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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第2四半期 1,302,202 △31.2 9,759 △91.5 18,264 △86.0 5,054 △91.4

21年3月期第2四半期 1,892,254 ― 114,791 ― 130,663 ― 58,956 ―

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

22年3月期第2四半期 6.27 6.27
21年3月期第2四半期 72.87 72.85

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

22年3月期第2四半期 3,236,277 1,938,172 56.5 2,268.89
21年3月期 3,018,438 1,900,719 59.3 2,220.89

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  1,828,504百万円 21年3月期  1,789,701百万円

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  

当社は定款において期末日を配当基準日と定めていますが、現時点では当該基準日における配当予想額は未定です。（「業績予想の適切な利用に関す
る説明、その他特記事項」欄参照） 

1株当たり配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 27.00 ― 13.00 40.00

22年3月期 ― 13.00

22年3月期 
（予想）

― ― ―

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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 2,800,000 △10.9 36,000 ― 46,000 ― 20,000 ― 24.82
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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）  無  

(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  有  
（注） 詳細は、５ページ 【定性的情報・財務諸表等】 ４． その他をご覧ください。 

(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、５ページ 【定性的情報・財務諸表等】 ４． その他をご覧ください。 

(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．本資料に記載されている業績予想には、現時点での入手可能な情報に基づく将来の予測が含まれています。今後の事業運営や為替の変動等内外の
状況の変化により、実際の業績が記載の予想数値と大幅に異なる可能性があります。なお、業績予想については、平成21年７月31日の平成22年３月期第
１四半期の決算発表時に公表した数値から本資料において修正しています。業績予想に関する事項は４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下さい。 
２．当社は、配当につきましては、安定的な配当水準の向上を目指し、業績及び配当性向を総合的に勘案して実施していきたいと考えています。しかしな 
がら、経営環境の先行きが依然不透明であるため、当期の期末配当につきましては、引き続き未定とし、今後の業績動向を勘案した上で期末までにご提
案させていただきたいと考えています。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第2四半期 884,068,713株 21年3月期  884,068,713株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  78,165,175株 21年3月期  78,219,105株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 805,881,293株 21年3月期第2四半期 809,086,720株
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「参考」個別業績予想 

平成22年３月期の個別業績予想（平成21年４月１日～平成22年３月31日） 

                                          （％表示は対前期増減率）

 （注）個別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  

  

通期 

 百万円

  1,760,000

 ％

 △9.3

 百万円

  △34,000

 ％

  －

 百万円

 7,000

 ％

  －

 百万円

   9,000

 ％

  －

 円

    11

 銭

  17
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当社グループは、昨年来の経営環境の急激な悪化に対処すべく、本年度より中期収益改善への取り組みとして「事

業体質のスリム化」と「次の成長に向けた体制づくり」の２つを基本方針とした活動を開始し、着実に進めてきまし

た。 

  

当第２四半期連結累計期間の業績については、世界的な車両生産の減少及び為替差損により、売上高は１兆3,022

億円（前年同期比5,901億円減、31.2%減）と減収になりました。経常利益については、固定費の徹底的な削減に取り

組んだものの、売上減少による操業度差損、為替差損などにより183億円（前年同期比1,124億円減、86.0%減）と減

益になりました。四半期純利益についても、51億円（前年同期比539億円減、91.4%減）と減益になりました。 

  

所在地別の状況については、日本は、国内車両生産の減少及び海外生産用部品等の輸出減少に加え、為替差損によ

り、売上高は8,922億円（前年同期比3,879億円減、30.3％減）と減収になりました。営業損失は、売上減少による操

業度差損、為替差損などにより、202億円（前年同期は447億円の営業利益）となりました。 

北中南米地域は、米国の車両生産減少により、売上高は2,358億円（前年同期比1,210億円減、33.9%減）と減収、

営業利益は、売上減少による操業度差損などにより、9億円（前年同期比140億円減、93.9%減）と減益になりまし

た。 

欧州地域は、主要得意先の車両生産減少により、売上高は1,941億円（前年同期比994億円減、33.9%減）と減収、

営業利益は、売上減少による操業度差損などにより、25億円（前年同期比66億円減、72.5％減）と減益になりまし

た。 

豪亜地域は、ＡＳＥＡＮ諸国での日系車両生産の減少により、売上高は2,227億円（前年同期比779億円減、25.9%

減）と減収、営業利益は、売上減少による操業度差損などにより、277億円（前年同期比157億円減、36.2％減）と減

益になりました。 

事業の種類別の状況については、自動車分野の売上高は１兆2,793億円、営業利益は128億円になりました。新事業

分野の売上高は229億円、営業損失は31億円になりました。 

  

当第２四半期連結会計期間末の総資産については、投資有価証券、受取手形及び売掛金の増加などにより、前連結

会計年度末に比べ2,178億円増加し、３兆2,363億円となりました。 

負債については、支払手形及び買掛金、短期借入金の増加などにより、前連結会計年度末に比べ1,804億円増加

し、１兆2,981億円となりました。 

純資産については、その他有価証券評価差額金の増加などにより、前連結会計年度末に比べ375億円増加し、１兆

9,382億円となりました。 

  

通期の連結業績予想については、下期の為替レートを１ＵＳ＄＝90円、１ユーロ＝130円と想定し、当第２四半期

連結累計期間の業績をふまえ、売上高２兆8,000億円（前期比3,427億円減、10.9％減）、営業利益360億円（前期は

373億円の営業損失）、経常利益460億円（前期は353億円の経常損失）、当期純利益200億円（前期は841億円の当期

純損失）に修正することとしました。 

  

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

３．連結業績予想に関する定性的情報
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 該当事項はありません。  

  

  

 簡便な会計処理 

① 固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している固定資産の減価償却費については、当連結会計年度に係る年間の減価償却費の額を

期間按分する方法により算定しています。 

② 繰延税金資産の回収可能性の判断 

前連結会計年度末以降に経営環境等および一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められる場合

に、前連結会計年度末において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングを使用しています。 

  

 会計処理基準に関する事項の変更   

        第１四半期連結会計期間より「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及

び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を適用し、

第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から、当第２四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果

の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事

については工事完成基準を適用しています。 

        これによる損益への影響はありません。 

  

  

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
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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21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 466,179 386,177

受取手形及び売掛金 482,723 369,587

有価証券 160,947 107,842

たな卸資産 259,655 255,526

その他 146,999 149,955

貸倒引当金 △2,281 △2,285

流動資産合計 1,514,222 1,266,802

固定資産   

有形固定資産   

機械装置及び運搬具（純額） 442,008 469,915

その他（純額） 531,996 564,718

有形固定資産合計 974,004 1,034,633

無形固定資産 17,971 19,959

投資その他の資産   

投資有価証券 500,246 432,636

その他 230,129 264,670

貸倒引当金 △295 △262

投資その他の資産合計 730,080 697,044

固定資産合計 1,722,055 1,751,636

資産合計 3,236,277 3,018,438

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 373,613 281,734

短期借入金 90,533 50,517

1年内償還予定の社債 60 57

未払法人税等 9,862 7,876

賞与引当金 45,487 47,718

役員賞与引当金 118 221

製品保証引当金 45,805 50,346

その他 157,906 169,596

流動負債合計 723,384 608,065

固定負債   

社債 190,182 150,173

長期借入金 185,789 155,867

退職給付引当金 177,397 181,317

役員退職慰労引当金 1,723 2,184

その他 19,630 20,113

固定負債合計 574,721 509,654

負債合計 1,298,105 1,117,719

㈱デンソー（6902）平成22年３月期　第２四半期決算短信

－6－



（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 187,457 187,457

資本剰余金 266,611 266,635

利益剰余金 1,569,094 1,574,515

自己株式 △198,493 △198,629

株主資本合計 1,824,669 1,829,978

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 136,149 89,000

繰延ヘッジ損益 701 △270

為替換算調整勘定 △133,015 △129,007

評価・換算差額等合計 3,835 △40,277

新株予約権 2,301 1,852

少数株主持分 107,367 109,166

純資産合計 1,938,172 1,900,719

負債純資産合計 3,236,277 3,018,438
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（2）四半期連結損益計算書 

（単位：百万円）

前第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２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 1,892,254 1,302,202

売上原価 1,608,993 1,162,891

売上総利益 283,261 139,311

販売費及び一般管理費 168,470 129,552

営業利益 114,791 9,759

営業外収益   

受取利息 6,881 3,624

受取配当金 7,237 3,190

為替差益 3,649 2,971

持分法による投資利益 1,603 －

その他 4,187 7,099

営業外収益合計 23,557 16,884

営業外費用   

支払利息 3,042 3,307

固定資産除売却損 2,728 2,853

持分法による投資損失 － 90

その他 1,915 2,129

営業外費用合計 7,685 8,379

経常利益 130,663 18,264

特別利益   

固定資産売却益 121 －

貸倒引当金戻入額 166 －

特別利益合計 287 －

特別損失   

投資有価証券売却損 20,574 －

減損損失 － 113

投資有価証券評価損 4,091 328

出資金評価損 599 1,026

関係会社整理損 － 2,515

特別損失合計 25,264 3,982

税金等調整前四半期純利益 105,686 14,282

法人税、住民税及び事業税 29,522 11,062

過年度法人税等 7,226 －

法人税等調整額 365 △5,344

法人税等合計 37,113 5,718

少数株主利益 9,617 3,510

四半期純利益 58,956 5,054
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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）

前第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２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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 105,686 14,282

減価償却費 132,704 115,008

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,168 △4,521

前払年金費用の増減額（△は増加） 1,034 9,594

受取利息及び受取配当金 △14,118 △6,814

支払利息 3,042 3,307

為替差損益（△は益） △646 △145

持分法による投資損益（△は益） △1,603 90

有形固定資産除売却損益（△は益） 1,989 2,156

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） 20,570 △4

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） 4,096 329

売上債権の増減額（△は増加） 67,363 △112,055

たな卸資産の増減額（△は増加） △7,466 △6,659

仕入債務の増減額（△は減少） △44,687 77,826

その他 △20,892 1,224

小計 250,240 93,618

利息及び配当金の受取額 14,574 7,438

利息の支払額 △2,974 △2,943

法人税等の支払額 △67,146 △10,730

法人税等の還付額 － 18,857

営業活動によるキャッシュ・フロー 194,694 106,240

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 △177,916 △75,519

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △17,208 △36,168

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による
収入

71,399 11,939

その他 △5,293 △5,492

投資活動によるキャッシュ・フロー △129,018 △105,240

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） △8,653 1,179

コマーシャル・ペーパーの発行による収入 － 49,979

コマーシャル・ペーパーの償還による支出 － △10,000

長期借入れによる収入 758 33,525

長期借入金の返済による支出 △5,155 △6,054

社債の発行による収入 － 40,000

自己株式の取得による支出 △22,548 △12

ストックオプションの行使による収入 294 123

配当金の支払額 △23,570 △10,476

少数株主への配当金の支払額 △4,337 △4,738

その他 △29 △118

財務活動によるキャッシュ・フロー △63,240 93,408

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,576 △2,487

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,140 91,921

現金及び現金同等物の期首残高 408,675 450,490

現金及び現金同等物の四半期末残高 407,535 542,411
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 該当事項はありません。 

  

前第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）  

 自動車分野の売上高及び営業損益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業損益の金額の合計額に占

める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しています。 

  

当第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９月30日）  

  

  

前第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２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９月30日） 

   

当第２四半期連結累計期間において、総額10,476百万円の剰余金の配当を行っています。  

（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〕

自動車分野
（百万円） 

新事業分野
（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  1,279,268  22,934  1,302,202  －  1,302,202

(2）セグメント間の内部売上高  －  －  －  －  －

計  1,279,268  22,934  1,302,202  －  1,302,202

営業利益又は営業損失（△）  12,831  △3,072  9,759  －  9,759

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本 

（百万円） 
北中南米
（百万円）

欧州
（百万円）

豪亜
（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 
 976,203  353,406  286,025  276,620  1,892,254  －  1,892,254

(2）セグメント間の内部

売上高 
 303,866  3,330  7,506  23,938  338,640  △338,640  －

計  1,280,069  356,736  293,531  300,558  2,230,894  △338,640  1,892,254

営業利益  44,665  14,926  9,087  43,389  112,067  2,724  114,791

  
日本 

（百万円） 
北中南米
（百万円）

欧州
（百万円）

豪亜
（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 
 673,847  233,359  189,652  205,344  1,302,202 －  1,302,202 

(2）セグメント間の内部

売上高 
 218,340  2,419  4,430  17,356  242,545  △242,545 － 

計  892,187  235,778  194,082  222,700  1,544,747  △242,545  1,302,202 

営業利益又は営業損失

（△） 
 △20,247 905  2,500  27,682  10,840  △1,081  9,759 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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「参考」四半期個別財務諸表  

(1) （要約）四半期貸借対照表  

                                   （単位：百万円） 

  

  

  

（2）（要約）四半期損益計算書 

                                   （単位：百万円） 

  

（注）上記の四半期個別財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第63号）に基づいて作成した四半期財務諸表の一部科目を集約して表示しており、法定開示におけるレビュー

対象ではありません。  

  

  
 当第２四半期会計期間末   

（平成21年９月30日）  

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

（平成21年３月31日）  

 資産の部      

 流動資産 946,959 726,085

 固定資産 1,607,490 1,612,635

 資産合計 2,554,449 2,338,720

 負債の部    

 流動負債 580,563 490,973

 固定負債  500,866 428,572

 負債合計 1,081,429 919,545

 純資産の部    

 株主資本 1,334,412 1,329,018

 評価・換算差額等 136,307 88,305

 新株予約権 2,301 1,852

 純資産合計 1,473,020 1,419,175

 負債純資産合計 2,554,449 2,338,720

  

前第２四半期累計期間

（自 平成20年４月１日 
  至 平成20年９月30日）

当第２四半期累計期間 

（自 平成21年４月１日 
  至 平成21年９月30日） 

 売上高 1,164,482 823,128

 売上原価 1,061,770 781,435

 売上総利益 102,712 41,693

 販売費及び一般管理費 72,585 59,166

 営業利益又は営業損失（△） 30,127 △17,473

 営業外収益 33,710 40,945

 営業外費用 3,625 4,707

 経常利益 60,212 18,765

 特別利益 815 －

 特別損失 25,264 4,187

 税引前四半期純利益 35,763 14,578

 法人税等 15,391 △1,180

 四半期純利益 20,372 15,758
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  製品別売上高 

  

６．その他の情報

製品区分の名称  

当第２四半期連結累計期間 

（自 平成21年４月１日 

  至 平成21年９月30日） 

前第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） 
増減 

 (百万円) 

増減率 

(％) 
金額 

（百万円） 

構成比 

（％） 

金額 

（百万円） 

構成比 

 (％)  

  

 熱機器 409,770  31.5  615,331  32.5  △205,561 △33.4

 パワトレイン機器  302,462  23.2  451,158  23.8  △148,696  △33.0 

 情報安全  221,441  17.0  285,635  15.1  △64,194  △22.5 

 電気機器  112,395  8.6  173,880  9.2  △61,485  △35.4 

 電子機器  124,742  9.6  162,228  8.6  △37,486  △23.1 

 モータ  95,723  7.4  129,941 6.9  △34,218  △26.3 

 その他  12,735  1.0  22,074 1.2  △9,339  △42.3 

 自動車分野計  1,279,268  98.3  1,840,247 97.3  △560,979  △30.5 

  

 産業機器・ 

 生活関連機器 
 18,560  1.4  29,440 1.5  △10,880  △37.0 

 その他  4,374  0.3  22,567 1.2  △18,193  △80.6 

 新事業分野計  22,934  1.7  52,007 2.7  △29,073  △55.9 

 合計  1,302,202 100.0  1,892,254 100.0  △590,052  △31.2 
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