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１ 本書は四半期報告書を金融商品取引法第27条の30の２に規定する開示用

電子情報処理組織(EDINET)を使用し提出したデータに目次及び頁を付して

出力・印刷したものであります。 

２ 本書には、上記の方法により提出した四半期報告書に添付された四半期

レビュー報告書及び上記の四半期報告書と同時に提出した確認書を末尾に

綴じ込んでおります。 
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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 2,007 4,279

受取手形及び売掛金 2,883 3,452

有価証券 999 2,520

商品及び製品 5,069 4,757

仕掛品 1,285 1,121

原材料及び貯蔵品 823 650

その他 1,071 1,172

貸倒引当金 △11 △13

流動資産合計 14,126 17,940

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 14,977 15,936

その他（純額） 3,558 3,578

有形固定資産合計 ※１  18,536 ※１  19,515

無形固定資産 394 436

投資その他の資産   

投資有価証券 28,161 32,343

その他 3,131 2,719

貸倒引当金 △224 △237

投資その他の資産合計 31,069 34,826

固定資産合計 50,000 54,778

資産合計 64,127 72,718

─ 22 ─



(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 3,190 2,494

短期借入金 9,088 9,092

1年内返済予定の長期借入金 2,085 2,918

未払法人税等 250 1,894

賞与引当金 65 69

その他 1,906 2,273

流動負債合計 16,586 18,742

固定負債   

長期借入金 1,250 1,875

長期預り保証金 10,343 10,447

その他 1,623 2,799

固定負債合計 13,217 15,122

負債合計 29,803 33,864

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,891 6,891

資本剰余金 8,770 8,796

利益剰余金 21,385 23,790

自己株式 △2,408 △2,148

株主資本合計 34,639 37,329

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,438 394

為替換算調整勘定 864 883

評価・換算差額等合計 △574 1,277

新株予約権 106 87

少数株主持分 152 159

純資産合計 34,323 38,854

負債純資産合計 64,127 72,718

─ 23 ─



(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 14,653

売上原価 7,727

売上総利益 6,926

販売費及び一般管理費 ※１  7,471

営業損失（△） △545

営業外収益  

受取利息 348

受取配当金 136

その他 80

営業外収益合計 566

営業外費用  

支払利息 194

為替差損 41

持分法による投資損失 117

その他 66

営業外費用合計 419

経常損失（△） △398

特別利益  

土地売却益 508

その他 7

特別利益合計 515

特別損失  

固定資産除売却損 36

その他 10

特別損失合計 47

税金等調整前四半期純利益 69

法人税、住民税及び事業税 404

法人税等調整額 △29

法人税等合計 375

少数株主損失（△） △6

四半期純損失（△） △299

─ 24 ─



























  

平成20年11月14日

株式会社 ダイドーリミテッド 

取 締 役 会  御中 

  
 

  
 

  
 

  

  

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」に掲げられている株

式会社ダイドーリミテッドの平成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）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、株式会社ダイドーリミテッド及び連結子会

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 

  

 
  

独立監査人の四半期レビュー報告書

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 
業務執行役員 

公認会計士  太 田 周 二  印 

指定有限責任社員  
業務執行役員 

公認会計士  原   勝 彦  印 

(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いません。 
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