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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第2四半期 20,387 ― 1,020 ― 1,276 ― 594 ―

20年3月期第2四半期 21,396 △3.8 1,565 △26.5 1,801 △21.4 1,039 △29.9

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

21年3月期第2四半期 24.08 ―

20年3月期第2四半期 41.50 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期第2四半期 48,637 34,704 69.7 1,391.53
20年3月期 50,497 35,205 68.1 1,390.14

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  33,916百万円 20年3月期  34,401百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 9.00 ― 11.00 20.00
21年3月期 ― 9.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 9.00 18.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

売上高 営業利益 経常利益 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

通期 40,000 △6.7 1,600 △43.8 2,000 △38.0 950 △48.2 38.98

4.  その他 
(1) 期中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）  有  

(注)詳細は、3ページ【定性的情報・財務諸表等】4.その他をご覧下さい。  

(2) 簡便な会計処理及び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) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（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に記載されるもの） 

(注)詳細は、3ページ【定性的情報・財務諸表等】4.その他をご覧下さい。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
1.上記の業績予想につきましては、平成20年5月15日に公表いたしました内容から変更しております。業績予想に関する事項につきましては、本日平成20年11月13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。 
2.上記の予想には本資料の発表日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予測が含まれており、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる可
能性があります。詳細は、3ページ【定性的情報・財務諸表等】3.連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
3.当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14
号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 1 社 （社名 デンヨーヨーロッパ B.V. ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期  25,359,660株 20年3月期  25,859,660株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  986,394株 20年3月期  1,113,134株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  24,669,804株 20年3月期第2四半期  25,048,163株



定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

当第２四半期累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日）におけるわが国経済は、米国発の金融不安の世

界的な広がりを通じて、実体経済にも影響が出始め、景気後退局面入りが懸念される日本経済をさらに下押ししかね

ない状況で推移いたしました。

　当社グループを取り巻く事業環境は、国内市場では公共工事が引き続き減少し、堅調だった民間設備投資や個人消

費にも陰りが見られるなど厳しい環境となり、また、海外市場でもアジア市場は伸長したものの、米国を中心に減速

感が広がりました。

このような状況の中、当社グループといたしましては、新たな販路拡充に注力してまいりましたが、売上高は203

億87百万円（前年同期比4.7%減）となりました。

利益面におきましては、製品価格の値上げを実施いたしましたものの、原材料価格の上昇ならびにコンピュータシ

ステムの更新に伴う経費の増加等を吸収するまでには至らず、営業利益は10億20百万円（同34.8％減）、経常利益は

12億76百万円（同29.1％減）四半期純利益は税金負担増の影響もあり5億94百万円（同42.9％減）となりました。

　各製品別概況は次のとおりです。

発電機関連では、北・中米市場が低迷する中、東南アジア向けなどの出荷が増加しましたが、国内は厳しい市場環

境で推移したことから、売上高は142億97百万円（前年同期比4.4％減）となりました。

溶接機関連では、新機種の投入効果もあって海外需要が堅調に推移したものの、国内向けが建築着工の遅れなどか

ら伸び悩み、売上高は27億1百万円（同6.6％減）となりました。

コンプレッサー関連では、主力のレンタル業界の設備投資が慎重なこともあり、売上高は6億37百万円（同1.8％

減）となりました。

その他では、製品に付随している部品売上がやや減少し、売上高は27億51百万円（同5.3％減）となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

当第２四半期連結会計期間末の総資産は486億37百万円となり、前連結会計年度末に比べ18億59百万円減少いたしま

した。流動資産は332億29百万円となり、90百万円減少いたしました。主な要因は、投資有価証券の償還等により現金

及び預金が13億34百万円増加したことや受取手形及び売掛金の減少10億17百万円、たな卸資産の減少3億57百万円など

によるものであります。

固定資産は154億8百万円となり、17億69百万円減少いたしました。主な要因は、投資有価証券の償還や保有株式の

評価替等による投資有価証券の減少21億80百万円等によるものであります。

負債合計は139億33百万円となり、前連結会計年度末に比べ13億58百万円減少いたしました。流動負債は、112億52

百万円となり、9億24百万円減少いたしました。主な要因は、支払手形及び買掛金が10億96百万円減少したことなどに

よるものであります。固定負債は26億80百万円となり、4億34百万円減少いたしました。主な要因は、長期借入金の減

少などによるものであります。

純資産合計は347億4百万円となり、前連結会計年度末に比べ5億1百万円減少いたしました。主な要因は、四半期純

利益5億94百万円と評価・換算差額等4億71百万円の減少および配当金の支払2億72百万円などによるものであります。

自己資本比率は、前連結会計年度末に比べ1.6％上昇し、69.7％となりました。

（キャッシュ・フローについて）

当第２半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は115億70百万円となり、前連結会計年度末に比べ13億34百

万円増加いたしました。

当第２四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローは次のとおりであります。

・ 営業活動によるキャッシュ・フローは、11億91百万円の収入となりました。

これは主に、売上債権の減少や、たな卸資産の減少などによるものであります。

・ 投資活動によるキャッシュ・フローは、6億86百万円の収入となりました。

これは主に、投資有価証券の償還などによるものであります。

・ 財務活動によるキャッシュ・フローは、7億94百万円の支出となりました。

これは主に、長期借入金の返済や自己株式の取得および配当金の支払などによるものであります。



３．連結業績予想に関する定性的情報

今後の経済見通しにつきましては、米国の金融不安に端を発した世界的な金融市場の混乱が、世界全体の経済成長

の阻害要因となりかねないことに加え、為替相場の円高の影響が輸出環境を悪化させるなど、今まで以上に厳しい経

営環境が続くものと認識いたしております。

このような状況下におきまして、当社グループといたしましては、省エネルギーと環境をテーマにした製品開発を

積極的に進めると共に、グループ一丸となってコストの低減に取り組み、業績の維持に努めてまいる所存でございま

す。

このため、通期の業績見通しにつきましては、前回発表予想を下回る見込みであります。詳細につきましては、本

日平成20年11月13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。

なお、為替相場につきましては、第３四半期以降の為替レートを100円／米ドルに変更しております。

４．その他

（１）期中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）

①　連結の範囲の変更

デンヨーヨーロッパB.V.は前連結会計年度までは非連結子会社でありましたが、重要性が増したため第１四

半期連結会計期間より連結の範囲に含めております。

②　変更後の連結子会社の数

10社

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

①　簡便な会計処理

　該当事項はありません。

②　四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

該当事項はありません。

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

①　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表

規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

②　たな卸資産の評価基準及び評価方法

・従来、当社における原材料の評価方法は、主として先入先出法を採用しておりましたが、第１四半期連結会

計期間より主として移動平均法に変更することといたしました。この変更は、近年の原料相場の高騰に伴い、

原材料の購入価格の損益に与える影響を平準化するためであります。なお、これらの変更による損益に与え

る影響は軽微であります。

・「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成18年７月５日　企業会計基準第９号）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（収益性の低下による簿価切

下げの方法）に変更しております。なお、これらの変更による損益に与える影響はありません。

③　「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）を適用しております。なお、これによる損益に与える影響はあり

ません。

④　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、賃貸借取引に係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日以降開始する連結会計年度に係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。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。なお、これによる損益に与える

影響はありません。



５．四半期連結財務諸表 
（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 10,572 9,238

受取手形及び売掛金 12,719 13,736

有価証券 1,093 998

製品 5,510 5,719

原材料 1,974 2,038

仕掛品 341 424

その他 1,064 1,219

貸倒引当金 △46 △55

流動資産合計 33,229 33,319

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,554 3,650

機械装置及び運搬具（純額） 525 581

土地 4,511 4,515

その他（純額） 240 245

有形固定資産合計 8,831 8,994

無形固定資産 131 71

投資その他の資産   

投資有価証券 5,214 7,395

その他 1,236 729

貸倒引当金 △6 △13

投資その他の資産合計 6,445 8,111

固定資産合計 15,408 17,177

資産合計 48,637 50,497



（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 8,557 9,654

短期借入金 960 870

未払法人税等 510 224

未払費用 355 392

引当金 632 720

その他 235 314

流動負債合計 11,252 12,176

固定負債   

長期借入金 772 1,027

退職給付引当金 1,045 1,110

繰延税金負債 641 796

その他 221 179

固定負債合計 2,680 3,114

負債合計 13,933 15,291

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,954 1,954

資本剰余金 1,754 1,754

利益剰余金 30,245 30,396

自己株式 △883 △1,020

株主資本合計 33,071 33,084

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 829 1,107

繰延ヘッジ損益 △20 9

為替換算調整勘定 36 199

評価・換算差額等合計 844 1,316

少数株主持分 788 804

純資産合計 34,704 35,205

負債純資産合計 48,637 50,497



（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 20,387

売上原価 15,846

売上総利益 4,541

販売費及び一般管理費 3,520

営業利益 1,020

営業外収益  

受取利息 60

受取配当金 115

持分法による投資利益 2

その他 122

営業外収益合計 299

営業外費用  

支払利息 21

その他 22

営業外費用合計 43

経常利益 1,276

特別利益  

投資有価証券売却益 7

貸倒引当金戻入額 5

その他 0

特別利益合計 13

特別損失  

固定資産処分損 2

特別損失合計 2

税金等調整前四半期純利益 1,288

法人税、住民税及び事業税 583

法人税等調整額 60

法人税等合計 643

少数株主利益 50

四半期純利益 594



（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 1,288

減価償却費 228

受取利息及び受取配当金 △175

支払利息 21

持分法による投資損益（△は益） △2

売上債権の増減額（△は増加） 931

たな卸資産の増減額（△は増加） 321

仕入債務の増減額（△は減少） △1,064

その他 △224

小計 1,323

利息及び配当金の受取額 187

利息の支払額 △21

法人税等の支払額 △297

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,191

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △500

有形固定資産の取得による支出 △116

投資有価証券の償還による収入 1,200

投資有価証券の売却による収入 165

その他 △63

投資活動によるキャッシュ・フロー 686

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） 90

長期借入金の返済による支出 △254

自己株式の取得による支出 △325

配当金の支払額 △272

少数株主への配当金の支払額 △31

財務活動によるキャッシュ・フロー △794

現金及び現金同等物に係る換算差額 △76

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,006

現金及び現金同等物の期首残高 10,236

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 327

現金及び現金同等物の四半期末残高 11,570



　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。

（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

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

製品の種類、性質、製造方法、販売市場等の類似性から判断して、当社グループ（当社及び連結子会社）は産

業用電気機械器具等の製造並びに販売とこれらに関連する保守その他のサービスが主な事業であり、売上高、営

業利益の金額に占める当該事業の割合がいずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を

省略しております。　

〔所在地別セグメント情報〕

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）

 
日本

(百万円)
アメリカ
(百万円)

アジア
(百万円)

その他の
地域

(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 15,076 2,592 2,626 91 20,387 － 20,387

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高
3,058 183 － 0 3,241 (3,241) －

計 18,135 2,775 2,626 91 23,629 (3,241) 20,387

営業利益又は営業損失（△） 791 77 230 △62 1,036 △16 1,020

　（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．アジアの区分に属する主な国又は地域は、シンガポール及びマレーシアであります。

３．その他の地域の区分に属する主な国又は地域は、オランダであります。

〔海外売上高〕

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）

 北・中米 アジア その他 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 4,509 3,736 1,755 10,000

Ⅱ　連結売上高（百万円）    20,387

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上

高の割合（％）
22.1 18.4 8.6 49.1

　（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）北・中米……アメリカ、カナダ

(2）アジア………シンガポール、インドネシア

(3）その他………イギリス、ロシア

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ます。

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。



「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表

（１）中間連結損益計算書

前中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高  21,396 100.0

Ⅱ　売上原価  16,615 77.7

売上総利益  4,780 22.3

Ⅲ　販売費及び一般管理費  3,215 15.0

営業利益  1,565 7.3

Ⅳ　営業外収益    

１．受取利息 50   

２．受取配当金 94   

３．持分法による投資利益 16   

４．その他 127 289 1.4

Ⅴ　営業外費用    

１．支払利息 26   

２．その他 27 53 0.3

経常利益  1,801 8.4

Ⅵ　特別利益    

１．貸倒引当金戻入益 21   

２．その他 34 56 0.3

Ⅶ　特別損失    

１．固定資産処分損 4   

２．投資有価証券評価損 24 29 0.2

税金等調整前中間純利益  1,827 8.5

法人税、住民税及び事業税 619   

法人税等調整額 113 732 3.4

少数株主利益（控除）  55 0.2

中間純利益  1,039 4.9



（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前中間純利益　 1,827

減価償却費 230

売上債権の増減額（増加：△） 1,881

たな卸資産の増減額（増加：△） 1,067

仕入債務の増減額（減少：△） △1,651

その他　 △464

小計 2,891

法人税等の支払額 △974

その他 139

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,056

Ⅱ　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 △248

連結範囲の変更を伴う子会社株式の
取得による支出

△211

その他 △3

投資活動によるキャッシュ・フロー △462

Ⅲ　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（減少：△） 172

長期借入金の返済による支出 △374

自己株式の取得による支出 △1

配当金の支払額 △326

その他 △23

財務活動によるキャッシュ・フロー △553

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 56

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額（減少：△） 1,096

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 7,005

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末残高 8,102



６．その他の情報

販売実績

　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）

製品区分の名称 金額（百万円）

発電機関連 14,297

溶接機関連 2,701

コンプレッサー関連 637

その他 2,751

合計 20,387

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　「参考資料」

販売実績

　前中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

製品区分の名称 金額（百万円）

発電機関連 14,950

溶接機関連 2,891

コンプレッサー関連 649

その他 2,905

合計 21,396

（注）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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