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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第2四半期 46,822 10.8 2,431 72.8 2,450 119.7 1,667 297.0
23年3月期第2四半期 42,265 16.6 1,407 98.4 1,115 21.2 420 △19.8

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 1,147百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 △448百万円 （―％）

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

24年3月期第2四半期 12.86 ―

23年3月期第2四半期 3.24 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 105,220 49,092 44.4
23年3月期 105,641 48,423 43.6

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  46,730百万円 23年3月期  46,060百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

年間配当金

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

23年3月期 ― 3.50 ― 3.50 7.00

24年3月期 ― 3.50

24年3月期（予想） ― 3.50 7.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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 98,500 6.9 4,500 4.5 4,500 6.3 2,700 18.4 20.82



(1) 当四半期連結累計期間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) 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、添付資料３ページ「サマリー情報（その他）に関する事項」をご覧ください。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四
半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の
業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。なお、業績予想に関する事項については、四半期決算短信（添付資料）２ページ「連結業績予想に関
する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期2Q 135,516,455 株 23年3月期 135,516,455 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q 5,823,071 株 23年3月期 5,818,040 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 129,695,685 株 23年3月期2Q 129,720,490 株
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当第２四半期のダイヘングループを取り巻く経営環境は、急激な円高の影響はありましたものの、中国

をはじめ新興国における需要の伸びに支えられ、総じて緩やかな回復基調となりました。 

このような状況の下、各事業の業績の確保・向上にグループをあげて取り組んでまいりました結果、売

上高は468億２千２百万円と前年同期に比べ10.8％の増加となりました。利益面につきましては、売上高

の増加に伴い、営業利益は24億３千１百万円と前年同期に比べ10億２千４百万円の増加、経常利益は24億

５千万円と前年同期に比べ13億３千４百万円の増加、四半期純利益につきましても16億６千７百万円と前

年同期に比べ12億４千７百万円の増加となりました。なお、受注高につきましては469億３千２百万円と

前年同期に比べ4.6％の減少となりました。 

セグメント別の状況につきましては、以下のとおりであります。 

電力機器事業では、国内民需向け変圧器の販売が拡大したことにより、売上高は231億３千５百万円と

前年同期に比べ6.3％の増加となりましたが、素材価格高騰の影響もあり、営業利益は16億３千８百万円

と前年同期に比べ１億７千４百万円の減益となりました。受注高は245億６千６百万円と前年同期に比べ

6.5％の減少となりました。 

溶接メカトロ事業では、中国を中心にアジア新興国での需要が大幅に伸張いたしました結果、売上高は

165億５千４百万円と前年同期に比べ22.0％の増加、営業利益は14億１千６百万円と前年同期に比べ11億

５千８百万円の増益となりました。また、受注高につきましても173億７千４百万円と前年同期に比べ

16.3％の増加となりました。 

半導体機器事業では、夏場以降に半導体関連の設備投資に抑制の動きが見られましたが、スマートフォ

ン等の高機能モバイル機器の需要拡大を背景に高精細液晶や有機ＥＬといった中小型パネル製造装置向け

製品の販売が引き続き堅調に推移いたしました結果、売上高は70億８千万円と前年同期に比べ4.2％の増

加、営業利益は４億２千９百万円と前年同期に比べ１億３千２百万円の増益となりましたが、受注高は48

億４千４百万円と前年同期に比べ38.1％の減少となりました。 

また、その他の売上高は１億４千７百万円、営業利益は３千７百万円となり、前年同期からの大きな変

動はありません。 

  

  

  

当第２四半期末の資産合計は、1,052億２千万円と前年度末に比べ４億２千１百万円減少いたしまし

た。これは、手元流動性の圧縮による現金及び預金の減少が主な要因であります。 

負債合計は、短期借入金をはじめとした有利子負債の返済を進めましたことなどにより、561億２千７

百万円と前年度末に比べ10億９千万円減少いたしました。 

純資産合計は、主に利益剰余金の増加により、前年度末に比べ６億６千９百万円増加し、490億９千２

百万円となりました。なお、自己資本比率は前年度末の43.6％から0.8ポイント上昇して44.4％となりま

した。また、１株当たり純資産額は前年度末に比べ1.5％増の360円32銭になりました。 

  

  

  

通期の業績予想につきましては、前回公表値（平成23年5月12日公表）を修正しておりません。今後、

業績予想の修正が必要となった場合には、速やかに公表させていただきます。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（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。 

  

  

当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引

前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 

  

  

該当事項はありません。 

  

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

・税金費用の計算

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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３．四半期連結財務諸表
（１）四半期連結貸借対照表

（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 8,591 7,583

受取手形及び売掛金 20,880 19,850

商品及び製品 9,132 10,072

仕掛品 4,956 5,461

原材料及び貯蔵品 8,182 9,579

繰延税金資産 1,765 1,899

その他 2,247 1,728

貸倒引当金 △49 △40

流動資産合計 55,707 56,133

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 13,295 12,837

機械装置及び運搬具（純額） 4,611 4,597

工具、器具及び備品（純額） 863 849

土地 6,403 6,410

リース資産（純額） 287 272

建設仮勘定 185 188

有形固定資産合計 25,646 25,156

無形固定資産

のれん 446 395

ソフトウエア 3,817 3,859

リース資産 22 18

その他 222 220

無形固定資産合計 4,508 4,493

投資その他の資産

投資有価証券 11,417 10,709

出資金 652 660

長期貸付金 23 21

長期前払費用 102 57

前払年金費用 6,874 7,283

繰延税金資産 282 283

その他 575 558

貸倒引当金 △150 △138

投資その他の資産合計 19,778 19,436

固定資産合計 49,933 49,086

資産合計 105,641 105,220
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 17,970 18,645

短期借入金 7,357 6,601

1年内返済予定の長期借入金 3,757 4,126

1年内償還予定の社債 731 731

リース債務 121 127

未払法人税等 854 992

賞与引当金 1,816 1,835

役員賞与引当金 85 19

工事損失引当金 34 7

その他 2,695 2,559

流動負債合計 35,424 35,646

固定負債

社債 457 341

長期借入金 16,448 15,662

リース債務 204 179

繰延税金負債 1,978 1,620

退職給付引当金 1,421 1,431

役員退職慰労引当金 115 90

資産除去債務 104 104

その他 1,063 1,050

固定負債合計 21,793 20,480

負債合計 57,217 56,127

純資産の部

株主資本

資本金 10,596 10,596

資本剰余金 10,030 10,031

利益剰余金 26,750 27,963

自己株式 △1,462 △1,464

株主資本合計 45,915 47,126

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,546 997

繰延ヘッジ損益 0 0

為替換算調整勘定 △1,400 △1,393

その他の包括利益累計額合計 145 △395

少数株主持分 2,362 2,362

純資産合計 48,423 49,092

負債純資産合計 105,641 105,220
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
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）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

売上高 42,265 46,822

売上原価 28,775 31,857

売上総利益 13,490 14,965

販売費及び一般管理費 12,083 12,533

営業利益 1,407 2,431

営業外収益

受取利息及び配当金 128 101

持分法による投資利益 2 215

その他 255 258

営業外収益合計 386 576

営業外費用

支払利息 222 228

売上割引 44 60

為替差損 211 190

その他 199 77

営業外費用合計 678 557

経常利益 1,115 2,450

特別利益

貸倒引当金戻入額 44 －

特別利益合計 44 －

特別損失

投資有価証券評価損 106 71

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 104 －

特別損失合計 210 71

税金等調整前四半期純利益 949 2,379

法人税等 478 690

少数株主損益調整前四半期純利益 470 1,688

少数株主利益 50 20

四半期純利益 420 1,667
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四半期連結包括利益計算書
第２四半期連結累計期間

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 470 1,688

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △539 △526

繰延ヘッジ損益 0 △0

為替換算調整勘定 △332 11

持分法適用会社に対する持分相当額 △47 △24

その他の包括利益合計 △919 △540

四半期包括利益 △448 1,147

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △478 1,126

少数株主に係る四半期包括利益 30 21
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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22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23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 949 2,379

減価償却費 2,120 2,010

のれん償却額 5 51

貸倒引当金の増減額（△は減少） △36 3

賞与引当金の増減額（△は減少） △52 19

固定資産撤去損失引当金の増減額（△は減少） △115 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） △48 10

前払年金費用の増減額（△は増加） △582 △409

受取利息及び受取配当金 △128 △101

支払利息 222 228

持分法による投資損益（△は益） △2 △215

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 104 －

投資有価証券評価損益（△は益） 106 71

売上債権の増減額（△は増加） 1,939 1,050

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,417 △2,800

仕入債務の増減額（△は減少） 3,778 600

その他 △848 98

小計 3,995 2,994

利息及び配当金の受取額 127 101

利息の支払額 △214 △219

法人税等の支払額 △744 △492

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,164 2,384

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 △3 －

定期預金の払戻による収入 6 －

有形固定資産の取得による支出 △788 △1,003

有形固定資産の売却による収入 69 7

無形固定資産の取得による支出 △585 △498

投資有価証券の取得による支出 △4 △2

子会社株式の取得による支出 － △82

その他 △12 △11

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,317 △1,591

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） △166 △755

長期借入金の返済による支出 △400 △414

社債の償還による支出 △115 △115

自己株式の取得による支出 △2 △2

配当金の支払額 △455 △455

その他 △93 △83

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,234 △1,827

現金及び現金同等物に係る換算差額 △61 26

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 551 △1,008

現金及び現金同等物の期首残高 9,273 8,575

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,824 7,567
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該当事項はありません。 

  

  

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年９月30日) 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 
(注)  「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸事業及びスポーツ施設運

営事業等を含んでおります。 

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額

の主な内容(差異調整に関する事項) 

 
(注)  全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

【セグメント情報】

(単位：百万円)

報告セグメント
その他 
(注)

合計
電力機器 
事業

溶接メカトロ
事業

半導体機器
事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 21,754 13,562 6,794 42,111 154 42,265

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

1 5 ─ 7 ─ 7

計 21,756 13,567 6,794 42,118 154 42,273

セグメント利益 1,813 257 296 2,366 40 2,407

(単位：百万円)

利益 金額

報告セグメント計 2,366

「その他」の区分の利益 40

セグメント間取引消去 0

全社費用 (注) △1,000

四半期連結損益計算書の営業利益 1,407
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Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年９月30日) 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 
(注)  「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸事業及びスポーツ施設運

営事業等を含んでおります。 

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額

の主な内容(差異調整に関する事項) 

 
(注)  全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

  

  

  

  

(単位：百万円)

報告セグメント
その他 
(注)

合計
電力機器 
事業

溶接メカトロ
事業

半導体機器
事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 23,134 16,460 7,080 46,675 147 46,822

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

1 94 ─ 95 ─ 95

計 23,135 16,554 7,080 46,770 147 46,917

セグメント利益 1,638 1,416 429 3,483 37 3,520

(単位：百万円)

利益 金額

報告セグメント計 3,483

「その他」の区分の利益 37

セグメント間取引消去 0

全社費用 (注) △1,089

四半期連結損益計算書の営業利益 2,431

（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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