
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

     

 

       

 

       

 

 
(％表示は、対前期増減率) 
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四半期決算補足説明資料作成の有無 ：有

四半期決算説明会開催の有無 ：有 ( 証券アナリスト・機関投資家向け )

(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２四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24年９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２四半期 1,733,129 23.0 136,270 327.7 149,244 279.3 78,073 235.3
24年３月期第２四半期 1,409,146 △11.4 31,859 △74.4 39,347 △70.5 23,283 △75.2

(注) 包括利益 25年３月期第２四半期 13,071百万円( －％) 24年３月期第２四半期△70,653百万円( －％)

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２四半期 96.88 －
24年３月期第２四半期 28.89 －

（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２四半期 3,511,564 2,103,295 56.9
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２四半期1,998,932百万円 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 － 27.00

25年３月期(予想) － 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

通期 3,410,000 8.1 225,000 40.0 243,000 34.4 138,000 54.5 171.24

(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10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２Ｑ 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２Ｑ 78,170,009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２Ｑ 805,900,007株 24年３月期２Ｑ 805,888,359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７月31日の平成25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。連結業績予想の修正については、本日（平成24年10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10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） 

（％表示は対前期増減率） 

   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  

通期  
百万円

 2,255,000

％

 11.0

百万円

 106,000

％

 104.2

百万円

   162,000

％

 42.1

百万円

  104,000

％

 31.4

円

       129

銭

   05

（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、「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、積極的に事業拡大に挑戦し、

持続的な成長を続ける企業を目指しています。 

 

当第２四半期連結累計期間の業績については、売上高は、日本での車両生産の回復や、北米・豪

亜地域の好調な車両生産により、１兆7,331億円（前年同四半期比3,240億円増、23.0％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、1,363億円（前年同四半期比1,044億円増、327.7％増）と増益、経常利益は1,492億円（前年同

四半期比1,099億円増、279.3％増）と増益、四半期純利益は781億円（前年同四半期比548億円増、

235.3％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１兆2,340億円（前

年同四半期比2,705億円増、28.1％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

等により、940億円（前年同四半期比923億円増）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

3,008億円（前年同四半期比833億円増、38.3％増）と増収、営業利益は、操業度差益等により69億

円（前年同四半期は30億円の営業損失）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1,731億円

（前年同四半期比256億円減、12.9％減）と減収、営業利益は、操業度差損等により14億円（前年

同四半期比19億円減、59.0％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3,553億円（前

年同四半期比556億円増、18.5％増）と増収、営業利益は、操業度差益等により339億円（前年同四

半期比76億円増、29.0％増）と増益になりました。 

その他地域は、売上高は301億円（前年同四半期比４億円減、1.2％減）と減収、営業利益は18億

円（前年同四半期比２億円減、11.9％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２四半期連結会計期間末の総資産については、受取手形及び売掛金の減少等により、前連結

会計年度末に比べ961億円減少し、３兆5,116億円となりました。 

負債については、１年内償還予定の社債の減少等により、前連結会計年度末に比べ822億円減少

し、１兆4,083億円となりました。 

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139億

円減少し、２兆1,033億円となりました。 

 

(3)  連結業績予想に関する定性的情報 

通期の連結業績予想については、日本・欧州・中国での車両生産の減少を見込んで、売上高は３

兆4,100億円（前期比2,554億円増、8.1％増）、営業利益は2,250億円（前期比643億円増、40.0％

増）、経常利益は2,430億円（前期比622億円増、34.4％増）、当期純利益は1,380億円（前期比487

億円増、54.5％増）に下方修正いたします。通期の前提となる為替レートは、１US＄＝80円、１ユ

ーロ＝100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２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 599,955 646,869

受取手形及び売掛金 585,137 505,005

電子記録債権 35,019 54,709

有価証券 422,187 389,118

たな卸資産 324,513 319,629

その他 154,935 161,882

貸倒引当金 △1,638 △1,523

流動資産合計 2,120,108 2,075,689

固定資産   

有形固定資産   

機械装置及び運搬具（純額） 311,581 301,054

その他（純額） 489,307 499,192

有形固定資産合計 800,888 800,246

無形固定資産 15,528 15,205

投資その他の資産   

投資有価証券 509,674 441,816

その他 161,821 178,907

貸倒引当金 △322 △299

投資その他の資産合計 671,173 620,424

固定資産合計 1,487,589 1,435,875

資産合計 3,607,697 3,511,564

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 457,782 419,612

1年内償還予定の社債 50,000 －

短期借入金 9,756 39,529

未払法人税等 18,881 33,470

賞与引当金 54,410 53,098

役員賞与引当金 516 275

製品保証引当金 48,607 51,842

その他 173,390 166,068

流動負債合計 813,342 763,894

固定負債   

社債 190,000 190,000

長期借入金 273,344 241,359

退職給付引当金 189,935 191,653

役員退職慰労引当金 1,881 1,606

その他 21,994 19,757

固定負債合計 677,154 644,375

負債合計 1,490,496 1,408,269
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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２四半期連結会計期間 
(平成24年９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 1,851,966

自己株式 △198,498 △198,504

株主資本合計 2,048,011 2,107,543

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 146,458 108,974

繰延ヘッジ損益 △297 119

為替換算調整勘定 △185,128 △217,704

その他の包括利益累計額合計 △38,967 △108,611

新株予約権 3,530 2,741

少数株主持分 104,627 101,622

純資産合計 2,117,201 2,103,295

負債純資産合計 3,607,697 3,511,564
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 1,409,146 1,733,129

売上原価 1,247,565 1,460,879

売上総利益 161,581 272,250

販売費及び一般管理費 129,722 135,980

営業利益 31,859 136,270

営業外収益   

受取利息 4,612 3,840

受取配当金 4,203 4,064

為替差益 － 1,212

持分法による投資利益 1,786 2,181

その他 4,466 8,206

営業外収益合計 15,067 19,503

営業外費用   

支払利息 3,052 3,209

固定資産除売却損 1,548 1,615

為替差損 1,049 －

その他 1,930 1,705

営業外費用合計 7,579 6,529

経常利益 39,347 149,244

特別利益   

固定資産売却益 － 547

特別利益合計 － 547

特別損失   

投資有価証券評価損 29 12,419

特別損失合計 29 12,419

税金等調整前四半期純利益 39,318 137,372

法人税、住民税及び事業税 15,280 41,442

過年度法人税等 － 6,109

法人税等調整額 △3,150 3,741

法人税等合計 12,130 51,292

少数株主損益調整前四半期純利益 27,188 86,080

少数株主利益 3,905 8,007

四半期純利益 23,283 78,073
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 27,188 86,080

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △35,467 △37,514

繰延ヘッジ損益 323 416

為替換算調整勘定 △61,622 △35,226

持分法適用会社に対する持分相当額 △1,075 △685

その他の包括利益合計 △97,841 △73,009

四半期包括利益 △70,653 13,071

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △68,384 8,429

少数株主に係る四半期包括利益 △2,269 4,642
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24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 39,318 137,372

減価償却費 85,442 82,536

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,199 2,932

前払年金費用の増減額（△は増加） △4,920 △5,087

受取利息及び受取配当金 △8,815 △7,904

支払利息 3,052 3,209

為替差損益（△は益） 956 6,122

持分法による投資損益（△は益） △1,786 △2,181

有形固定資産除売却損益（△は益） 987 644

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） 22 △752

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） 29 12,419

売上債権の増減額（△は増加） △47,807 66,159

たな卸資産の増減額（△は増加） △37,341 △6,847

仕入債務の増減額（△は減少） 8,873 △28,332

その他 △7,914 △28,295

小計 33,295 231,995

利息及び配当金の受取額 9,777 9,361

利息の支払額 △2,638 △3,216

法人税等の支払額 △32,177 △31,233

営業活動によるキャッシュ・フロー 8,257 206,907

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 △86,843 △102,116

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △103,246 △373,068

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による
収入

160,834 324,045

その他 △50,820 △35,611

投資活動によるキャッシュ・フロー △80,075 △186,750

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） △17,382 1,797

長期借入れによる収入 157,105 849

長期借入金の返済による支出 △784 △1,114

社債の発行による収入 50,000 －

社債の償還による支出 － △50,000

自己株式の取得による支出 △7 △6

ストックオプションの行使による収入 105 －

配当金の支払額 △19,342 △18,536

少数株主への配当金の支払額 △10,583 △8,005

その他 △65 271

財務活動によるキャッシュ・フロー 159,047 △74,744

現金及び現金同等物に係る換算差額 △20,299 △11,009

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 66,930 △65,596

現金及び現金同等物の期首残高 688,626 665,409

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 17

現金及び現金同等物の四半期末残高 755,556 599,830
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(4)  継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

 

(5)  セグメント情報等 

【セグメント情報】 

Ⅰ  前第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 
（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 694,607 214,185 192,095 277,874 1,378,761 30,385 1,409,146

 (2) セグメント間の内部売上高 268,892 3,326 6,608 21,808 300,634 52 300,686

計 963,499 217,511 198,703 299,682 1,679,395 30,437 1,709,832

セグメント利益又は損失（△） 1,704 △3,034 3,302 26,282 28,254 1,993 30,247

(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 28,254

「その他」の区分の利益 1,993

セグメント間取引消去 1,612

四半期連結損益計算書の営業利益 31,859
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Ⅱ  当第２四半期連結累計期間（自  平成24年４月１日  至  平成24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 
（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 916,539 295,647 162,801 328,120 1,703,107 30,022 1,733,129

 (2) セグメント間の内部売上高 317,493 5,136 10,332 27,134 360,095 58 360,153

計 1,234,032 300,783 173,133 355,254 2,063,202 30,080 2,093,282

セグメント利益 94,016 6,907 1,355 33,899 136,177 1,756 137,933

(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 136,177

「その他」の区分の利益 1,756

セグメント間取引消去 △1,663

四半期連結損益計算書の営業利益 136,270

 

 

(6)  株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 当第２四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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