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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 29,541 ― 1,311 ― 1,582 ― 720 ―

20年3月期第3四半期 32,962 1.9 2,396 △23.1 2,712 △19.1 1,632 △38.5

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3四半期 29.41 ―

20年3月期第3四半期 65.16 ―

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3四半期 47,569 33,782 69.4 1,367.61
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3四半期  33,007百万円 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 37,000 △13.7 1,200 △57.9 1,500 △53.5 640 △65.1 26.52

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11月13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21年2月12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・見直し・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3四半期  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3四半期  1,224,745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3四半期  24,505,831株 20年3月期第3四半期  25,047,888株



当第３四半期累計期間（平成20年４月１日から平成20年12月31日）におけるわが国経済は、世界的な金融市場混

乱の影響が実体経済にも影響を及ぼし、株式市場の一段の下落や円高の進行から、輸出企業に大きな打撃となり生

産や雇用調整に波及するなど、景気は急激に失速して推移しました。 

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の抑制に加え、堅調だった民間設備投資も減少に転

じるなど厳しい環境となり、また、海外市場でも為替円高の影響で減速感の広がる展開となりました。 

このような状況の中、当社グループといたしましては、新たな市場の開拓に注力してまいりました結果、売上高

は295億41百万円（前年同期比10.4%減）となりました。 

利益面におきましては、材料価格の上昇に歯止めがかかったものの生産量の減少によるコストアップやコンピュ

ータシステムの更新に伴う経費の増加等により、営業利益は13億11百万円（同45.3％減）、経常利益は15億82百万

円（同41.7％減）、四半期純利益は株式評価損を特別損失に計上いたしましたことから7億20百万円（同55.8％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、東南アジア向けなどの出荷が増加しましたが、北・中米市場が引き続き低迷し、また、国内市

場も厳しい環境で推移したことから、売上高は207億95百万円（前年同期比10.5％減）となりました。 

溶接機関連では、海外向けは前期並みに推移したものの、国内向けが建築着工の減少などから伸び悩み、売上高

は35億73百万円（同18.4％減）となりました。 

コンプレッサー関連では、引き続き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9億93百万円

（同4.7％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等がやや減少し、売上高は41億79百万円（同3.1％減）となりました。

  

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 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期連結会計期間末の総資産は475億69百万円となり、前連結会計年度末に比べ29億27百万円減少いたし

ました。流動資産は332億31百万円となり、88百万円減少いたしました。主な要因は、受取手形及び売掛金が11億22

百万円減少したことやたな卸資産の増加9億6百万円などによるものであります。 

固定資産は143億37百万円となり、28億39百万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28億72百万円等によるものであります。 

負債合計は137億86百万円となり、前連結会計年度末に比べ15億5百万円減少いたしました。流動負債は、112億97

百万円となり、8億79百万円減少いたしました。主な要因は、支払手形及び買掛金が6億71百万円減少したことなど

によるものであります。固定負債は24億89百万円となり、6億25百万円減少いたしました。主な要因は、保有株式の

評価替等による繰延税金負債が4億37百万円減少したことなどによるものです。 

純資産合計は337億82百万円となり、前連結会計年度末に比べ14億22百万円減少いたしました。主な要因は、四半

期純利益7億20百万円と評価・換算差額等11億90百万円の減少および配当金の支払4億92百万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1.3％上昇し、69.4％となりました。 

  

（キャッシュ・フローについて） 

当第３半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は100億95百万円となり、前連結会計年度末に比べ1億41

百万円減少いたしました。 

当第３四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、2億75百万円の収入となりました。 

    これは主に、売上債権の減少や、たな卸資産の増加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、6億2百万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、10億73百万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。 



今後の経済見通しにつきましては、金融市場の混乱の影響が、米国のみならず全世界に広がり、急激な為替相場

の円高の影響も相俟って輸出環境を悪化させるなど、一段と厳しい経営環境が続くものと認識いたしております。 

このような情勢のもと、通期の業績予想につきましては、平成20年11月13日に公表した平成21年3月期通期業績予

想数値を下回る見通しとなりましたことから1ページに記載のとおり修正することといたしました。詳細につきまし

ては、本日平成21年2月12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、今後の為替レートにつきましては、第４四半期以降は90円/米ドルを想定いたしております。 

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   

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．連結業績予想に関する定性的情報 

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） 

（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 

（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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 9,398 9,238

受取手形及び売掛金 12,613 13,736

有価証券 1,085 998

製品 6,389 5,719

原材料 2,301 2,038

仕掛品 398 424

その他 1,089 1,219

貸倒引当金 △45 △55

流動資産合計 33,231 33,319

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,504 3,650

機械装置及び運搬具（純額） 502 581

土地 4,509 4,515

その他（純額） 245 245

有形固定資産合計 8,761 8,994

無形固定資産 145 71

投資その他の資産   

投資有価証券 4,523 7,395

その他 913 729

貸倒引当金 △6 △13

投資その他の資産合計 5,430 8,111

固定資産合計 14,337 17,177

資産合計 47,569 50,497



（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 8,982 9,654

短期借入金 1,000 870

未払法人税等 260 224

未払費用 430 392

引当金 457 720

その他 164 314

流動負債合計 11,297 12,176

固定負債   

長期借入金 770 1,027

退職給付引当金 1,011 1,110

繰延税金負債 359 796

その他 348 179

固定負債合計 2,489 3,114

負債合計 13,786 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 30,152 30,396

自己株式 △980 △1,020

株主資本合計 32,881 33,084

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 400 1,107

繰延ヘッジ損益 △97 9

為替換算調整勘定 △177 199

評価・換算差額等合計 125 1,316

少数株主持分 775 804

純資産合計 33,782 35,205

負債純資産合計 47,569 50,497



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 29,541

売上原価 23,145

売上総利益 6,395

販売費及び一般管理費 5,084

営業利益 1,311

営業外収益  

受取利息 88

受取配当金 148

持分法による投資利益 8

その他 133

営業外収益合計 379

営業外費用  

支払利息 30

為替差損 44

その他 32

営業外費用合計 107

経常利益 1,582

特別利益  

製品保証引当金戻入額 8

投資有価証券売却益 7

貸倒引当金戻入額 6

その他 0

特別利益合計 23

特別損失  

固定資産処分損 3

投資有価証券評価損 64

特別損失合計 68

税金等調整前四半期純利益 1,537

法人税、住民税及び事業税 542

法人税等調整額 198

法人税等合計 740

少数株主利益 75

四半期純利益 720



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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 1,537

減価償却費 336

受取利息及び受取配当金 △236

支払利息 30

持分法による投資損益（△は益） △8

売上債権の増減額（△は増加） 971

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,085

仕入債務の増減額（△は減少） △465

その他 △534

小計 546

利息及び配当金の受取額 246

利息の支払額 △24

法人税等の支払額 △493

営業活動によるキャッシュ・フロー 275

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 △172

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 △90

投資活動によるキャッシュ・フロー 602

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） 130

長期借入金の返済による支出 △257

自己株式の取得による支出 △422

配当金の支払額 △492

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 △1,073

現金及び現金同等物に係る換算差額 △274

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △469

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 10,095



 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。 

  

 該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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。   

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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．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。 

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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）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。  

（４）継続企業の前提に関する注記 

（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

〔所在地別セグメント情報〕 

  
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  21,604  3,758  3,930  247  29,541 －  29,541

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 3,954  297 －  0  4,252 (4,252) － 

計  25,559  4,056  3,930  247  33,794 (4,252)  29,541

営業利益又は営業損失（△）  907  63  358  △86  1,242  68  1,311

〔海外売上高〕 

  北・中米 アジア その他 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  6,371  5,630  2,616  14,618

Ⅱ 連結売上高（百万円）        29,541

Ⅲ 連結売上高に占める海外売

上高の割合（％） 
 21.6  19.1  8.8  49.5

（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)（要約）四半期連結損益計算書 

   

  
前第３四半期連結累計期間
（自 平成19年４月１日 

  至 平成19年12月31日） 

区分 金額（百万円）
百分比 

（％） 

Ⅰ 売上高    32,962  100.0

Ⅱ 売上原価    25,667  77.9

 売上総利益    7,294  22.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費    4,897  14.8

 営業利益    2,396  7.3

Ⅳ 営業外収益              

 １．受取利息  76            

 ２．受取配当金  128            

 ３．持分法による投資利益  2            

 ４．その他  180  389  1.1

Ⅴ 営業外費用              

 １．支払利息  38            

 ２．その他  35  73  0.2

 経常利益    2,712    8.2

Ⅵ 特別利益              

 １．貸倒引当金戻入益  46            

 ２．その他  35  81      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       0.1

 税金等調整前四半期純利益    2,764      8.4

 法人税、住民税及び事業税  772            

 法人税等調整額  257  1,030       3.1

 少数株主利益（控除）    101       0.3

 四半期純利益    1,632       5.0



（２）（要約）四半期連結キャッシュ･フロー計算書 

  

  
前第３四半期連結累計期間

 （自 平成19年４月１日 
  至 平成19年12月31日）  

区分 金額（百万円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益  2,764

減価償却費  349

売上債権の増減額（増加：△）   2,045

たな卸資産の増減額（増加：△）  714

仕入債務の増減額（増加：△） △91

その他 △866

小計  4,916

法人税等の支払額 △1,379

その他  197

営業活動によるキャッシュ・フロー  3,733

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 △341

投資有価証券の取得による支出 △333

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 △193

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,080

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：△）  20

長期借入金の返済による支出 △377

自己株式の取得による支出 △1

配当金の支払額 △552

その他 △23

財務活動によるキャッシュ・フロー △934

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △38

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（減少：△）  1,680

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四半期末残高  8,686



販売実績 

 当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

（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 

 前第３四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日） 

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

  

  

６．その他の情報 

製品区分の名称 金額（百万円）

発電機関連  20,795

溶接機関連  3,573

コンプレッサー関連  993

その他  4,179

合計  29,541

製品区分の名称 金額（百万円）

発電機関連  23,227

溶接機関連  4,380

コンプレッサー関連  1,042

その他  4,311

合計  32,962
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