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

22年3月期第3四半期 17,551 △40.6 △413 ― △208 ― △598 ―

21年3月期第3四半期 29,541 ― 1,311 ― 1,582 ― 720 ―

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3四半期 △25.23 ―

21年3月期第3四半期 29.41 ―

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3四半期 40,235 32,388 78.8 1,348.02
21年3月期 43,907 33,196 74.1 1,358.44

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  31,697百万円 21年3月期  32,527百万円

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

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 ― 9.00 ― 9.00 18.00
22年3月期 ― 7.00 ―

22年3月期 
（予想）

5.00 12.00

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  無  
 

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 25,000 △33.7 △350 ― △90 ― △435 ― △18.50



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、4ページ【定性的情報・財務諸表等】4.その他をご覧ください。 

(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） 

(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 

 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、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ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 2社 （社名
デンヨーテクノサービス（株）、デンヨ
ー貿易（株）

）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

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3四半期 25,359,660株 21年3月期  25,359,660株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  1,845,332株 21年3月期  1,414,894株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 23,719,055株 21年3月期第3四半期 24,505,831株



  当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、政府による経済対策の効果もあり、一部に回復の兆しが見られる

ものの、雇用や個人消費は好転せず、本格的な回復基調にはほど遠い状況で推移しました。 

 当社グループを取り巻く事業環境は、国内市場では、主要な販売先であるレンタル業界などの設備投資の抑制が

続いており、また、海外市場でも米国や東南アジアなど主力市場が依然として厳しい経済状況で推移する展開とな

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、環境配慮型製品の拡販などに注力してまいりましたが、

売上高は175億51百万円（前年同期比40.6%減）となりました。 

利益面におきましては、販売数量減少の影響から、原材料価格の低下やコストダウンの成果も効果を発揮でき

ず、営業損失は4億13百万円（前年同期は13億11百万円の営業利益）、経常損失は2億8百万円（同15億82百万円の経

常利益）、四半期純損失は5億98百万円（同7億20百万円の四半期純利益）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、環境ベース一体型発電機や非常用発電機の販売に注力してまいりましたが、海外向け出荷が北

米を中心に厳しい市場環境で推移したことから、売上高は117億64百万円（前年同期比43.4％減）となりました。 

溶接機関連では、国内海外ともに需要の回復が見られず、売上高は17億98百万円（同49.7％減）となりました。 

コンプレッサー関連では、公共工事の減少から主力のレンタル業界の設備投資も落ち込み、売上高は5億46百万円

（同45.0％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減少し、売上高は34億42百万円（同17.6％減）となりました。 

  

当第３四半期連結会計期間末の総資産は402億35百万円となり、前連結会計年度末に比べ36億71百万円減少いたし

ました。流動資産は259億58百万円となり、39億15百万円減少いたしました。主な要因は、受取手形及び売掛金が24

億47百万円減少したことやたな卸資産の減少20億98百万円などによるものであります。 

固定資産は142億76百万円となり、2億43百万円増加いたしました。主な要因は、保有株式の評価替等による投資

有価証券の増加などによるものであります。 

負債合計は78億47百万円となり、前連結会計年度末に比べ28億64百万円減少いたしました。流動負債は、59億19

百万円となり、27億34百万円減少いたしました。主な要因は、支払手形及び買掛金が23億71百万円減少したことな

どによるものであります。固定負債は19億28百万円となり、1億29百万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す。 

純資産合計は323億88百万円となり、前連結会計年度末に比べ8億7百万円減少いたしました。主な要因は、四半期

純損失5億98百万円と評価・換算差額等4億57百万円の増加および配当金の支払3億81百万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4.7％上昇し、78.8％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105億27百万円となり、前連結会計年度末に比べ12億23

百万円増加いたしました。 

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、16億45百万円の収入となりました。 

    これは主に、売上債権の減少や、仕入債務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、3億67百万円の収入となりました。 

    これは主に、定期預金の払戻による収入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、7億93百万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。    

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



今後の経済見通しにつきましては、政府による経済対策も本格的な回復には繋がっておらず、米国や東南アジア

など主力市場の低迷が続くことが予想されるなど、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、原価低減に取り組むと共に、新規需要の掘り

起こしを進め、業績の回復に努めてまいる所存でございます。 

なお、為替相場につきましては、為替レートを90円/米ドルで想定しております。 

  

 当社は平成21年７月１日付で、連結子会社であるデンヨーテクノサービス株式会社およびデンヨー貿易株式

会社の２社を吸収合併しております。  

  

  該当事項はありません。 

   

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



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21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 10,527 9,104

受取手形及び売掛金 8,609 11,057

有価証券 － 504

商品及び製品 4,289 6,112

仕掛品 194 200

原材料及び貯蔵品 1,653 1,924

その他 713 1,013

貸倒引当金 △30 △43

流動資産合計 25,958 29,874

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,350 3,480

機械装置及び運搬具（純額） 354 447

土地 4,501 4,501

その他（純額） 164 206

有形固定資産合計 8,369 8,635

無形固定資産 155 165

投資その他の資産   

投資有価証券 4,945 4,335

その他 827 910

貸倒引当金 △21 △13

投資その他の資産合計 5,751 5,232

固定資産合計 14,276 14,033

資産合計 40,235 43,907



（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,924 6,296

短期借入金 1,176 1,011

未払法人税等 64 380

未払費用 291 303

引当金 358 498

その他 104 162

流動負債合計 5,919 8,653

固定負債   

長期借入金 260 517

退職給付引当金 855 973

繰延税金負債 632 282

その他 180 283

固定負債合計 1,928 2,057

負債合計 7,847 10,711

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 29,315 30,295

自己株式 △1,469 △1,162

株主資本合計 31,555 32,842

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 670 314

繰延ヘッジ損益 12 △59

為替換算調整勘定 △540 △569

評価・換算差額等合計 142 △315

少数株主持分 690 668

純資産合計 32,388 33,196

負債純資産合計 40,235 43,907



（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）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 29,541 17,551

売上原価 23,145 13,881

売上総利益 6,395 3,669

販売費及び一般管理費 5,084 4,083

営業利益又は営業損失（△） 1,311 △413

営業外収益   

受取利息 88 31

受取配当金 148 76

受取家賃 － 72

持分法による投資利益 8 11

その他 133 88

営業外収益合計 379 278

営業外費用   

支払利息 30 21

為替差損 44 4

その他 32 48

営業外費用合計 107 73

経常利益又は経常損失（△） 1,582 △208

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 40

貸倒引当金戻入額 6 3

その他 0 －

特別利益合計 23 43

特別損失   

投資有価証券売却損 － 2

固定資産処分損 3 2

投資有価証券評価損 64 －

退職給付費用 － 78

特別損失合計 68 83

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

1,537 △248

法人税、住民税及び事業税 542 125

法人税等調整額 198 185

法人税等合計 740 311

少数株主利益 75 39

四半期純利益又は四半期純損失（△） 720 △598



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

1,537 △248

減価償却費 336 320

受取利息及び受取配当金 △236 △107

支払利息 30 21

持分法による投資損益（△は益） △8 △11

売上債権の増減額（△は増加） 971 2,461

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,085 2,112

仕入債務の増減額（△は減少） △465 △2,406

その他 △534 △412

小計 546 1,729

利息及び配当金の受取額 246 118

利息の支払額 △24 △16

法人税等の支払額 △493 △431

法人税等の還付額 － 245

営業活動によるキャッシュ・フロー 275 1,645

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 － 800

定期預金の預入による支出 △500 △500

有形固定資産の取得による支出 △172 △51

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 96

その他 △90 22

投資活動によるキャッシュ・フロー 602 367

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） 130 165

長期借入金の返済による支出 △257 △257

自己株式の取得による支出 △422 △307

配当金の支払額 △492 △381

少数株主への配当金の支払額 △31 △12

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,073 △793

現金及び現金同等物に係る換算差額 △274 4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △469 1,223

現金及び現金同等物の期首残高 10,236 9,304

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 10,527



 該当事項はありません。 

  

前第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）及び当第３四半期連結累計期間

（自 平成21年４月１日 至 平成21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。 

  

前第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） 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21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。  

（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

  
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  13,112  2,310  1,853  274  17,551  －  17,551

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 1,545  78  2  －  1,625 (1,625)  －

計  14,658  2,389  1,855  274  19,177 (1,625)  17,551

営業利益又は営業損失（△）  △726  28  151  △32  △579  165  △413



前第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） 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21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。  

  

 該当事項はありません。 

  

〔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

  北・中米 アジア その他 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  3,237  2,645  1,077  6,959

Ⅱ 連結売上高（百万円）                    17,551

Ⅲ 連結売上高に占める海外売

上高の割合（％） 
 18.5  15.1  6.1  39.7

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



販売実績 

前第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。 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21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  11,764

溶接機関連  1,798

コンプレッサー関連  546

その他  3,442

合計  17,551
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