ 固定資産売却益は主に土地の売却によるものであ

ります。 

当第２四半期連結会計期間 
（自 平成20年７月１日 
至 平成20年９月30日） 

※１ 販売費及び一般管理費の主な内訳は次のとおりで

あります。 

給料・賞与金 400百万円

賞与引当金繰入額 41 〃 

退職給付費用 31 〃 
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

（株主資本等関係） 

当第２四半期連結会計期間末（平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至

平成20年９月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数 

 普通株式    47,171千株 

２．自己株式の種類及び株式数 

 普通株式    89千株 

３．新株予約権等に関する事項 

 該当事項はありません。 

４．配当に関する事項 

 配当金支払額 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日） 

※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

（平成20年９月30日現在）

  （百万円）

現金及び預金勘定 2,699 

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △393 

現金及び現金同等物 2,305 

  
（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20年６月27日 

定時株主総会 
普通株式 235 5 平成20年３月31日 平成20年６月30日 利益剰余金 
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（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

当第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

 （注）１ 当社の事業区分は、製品の種類、性質、製造方法及び市場の用途を考慮して区分しております。 

２ 各セグメントの主な製品は以下のとおりであります。 

動力伝動搬送関連事業・・・チェーン、コンベヤ 

リムホイール関連事業・・・リム、スイングアーム、ホイール、スポーク 

その他の事業・・・福祉機器、石油製品 

３ 追加情報（有形固定資産の耐用年数の変更）に記載の通り、第１四半期連結会計期間より、法人税法の改正

に伴い、機械装置の耐用年数を変更しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第

２四半期連結累計期間における「動力伝動搬送関連事業」の営業利益が36百万円、「その他の事業」の営業利

益が０百万円それぞれ減少し、「リムホイール関連事業」の営業損失が10百万円増加しております。 

  
動力伝動搬 
送関連事業 
(百万円) 

リムホイー
ル関連事業 
(百万円) 

その他の 
事業 

(百万円) 

計 
(百万円) 

消去又は 
全社 

(百万円) 

連結 
(百万円) 

売上高             

(1) 外部顧客に対する売上高 9,348 3,100 652 13,100 － 13,100 

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高 
0 － 443 444 （ 444） － 

計 9,348 3,100 1,095 13,544 （ 444） 13,100 

営業利益又は営業損失（△） 873 △49 6 830 （   30） 799 

  
動力伝動搬 
送関連事業 
(百万円) 

リムホイー
ル関連事業 
(百万円) 

その他の 
事業 

(百万円) 

計 
(百万円) 

消去又は 
全社 

(百万円) 

連結 
(百万円) 

売上高             

(1) 外部顧客に対する売上高 17,758 5,470 1,061 24,291 － 24,291 

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高 
0 － 950 951 （ 951） － 

計 17,759 5,470 2,012 25,242 （ 951） 24,291 

営業利益又は営業損失（△） 1,484 △164 72 1,392 （  32） 1,359 
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【所在地別セグメント情報】 

当第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

 （注）１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

1） アジア・・・インドネシア、タイ、中国 

2） 南米・・・ブラジル 

3） 欧州・・・イタリア 

３ 追加情報（有形固定資産の耐用年数の変更）に記載の通り、第１四半期連結会計期間より、法人税法の改正

に伴い、機械装置の耐用年数を変更しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第

２四半期連結累計期間における「日本」の営業利益が47百万円減少しております。 

  
日本 

(百万円) 
アジア 
(百万円) 

米国 
(百万円) 

南米 
(百万円) 

欧州 
(百万円) 

計 
(百万円) 

消去又は 
全社 

(百万円） 

連結 
(百万円) 

売上高                 

(1) 外部顧客に対する

売上高 
9,220 1,657 620 1,125 474 13,100 － 13,100 

(2) セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

876 115 － － － 991 （ 991） － 

計 10,097 1,773 620 1,125 474 14,092 （ 991） 13,100 

営業利益 511 91 30 167 39 840 （  40） 799 

  
日本 

(百万円) 
アジア 
(百万円) 

米国 
(百万円) 

南米 
(百万円) 

欧州 
(百万円) 

計 
(百万円) 

消去又は 
全社 

(百万円） 

連結 
(百万円) 

売上高                 

(1) 外部顧客に対する

売上高 
16,788 3,063 1,343 2,185 911 24,291 － 24,291 

(2) セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

2,050 215 － － － 2,265 （2,265） － 

計 18,838 3,278 1,343 2,185 911 26,557 （2,265） 24,291 

営業利益 786 239 80 263 102 1,471 （ 111） 1,359 
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【海外売上高】 

当第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

 （注）１ 地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

1） アジア・・・インドネシア、タイ、中国 

2） 中南米・・・ブラジル 

3） その他・・・北米、欧州 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であり、当社が把握している商

社等の仲介業者を通じて行った輸出を含めております。 

（１株当たり情報） 

１．１株当たり純資産額 

２．１株当たり四半期純利益金額等 

 （注） １株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

（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。 

  アジア(百万円) 中南米(百万円) その他(百万円) 合計(百万円) 

Ⅰ 海外売上高 2,146 1,242 1,755 5,144 

Ⅱ 連結売上高 － － － 13,100 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 16.4 9.5 13.4 39.3 

  アジア(百万円) 中南米(百万円) その他(百万円) 合計(百万円) 

Ⅰ 海外売上高 3,981 2,516 3,252 9,750 

Ⅱ 連結売上高 － － － 24,291 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 16.4 10.4 13.4 40.1 

当第２四半期連結会計期間末 
（平成20年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成20年３月31日） 

１株当たり純資産額 334.97円 １株当たり純資産額 330.70円

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日） 

当第２四半期連結会計期間 
（自 平成20年７月１日 
至 平成20年９月30日） 

 なお、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。 

１株当たり四半期純利益金額 17.61円

 なお、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。 

１株当たり四半期純利益金額 10.55円

  
当第２四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日） 

当第２四半期連結会計期間 
（自 平成20年７月１日 
至 平成20年９月30日） 

四半期純利益（百万円） 829 496 

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（百万円） 829 496 

期中平均株式数（千株） 47,082 47,082 
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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20年11月13日

大同工業株式会社 

取締役会 御中 

あずさ監査法人 

 
指定社員
業務執行社員  

公認会計士 坂 下 清 司  印 

 
指定社員
業務執行社員  

公認会計士 小酒井 雄 三  印 

 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」に掲げられている大同工業株式会

社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から平成

20年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年９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及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半

期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は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により行われており、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限定された手続により行われた。 

 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、大同工業株式会社及び連結子会社の平成20年９月30日現在の財政状

態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期

間のキャッシュ・フローの状況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。 

 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。 

２．四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。 




