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非上場の親会社等の決算情報に関するお知らせ 

 

 

当社の非上場の親会社等（その他の関係会社）であるダイハツ工業株式会社の 2020 年３月期決算が確定い

たしましたので、以下の通りお知らせいたします。 

 

１．親会社等（その他の関係会社）の概要 

（１）名称       ダイハツ工業株式会社 

（２）所在地       大阪府池田市ダイハツ町１番１号 

（３）代表者の役職・氏名  取締役社長  奥平 総一郎 

（４）事業内容       自動車の製造および販売 

（５）資本金        284億円 

（６）当社との関係 

  ①資本関係       親会社等の議決権所有割合35.26％（うち間接所有割合0.11％） 

  ②人的関係       取締役    松下 範至（当社監査役） 

               常勤監査役  別所 則英（当社監査役） 

  ③取引関係       当社製品の販売および親会社等が所有する建物の賃貸 

 

２．当該親会社等の財務諸表 

  添付資料のとおりであります。 

 

３．当該親会社等の株式の所有者別状況、大株主の状況、役員の状況 

 （１）株式の所有者別状況 

2020年３月31日現在 

 

区分 

株式の状況(１単元の株式数100株) 
単元未満 

株式の状況 

(株) 

政府及び 

地方公共 

団体 

金融 

機関 

金融商品 

取引業者 

その他の 

法人 

外国法人等 
個人 

その他 
計 個人 

以外 
個人 

株主数(人) ― ― ― 1 ― ― ― 1 ― 

所有株式数 ― ― ― 4,219,426  ― ― ― 4,219,426  69 

所有株式数 

の割合(％) 
― ― ― 100 ― ― ― 100 ― 



  （２）大株主の状況 

2020年３月31日現在 

  

 

 

 

  （３）役員の状況 

2020年６月８日現在 

役 名 氏     名 生年月日 略  歴 
所有株式数 

（株） 

取締役会長 松 林   淳 1954年３月29日生 

  

― 

1977年４月 ダイハツ工業㈱入社 

2006年６月 同社執行役員 

2011年６月 ボルツ㈱取締役社長 

2016年４月 ダイハツ工業㈱専務執行役員 

2016年６月 同社取締役 

2020年１月 同社取締役会長 

  

［重要な兼職の状況］ 

 トヨタ・ダイハツ・エンジニアリング・アンド・マ

ニュファクチャリング㈱会長 

  

取締役社長 奥 平 総 一 郎 1956年４月19日生 

  

― 

1979年４月 トヨタ自動車工業㈱入社 

2008年６月 トヨタ自動車㈱常務役員 

2013年４月 同社専務役員 

2014年４月 トヨタ自動車研究開発センター（中国）

有限会社 取締役副会長 兼 社長 

2017年４月 ダイハツ工業㈱顧問 

2017年６月 同社取締役社長（現任） 

  

取締役副社長 星 加 宏 昌 1958年12月６日生 

  

― 

1981年４月 ダイハツ工業㈱入社 

2012年４月 同社執行役員 

2014年４月 同社上級執行役員 

2017年４月 同社専務執行役員 

2018年４月 同社取締役 

2019年１月 同社取締役副社長（現任） 

  

［重要な兼職の状況］ 

 プルサハン・オトモービル・クドゥア㈱副会長 

  

取締役 松 下 範 至 1956年４月21日生 

  

― 

1979年４月 ダイハツ工業㈱入社 

2007年６月 同社執行役員 

2009年６月 明石機械工業㈱取締役副社長 

2011年６月 同社取締役社長 

2016年４月 ダイハツ工業㈱専務執行役員 

2016年６月 同社取締役（現任） 

  

［重要な兼職の状況］ 

ダイハツディーゼル㈱監査役 

  

 

氏名又は名称 住所 
所有株式数 

(株) 

発行済株式 

総数に対する 

所有株式数 

の割合(％) 

トヨタ自動車株式会社 愛知県豊田市トヨタ町１番地 421,942,669 100.0 

計 ― 421,942,669 100.0 



役 名 氏     名 生年月日 略  歴 
所有株式数 

（株） 

取締役 岸 本 吉 史 
 

1957年１月20日生 

  

12,000 

1980年４月 ダイハツ工業㈱入社 

2008年６月 同社執行役員 

2011年６月 ダイハツディーゼル㈱常務取締役 

2013年６月 ㈱ダイハツメタル取締役副社長 

2015年６月 ダイハツ九州㈱取締役副社長 

2016年４月 ダイハツ工業㈱専務執行役員 

2016年６月 同社取締役（現任） 

  

取締役 武 田 裕 介 
 

1963年５月15日生 

  

― 

1987年４月 トヨタ自動車㈱入社 

2018年４月 ダイハツ工業㈱執行役員 

2019年１月 同社幹部職 

2020年１月 同社取締役（現任） 

  

［重要な兼職の状況］ 

 ダイハツ信販㈱取締役社長 

  

取締役 吉 田 守 孝 
 

1957年７月12日生 

  

― 

1980年４月 トヨタ自動車工業㈱入社 

2009年６月 トヨタ自動車㈱常務役員 

2014年４月 同社専務役員 

2018年１月 同社副社長 

2018年４月 ダイハツ工業㈱取締役（現任） 

2020年４月 ㈱豊田中央研究所顧問（現任） 

  

常勤監査役 別 所 則 英 1958年７月20日生 

  

― 

1981年４月 ダイハツ工業㈱入社 

2014年４月 同社執行役員 

2015年４月 同社上級執行役員 

2017年６月 同社常勤監査役（現任） 

  

［重要な兼職の状況］ 

 ダイハツディーゼル㈱監査役 

  

監査役 中 津 川 昌 樹 1953年１月29日生 

  

― 

1976年４月 トヨタ自動車販売㈱入社 

2006年６月 トヨタ自動車㈱常勤監査役 

2018年４月 ダイハツ工業㈱監査役（現任） 

  

監査役 友 添 雅 直 1954年３月25日生 

  

― 

1977年４月 トヨタ自動車販売㈱入社 

2005年６月 トヨタ自動車㈱常務役員 

2011年４月 同社専務役員 

2012年６月 ㈱トヨタモーターセールス＆マーケティ

ング取締役社長 

2015年６月 中部国際空港㈱取締役社長（現任） 

2019年６月 ダイハツ工業㈱監査役（現任） 

  

［重要な兼職の状況］ 

 ㈱ノリタケカンパニーリミテド取締役 

 ㈱豊田自動織機監査役 

 ㈱ホシザキ取締役 

  



（別添資料） 

科目 金額 科目 金額

流動資産 1,076,568 流動負債 687,058

固定資産 705,212  役員賞与引当金 371

 有形固定資産 549,184  製品保証引当金 7,543

 無形固定資産 7,077  その他 679,143

 投資その他の資産 148,949 固定負債 199,587

 退職給付に係る負債 59,871

 役員退職慰労引当金 1,635

 その他 138,080

負債合計 886,646

株主資本 803,787

 資本金 28,404

 資本剰余金 12,310

   利益剰余金 763,073

その他の包括利益累計額 31,701△      

 その他有価証券評価差額金 15,397

 繰延ヘッジ損益 8△             

 為替換算調整勘定 38,728△      

 退職給付に係る調整累計額 8,361△        

非支配株主持分 123,047

純資産合計 895,134

資産合計 1,781,780 負債・純資産合計 1,781,780

単位未満は切り捨てて表示しております。

連結貸借対照表

                                          (2020年3月31日現在)   　　　　       　    (単位:百万円)

資産の部 負債及び純資産の部

 

 

 

 

 



科目 金額

売上高 2,216,157

売上原価 1,743,454

売上総利益 472,702

販売費及び一般管理費 287,935

営業利益 184,767

営業外収益 23,293

営業外費用 10,852

経常利益 197,208

特別利益 70

特別損失 935

税金等調整前当期純利益 196,343

法人税、住民税及び事業税 47,453

法人税等調整額 4,200

当期純利益 144,690

非支配株主に帰属する当期純利益 24,984

親会社株主に帰属する当期純利益 119,705

単位未満は切り捨てて表示しております。

連結損益計算書

   自   2019年 4 月  1  日

   至   2020年 3 月 31 日

(単位:百万円)

 



科目 金額 科目 金額

流動資産 600,956 流動負債 467,356

固定資産 314,902  役員賞与引当金 136

 有形固定資産 160,774  製品保証引当金 4,300

 無形固定資産 43  その他 462,920

 投資その他の資産 154,085 固定負債 23,610

 退職給付引当金 20,961

 役員退職慰労引当金 738

 その他 1,910

負債合計 490,967

株主資本 409,522

 資本金 28,404

 資本剰余金 10,827

    資本準備金 10,827

 利益剰余金 370,290

  利益準備金 7,101

  その他利益剰余金 363,189

評価・換算差額等 15,368

 その他有価証券評価差額金 15,368

純資産合計 424,891

資産合計 915,859 負債・純資産合計 915,859

単位未満は切り捨てて表示しております。

貸借対照表

        　　　                      (2020年3月31日現在)   　　　　　　 　　　　   (単位:百万円)

資産の部 負債及び純資産の部

 



科目 金額

売上高 1,435,607

売上原価 1,209,752

売上総利益 225,854

販売費及び一般管理費 125,102

営業利益 100,751

営業外収益 23,008

営業外費用 2,090

経常利益 121,669

特別利益 3,648

特別損失 1,159

税引前当期純利益 124,158

法人税、住民税及び事業税 18,200

法人税等調整額 7,900           

当期純利益 98,058

単位未満は切り捨てて表示しております。

損益計算書

   自   2019年 4 月  1  日

   至   2020年 3 月 31 日

(単位:百万円)

 

 

以上 


