
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

     

 

       

 

       

 

 
(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率) 
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(記載金額は百万円未満を四捨五入表示)

１．平成25年３月期第１四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24年６月30日）

（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 ％

25年３月期第１四半期 882,408 40.0 78,170 － 84,686 － 49,103 －
24年３月期第１四半期 630,201 △21.5 △4,374 － 2,527 △96.6 2,582 △94.4

(注) 包括利益 25年３月期第１四半期 △5,136百万円( －％) 24年３月期第１四半期 △470百万円( －％)

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

25年３月期第１四半期 60.93 －
24年３月期第１四半期 3.20 3.20

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

25年３月期第１四半期 3,578,410 2,089,396 55.4
24年３月期 3,607,697 2,117,201 55.7

(参考) 自己資本 25年３月期第１四半期1,983,994百万円 24年３月期2,009,044百万円

２．配当の状況

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

24年３月期 － 23.00 － 23.00 46.00
25年３月期 －

25年３月期(予想) 27.00 － 27.00 54.00 

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

３．平成25年３月期の連結業績予想（平成24年４月１日～平成25年３月31日）

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

第２四半期(累計) 1,740,000 23.5 135,000 323.7 142,000 260.9 88,000 278.0 109.19
通期 3,480,000 10.3 250,000 55.5 262,000 44.9 172,000 92.6 213.43

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有

連結業績予想の修正については、本日（平成24年７月31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。



  

 

     

     

     

     

 

 
  

 

※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 ―社（社名） 、除外 ―社（社名）

（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

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

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 25年３月期１Ｑ 884,068,713株 24年３月期 884,068,713株

② 期末自己株式数 25年３月期１Ｑ 78,168,519株 24年３月期 78,167,641株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期１Ｑ 805,900,665株 24年３月期１Ｑ 805,873,522株

※ 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の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表に対する
レビュー手続が実施中です。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

(将来に関する記述等についてのご注意)
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、その達成を当社として約束する趣旨のもので
はありません。また、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
績予想については、平成24年４月27日の平成24年３月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。連結業績予想の修正については、本日（平成24年７月31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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利
用にあたっての注意事項等については、添付資料Ｐ．２「１．当四半期決算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」をご覧ください。

 
(四半期決算補足説明資料の入手方法について)

当社は、平成24年７月31日に証券アナリスト・機関投資家向け説明会を開催する予定です。この
説明会で使用する資料については、開催後速やかに当社ホームページに掲載する予定です。



「参考」個別業績予想 

平成25年３月期の個別業績予想（平成24年４月１日～平成25年３月31日） 

（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率） 

   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  

第２四半期 
(累計) 

百万円

 1,160,000

％

 30.9

百万円

  68,000

％

 －

百万円

   103,000

％

 176.1

百万円

   72,000

％

 93.5

円

       89

銭

   34

通期  
 2,293,000  12.9   118,000 127.3    170,000  49.2    120,000  51.6        148    90

（注）個別業績予想数値の当四半期における修正の有無  ：  有 
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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 

当社グループは、昨年度に「世界初への挑戦」「スピード第一の行動」「グローバルな総智総力

の結集」を３つの柱としたデンソーグループ・グローバル中期方針を策定し、活動を開始いたしま

した。 

 

当第１四半期連結累計期間の業績については、東日本大震災の影響により大幅減産となった昨年

度と比べ、売上高、営業利益ともに大幅に増加しました。売上高は、震災後の大幅減産からの回復

による日系車両生産の増加により8,824億円（前年同四半期比2,522億円増、40.0％増）と増収にな

りました。営業利益は、円高による為替差損があったものの、売上増加による操業度差益により、

782億円（前年同四半期は44億円の営業損失）と増益、経常利益は847億円（前年同四半期比822億

円増）と増益、四半期純利益については、491億円（前年同四半期比465億円増）と増益になりまし

た。 

 

セグメント別の業績については、日本は、震災からの回復により、売上高は6,209億円（前年同

四半期比2,221億円増、55.7％増）と増収になりました。営業利益は、増産に伴う操業度差益によ

り、551億円（前年同四半期は244億円の営業損失）と増益になりました。 

北米地域は、デトロイト３や日系カーメーカー向けの売上が増加したことにより、売上高は

1,596億円（前年同四半期比584億円増、57.8％増）と増収、営業利益は、操業度差益等により52億

円（前年同四半期は25億円の営業損失）と増益になりました。 

欧州地域は、欧州債務問題による市場低迷で売上が減少したことにより、売上高は935億円（前

年同四半期比151億円減、13.9％減）と減収、営業利益は、円高による為替差損等により18億円

（前年同四半期比14億円減、42.8％減）と減益になりました。 

豪亜地域は、日系カーメーカーの車両生産回復に伴う売上増加により、売上高は1,753億円（前

年同四半期比281億円増、19.1％増）と増収、営業利益は、操業度差益等により170億円（前年同四

半期比37億円増、27.7％増）と増益になりました。 

その他地域は、売上高は140億円（前年同四半期比18億円減、11.4％減）と減収、営業利益は10

億円（前年同四半期比５億円減、35.8％減）と減益になりました。 

 

(2)  連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間末の総資産については、現金及び預金の減少等により、前連結会計年

度末に比べ293億円減少し、３兆5,784億円となりました。 

負債については、賞与引当金の減少等により、前連結会計年度末に比べ15億円減少し、１兆

4,890億円となりました。 

純資産については、その他有価証券評価差額金の減少等により、前連結会計年度末に比べ278億

円減少し、２兆894億円となりました。 

 

(3)  連結業績予想に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間の業績予想については、第１四半期の業績を踏まえ、売上高は１兆

7,400億円（前年同四半期比3,309億円増、23.5％増）、営業利益は1,350億円（前年同四半期比

1,031億円増、323.7％増）、経常利益は1,420億円（前年同四半期比1,027億円増、260.9％増）、

四半期純利益は880億円（前年同四半期比647億円増、278.0％増）に修正いたします。 

また、通期予想については、売上高は３兆4,800億円（前期比3,254億円増、10.3％増）、営業利

益は2,500億円（前期比893億円増、55.5％増）、経常利益は2,620億円（前期比812億円増、44.9％

増）、当期純利益は1,720億円（前期比827億円増、92.6％増）に修正いたします。通期の前提とな

る為替レートは、１US＄＝80円、１ユーロ＝103円です。 

 

なお、上記の業績予想には、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。 
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２．四半期連結財務諸表 
(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24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 599,955 506,503

受取手形及び売掛金 585,137 551,697

電子記録債権 35,019 36,585

有価証券 422,187 576,013

たな卸資産 324,513 311,875

その他 154,935 147,982

貸倒引当金 △1,638 △1,507

流動資産合計 2,120,108 2,129,148

固定資産   

有形固定資産   

機械装置及び運搬具（純額） 311,581 303,644

その他（純額） 489,307 485,322

有形固定資産合計 800,888 788,966

無形固定資産 15,528 15,566

投資その他の資産   

投資有価証券 509,674 465,053

その他 161,821 179,993

貸倒引当金 △322 △316

投資その他の資産合計 671,173 644,730

固定資産合計 1,487,589 1,449,262

資産合計 3,607,697 3,578,410

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 457,782 438,642

1年内償還予定の社債 50,000 50,000

短期借入金 9,756 11,982

未払法人税等 18,881 18,492

賞与引当金 54,410 23,470

役員賞与引当金 516 142

製品保証引当金 48,607 46,485

その他 173,390 228,080

流動負債合計 813,342 817,293

固定負債   

社債 190,000 190,000

長期借入金 273,344 270,024

退職給付引当金 189,935 190,021

役員退職慰労引当金 1,881 1,611

その他 21,994 20,065

固定負債合計 677,154 671,721

負債合計 1,490,496 1,489,014
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 187,457 187,457

資本剰余金 266,624 266,624

利益剰余金 1,792,428 1,823,023

自己株式 △198,498 △198,500

株主資本合計 2,048,011 2,078,604

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 146,458 117,950

繰延ヘッジ損益 △297 201

為替換算調整勘定 △185,128 △212,761

その他の包括利益累計額合計 △38,967 △94,610

新株予約権 3,530 3,365

少数株主持分 104,627 102,037

純資産合計 2,117,201 2,089,396

負債純資産合計 3,607,697 3,578,410
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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１四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 630,201 882,408

売上原価 571,900 736,663

売上総利益 58,301 145,745

販売費及び一般管理費 62,675 67,575

営業利益又は営業損失（△） △4,374 78,170

営業外収益   

受取利息 2,196 2,026

受取配当金 3,399 3,961

為替差益 1,065 －

持分法による投資利益 732 1,207

その他 2,557 4,730

営業外収益合計 9,949 11,924

営業外費用   

支払利息 1,380 1,658

固定資産除売却損 717 817

為替差損 － 2,101

その他 951 832

営業外費用合計 3,048 5,408

経常利益 2,527 84,686

特別利益   

固定資産売却益 － 529

特別利益合計 － 529

特別損失   

投資有価証券評価損 30 68

特別損失合計 30 68

税金等調整前四半期純利益 2,497 85,147

法人税、住民税及び事業税 7,951 19,240

過年度法人税等 － 6,109

法人税等調整額 △9,533 6,404

法人税等合計 △1,582 31,753

少数株主損益調整前四半期純利益 4,079 53,394

少数株主利益 1,497 4,291

四半期純利益 2,582 49,103
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  四半期連結包括利益計算書 
  第１四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 4,079 53,394

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 4,701 △28,531

繰延ヘッジ損益 286 498

為替換算調整勘定 △9,519 △30,401

持分法適用会社に対する持分相当額 △17 △96

その他の包括利益合計 △4,549 △58,530

四半期包括利益 △470 △5,136

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △711 △6,540

少数株主に係る四半期包括利益 241 1,404
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(3)  継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

 

(4)  セグメント情報等 

【セグメント情報】 

Ⅰ  前第１四半期連結累計期間（自  平成23年４月１日  至  平成23年６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 
（単位：百万円） 

報告セグメント 
 

日本 北米 欧州 豪亜 計 

その他 

(注) 
合計 

売上高   

 (1) 外部顧客への売上高 272,233 99,715 105,207 137,299 614,454 15,747 630,201

 (2) セグメント間の内部売上高 126,565 1,410 3,438 9,952 141,365 27 141,392

計 398,798 101,125 108,645 147,251 755,819 15,774 771,593

セグメント利益又は損失（△） △24,416 △2,535 3,166 13,315 △10,470 1,523 △8,947

(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、南米等の現地法人の事業活動を

含んでいます。 

 

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） 
（単位：百万円） 

利益又は損失（△） 金    額 

報告セグメント計 △10,470

「その他」の区分の利益 1,523

セグメント間取引消去 4,573

四半期連結損益計算書の営業損失（△） △4,374
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Ⅱ  当第１四半期連結累計期間（自  平成24年４月１日  至  平成24年６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 
（単位：百万円） 

報告セグメント 
 

日本 北米 欧州 豪亜 計 

その他 

(注) 
合計 

売上高   

 (1) 外部顧客への売上高 460,913 157,023 88,446 162,056 868,438 13,970 882,408

 (2) セグメント間の内部売上高 159,953 2,537 5,084 13,265 180,839 13 180,852

計 620,866 159,560 93,530 175,321 1,049,277 13,983 1,063,260

セグメント利益 55,096 5,225 1,811 17,008 79,140 978 80,118

(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、南米等の現地法人の事業活動を

含んでいます。 

 

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） 
（単位：百万円） 

利    益 金    額 

報告セグメント計 79,140

「その他」の区分の利益 978

セグメント間取引消去 △1,948

四半期連結損益計算書の営業利益 78,170

 

 

(5)  株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 当第１四半期連結累計期間において、総額18,536百万円の剰余金の配当を行っています。 
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