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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 23,165 65.8 1,864 304.2 1,822 247.7 1,216 287.1
23年3月期第2四半期 13,967 18.6 461 ― 524 ― 314 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 1,038百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 △101百万円 （―％）

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 52.75 ―

23年3月期第2四半期 13.46 ―

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 48,924 34,160 68.3
23年3月期 45,160 33,317 72.1

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  33,402百万円 23年3月期  32,565百万円

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 ― 6.00 ― 7.00 13.00
24年3月期 ― 8.00

24年3月期（予想） ― 8.00 16.00

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 43,500 30.7 3,200 125.5 3,200 91.9 2,100 118.1 91.09



(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  ：  無  

(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ますが、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す。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に記載の業績予想には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、四半期決算短信（添付資料）３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 25,359,660 株 23年3月期 25,359,660 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q 2,304,369 株 23年3月期 2,304,212 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 23,055,227 株 23年3月期2Q 23,343,873 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間のわが国経済は、依然として厳しい状況で推移しましたが、サプライチェーンの立て

直しが進み、生産面における回復が見られました。一方、世界経済は、欧州の債務不安や米国経済に対する先行き

懸念により不透明感が強まりましたが、アジアにつきましては、新興国を中心に緩やかな内需の拡大が続きまし

た。 

当社グループを取り巻く事業環境は、国内においては停電対策用などに発電機の需要が増加し、海外においても

アジア市場ならびに北中米市場などで需要が堅調に推移いたしました。 

このような状況のもと、製品の安定供給に全力を挙げて取り組んでまいりました結果、売上高は231億65百万円

（前年同期比65.8％増）となりました。また利益面におきましては、部品や原材料価格が一部上昇したものの、工

場の稼働率が上昇したことで営業利益は18億64百万円（同304.2％増）、経常利益は18億22百万円（同247.7％

増）、四半期純利益は12億16百万円（同287.1％増）となりました。 

セグメント別概況は次のとおりです。 

（日 本） 

日本では、東日本大震災の影響による被災地向けの復旧需要などからレンタル市場向け発電機の出荷が増加し、

北中米やアジア向けの出荷も堅調に推移したことから、売上高は174億円75百万円と前年同期に比べ70億35百万円

（同67.4％増）の増収となりました。営業利益は16億13百万円となり、前年同期に比べ15億46百万円の増加となり

ました。 

（アメリカ） 

アメリカは、景気減速が懸念されておりますものの、レンタル市場向け発電機の出荷が増加し、売上高は36億13

百万円と前年同期に比べ16億56百万円（同84.6％増）の増収となりました。一方、円高の影響で日本から調達の部

品価格が上昇したことから、営業利益は40百万円となり、前年同期に比べ1億36百万円の減少となりました。  

（アジア） 

アジアは、全般的に需要が堅調で、電力不足に伴う発電機の出荷が増加したことから、売上高は18億60百万円と

前年同期に比べ4億31百万円（同30.2％増）の増収となりました。営業利益は1億34百万円となり、前年同期に比べ

24百万円の減少となりました。 

（欧 州） 

欧州は、為替円高の影響もありましたものの、出荷が増加し、売上高は2億16百万円と前年同期に比べ74百万円

（同52.5％増）の増収となりました。営業利益は1百万円となり、前年同期に比べ26百万円の改善となりました。 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

流動資産は、前連結会計年度末に比べ33億50百万円の増加となりました。これは主に、受取手形及び売掛金の増

加42億16百万円などによるものであります。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べ4億13百万円の増加となりました。これは主に、当社および連結子会社であ

るデンヨーベトナムCO.,LTD.の設備投資による有形固定資産の増加9億39百万円や保有株式の評価替による投資有価

証券の減少4億92百万円などによるものであります。 

この結果、資産合計は、前連結会計年度末に比べ37億64百万円の増加となりました。 

（負債） 

流動負債は、前連結会計年度末に比べ17億52百万円の増加となりました。これは主に、支払手形及び買掛金の増

加5億64百万円や、未払法人税等が5億66百万円増加したことなどによるものであります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べ11億69百万円の増加となりました。これは主に、長期借入金が14億円増加

したことによるものであります。 

この結果、負債合計は前連結会計年度末に比べ29億21百万円の増加となりました。 

（純資産） 

純資産は、前連結会計年度末に比べ8億42百万円の増加となりました。これは主に、四半期純利益12億16百万円と

その他の包括利益累計額の減少2億16百万円および配当金の支払1億61百万円などによるものであります。 

この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末に比べ3.8％低下し、68.3％となりました。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

- 2 -



（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、国内市場は生産面の回復などの明るい材料もあるものの、原発問題や増税な

どから設備投資の海外シフトなど先行き不透明感が否めません。一方、海外市場はアジアで堅調な需要が予想され

ますが、欧州経済の混迷や為替円高の影響などが懸念されます。 

 このような状況のもと、当社グループといたしましては、環境負荷の低減に対応した製品を積極的に開発し、需

要の掘り起こしに努めてまいります。 

  平成24年３月期の通期連結業績予想につきましては、平成23年10月27日に公表いたしました業績予想を修正して

おりません。 

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 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の適用 

 該当事項はありません。  

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 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
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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 7,791 6,104

受取手形及び売掛金 13,579 17,796

有価証券 1,000 1,499

商品及び製品 3,498 3,354

仕掛品 495 536

原材料及び貯蔵品 2,073 2,580

その他 1,091 1,022

貸倒引当金 △41 △52

流動資産合計 29,489 32,840

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,152 3,843

機械装置及び運搬具（純額） 243 905

土地 4,593 4,596

建設仮勘定 872 475

その他（純額） 158 138

有形固定資産合計 9,020 9,959

無形固定資産 385 385

投資その他の資産   

投資有価証券 5,488 4,995

その他 786 752

貸倒引当金 △9 △9

投資その他の資産合計 6,264 5,739

固定資産合計 15,670 16,084

資産合計 45,160 48,924

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,648 8,213

短期借入金 783 709

未払法人税等 274 841

未払費用 283 426

賞与引当金 323 496

役員賞与引当金 23 31

製品保証引当金 259 322

その他 403 710

流動負債合計 9,999 11,751

固定負債   

長期借入金 － 1,400

退職給付引当金 771 671

繰延税金負債 907 740

その他 163 199

固定負債合計 1,843 3,012

負債合計 11,842 14,763
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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) 

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 30,555 31,610

自己株式 △1,786 △1,787

株主資本合計 32,478 33,532

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 978 670

繰延ヘッジ損益 11 △5

為替換算調整勘定 △903 △795

その他の包括利益累計額合計 86 △129

少数株主持分 752 758

純資産合計 33,317 34,160

負債純資産合計 45,160 48,924
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（２）四半期連結損益及び包括利益計算書 
（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) 

売上高 13,967 23,165

売上原価 10,617 17,715

売上総利益 3,350 5,450

販売費及び一般管理費 2,888 3,586

営業利益 461 1,864

営業外収益   

受取利息 24 34

受取配当金 52 63

受取家賃 43 41

持分法による投資利益 6 20

その他 48 47

営業外収益合計 175 207

営業外費用   

支払利息 9 2

為替差損 73 195

その他 30 51

営業外費用合計 112 249

経常利益 524 1,822

特別利益   

固定資産売却益 0 0

投資有価証券売却益 12 －

貸倒引当金戻入額 2 －

特別利益合計 15 0

特別損失   

固定資産処分損 1 18

投資有価証券評価損 3 4

工場統合費用 37 －

特別損失合計 42 22

税金等調整前四半期純利益 497 1,799

法人税、住民税及び事業税 146 716

法人税等調整額 △10 △163

法人税等合計 136 553

少数株主損益調整前四半期純利益 361 1,246

少数株主利益 47 30

四半期純利益 314 1,216
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（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) 

少数株主利益 47 30

少数株主損益調整前四半期純利益 361 1,246

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △223 △306

繰延ヘッジ損益 △5 △16

為替換算調整勘定 △233 116

持分法適用会社に対する持分相当額 △0 △1

その他の包括利益合計 △463 △207

四半期包括利益 △101 1,038

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △111 999

少数株主に係る四半期包括利益 9 38
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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 497 1,799

減価償却費 193 203

受取利息及び受取配当金 △76 △98

支払利息 9 2

持分法による投資損益（△は益） △6 △20

売上債権の増減額（△は増加） △264 △4,204

たな卸資産の増減額（△は増加） 93 △396

仕入債務の増減額（△は減少） 1,053 546

その他 △68 584

小計 1,431 △1,581

利息及び配当金の受取額 90 110

利息の支払額 △9 △3

法人税等の支払額 △124 △263

法人税等の還付額 163 55

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,551 △1,683

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 △201 △644

投資有価証券の売却による収入 58 1

子会社株式の取得による支出 △897 －

その他 2 △11

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,036 △654

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） 40 △270

長期借入れによる収入 － 1,600

長期借入金の返済による支出 △254 △4

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △116 △161

少数株主への配当金の支払額 △10 △27

財務活動によるキャッシュ・フロー △342 1,135

現金及び現金同等物に係る換算差額 △147 14

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 24 △1,188

現金及び現金同等物の期首残高 10,577 8,791

現金及び現金同等物の四半期末残高 10,602 7,603
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該当事項はありません。  

〔セグメント情報〕 

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または損失の金額に関する情報 

（注）セグメント利益の調整額には、セグメント間取引に係るたな卸資産の調整額等が含まれております。 

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または損失の金額に関する情報  

 （注）セグメント利益の調整額には、セグメント間取引に係るたな卸資産の調整額等が含まれております。  

  

該当事項はありません。  

該当事項はありません。  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

              （単位：百万円）

  報告セグメント 
調整額 

（注） 

四半期連結損益 

及び包括利益 

計算書計上額 
  日本 アメリカ アジア 欧州 計 

売上高               

 外部顧客への売上高  10,439  1,957  1,428  141  13,967  －  13,967

 セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 2,195  105  11  －  2,311  (2,311)  －

計  12,634  2,062  1,440  141  16,279  (2,311)  13,967

セグメント利益 

（営業利益又は営業損失（△）） 
 66  177  158  △24  377  83  461

              （単位：百万円）

  報告セグメント 
調整額 

（注） 

四半期連結損益 

及び包括利益 

計算書計上額 
  日本 アメリカ アジア 欧州 計 

売上高               

 外部顧客への売上高  17,475  3,613  1,860  216  23,165 －  23,165

 セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 2,987  115  20 －  3,124  (3,124) － 

計  20,463  3,729  1,880  216  26,289  (3,124)  23,165

セグメント利益 

（営業利益） 
 1,613  40  134  1  1,790  73  1,864

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）重要な後発事象
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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） 

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

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） 

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

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）  

 （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。   

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） 

 （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．補足情報

（１）販売実績

製品区分の名称 金額（百万円）

発電機関連  9,965

溶接機関連  1,311

コンプレッサー関連  464

その他  2,226

合計  13,967

製品区分の名称 金額（百万円）

発電機関連  16,582

溶接機関連  1,894

コンプレッサー関連  625

その他  4,063

合計  23,165

（２）海外売上高

  北・中米 アジア その他 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  2,783  2,454  1,069  6,307

Ⅱ 連結売上高（百万円）                    13,967

Ⅲ 連結売上高に占める海外売

上高の割合（％） 
 19.9  17.6  7.7  45.2

  北・中米 アジア その他 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  4,583  2,591  1,199  8,375

Ⅱ 連結売上高（百万円）                    23,165

Ⅲ 連結売上高に占める海外売

上高の割合（％） 
 19.8  11.2  5.2  36.2
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