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四半期レビュー報告書 



 
  

【表紙】

【提出書類】 四半期報告書
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【提出先】 関東財務局長
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【会社名】 株式会社デンソー

【英訳名】 DENSO CORPORATION

【代表者の役職氏名】 取締役社長    加藤  宣明

【本店の所在の場所】 愛知県刈谷市昭和町１丁目１番地

【電話番号】 刈谷（0566）25－5850

【事務連絡者氏名】 経理部長    浅若  正識

【 寄りの連絡場所】 愛知県刈谷市昭和町１丁目１番地

【電話番号】 刈谷（0566）25－5850

【事務連絡者氏名】 経理部長    浅若  正識

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

株式会社名古屋証券取引所

（名古屋市中区栄３丁目８番20号）
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(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成していますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

いません。 

２．売上高には、消費税等は含まれていません。 

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在

しないため記載していません。 

  

当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容につ

いて、重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。 

  

第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次

第89期

第２四半期

連結累計期間

第90期

第２四半期

連結累計期間

第89期

会計期間
自  平成23年４月１日

至  平成23年９月30日

自  平成24年４月１日

至  平成24年９月30日

自  平成23年４月１日

至  平成24年３月31日

売上高 （百万円） 1,409,146 1,733,129 3,154,630

経常利益 （百万円） 39,347 149,244 180,754

四半期（当期）純利益 （百万円） 23,283 78,073 89,298

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） △70,653 13,071 94,847

純資産額 （百万円） 1,970,845 2,103,295 2,117,201

総資産額 （百万円） 3,426,601 3,511,564 3,607,697

１株当たり四半期（当期）

純利益金額
（円） 28.89 96.88 110.81

潜在株式調整後１株当たり

四半期（当期）純利益金額
（円） － － －

自己資本比率 （％） 54.71 56.92 55.69

営業活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） 8,257 206,907 176,682

投資活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） △80,075 △186,750 △271,239

財務活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） 159,047 △74,744 78,819

現金及び現金同等物の

四半期末（期末）残高
（百万円） 755,556 599,830 665,409

回次

第89期

第２四半期

連結会計期間

第90期

第２四半期

連結会計期間

会計期間
自  平成23年７月１日

至  平成23年９月30日

自  平成24年７月１日

至  平成24年９月30日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 25.69 35.95

２ 【事業の内容】
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当第２四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。 

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。 

  

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。 

  

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。 

  

現金及び現金同等物（以下「資金」）は、営業活動により2,069億円の増加、投資活動により1,868億

円の減少、財務活動により747億円の減少等の結果、当第２四半期連結会計期間末は前連結会計年度末

と比べ656億円減少し、5,998億円となりました。 

営業活動により得られた資金は、営業利益1,363億円の計上（前年同四半期比1,044億円増）、売上債

権の減少662億円（前年同四半期は478億円の増加）等により、前年同四半期に比べ1,987億円増加し、

2,069億円となりました。 

投資活動により使用した資金は、有価証券及び投資有価証券の取得による支出3,731億円（前年同四

半期比2,698億円増）等により、前年同四半期に比べ1,067億円増加し、1,868億円となりました。 

財務活動により使用した資金は、社債の償還による支出500億円等により、747億円（前年同四半期は

1,590億円の資金の獲得）となりました。 

当第２四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありませ

ん。 

  

当第２四半期連結累計期間における研究開発費は161,691百万円です。 

なお、当第２四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はあり

ません。 

第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

２ 【経営上の重要な契約等】

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 業績の状況

(2) キャッシュ・フローの状況

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

(4) 研究開発活動
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(注) 「提出日現在発行数」欄には、平成24年11月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使によ 

り発行された株式数は含まれていません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 1,500,000,000

計 1,500,000,000

② 【発行済株式】

種類

第２四半期会計期間末

現在発行数(株)

(平成24年９月30日)

提出日現在

発行数(株)

(平成24年11月13日)

上場金融商品取引所

名又は登録認可金融

商品取引業協会名

内容

普通株式 884,068,713 884,068,713

東京、名古屋 

各証券取引所 

（市場第一部）

単元株式数 

100株

計 884,068,713 884,068,713 － －

(2) 【新株予約権等の状況】

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

(4) 【ライツプランの内容】
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平成24年９月30日現在 

 
(注) １．当社は自己株式78,137千株を保有していますが、上記大株主からは除いています。 

２．株式会社豊田自動織機の所有株式数は、株式会社豊田自動織機が退職給付信託の信託財産として拠出してい

る当社株式6,798千株（持株比率0.77％）を除いて表示しています。（株主名簿上の名義は、「日本トラス

ティ・サービス信託銀行株式会社（中央三井アセット信託銀行再信託分・株式会社豊田自動織機退職給付信

託口）」であり、その議決権行使の指図権は株式会社豊田自動織機が留保しています。） 

  

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式

総数増減数

(株)

発行済株式

総数残高

(株)

資本金増減額

(百万円)

資本金残高

(百万円)

資本準備金

増減額

(百万円)

資本準備金

残高

(百万円)

平成24年７月１日～

平成24年９月30日
－ 884,068,713 － 187,457 － 265,985

(6) 【大株主の状況】

氏名又は名称 住所
所有株式数

(千株)

発行済株式

総数に対する

所有株式数

の割合(％)

トヨタ自動車株式会社 愛知県豊田市トヨタ町１番地 199,254 22.54

株式会社豊田自動織機 愛知県刈谷市豊田町２丁目１ 69,373 7.85

ロバートボッシュインベストメント 

ネーデルランドビーブイ 

（常任代理人 株式会社みずほコーポレ

ート銀行決済営業部）

ＫＲＵＩＳＢＲＯＥＫＳＥＳＴＲＡＡＴ 

１－ 5281 ＲＶ－ ＢＯＸＴＥＬ － 

ＴＨＥ ＮＥＴＨＥＲＬＡＮＤＳ 

（東京都中央区月島４丁目16－13）

46,439 5.25

日本マスタートラスト信託銀行株式会社

（信託口）
東京都港区浜松町２丁目11番３号 32,375 3.66

日本トラスティ・サービス信託銀行株式

会社（信託口）
東京都中央区晴海１丁目８－11 31,485 3.56

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内１丁目６番６号 24,050 2.72

デンソー従業員持株制度会 愛知県刈谷市昭和町１丁目１番地 20,101 2.27

三井住友海上火災保険株式会社 東京都中央区新川２丁目27－２ 15,148 1.71

ＳＳＢＴ ＯＤ05 ＯＭＮＩＢＵＳ 

ＡＣＣＯＵＮＴ － ＴＲＥＡＴＹ 

ＣＬＩＥＮＴＳ 

（常任代理人 香港上海銀行東京支店）

338 ＰＩＴＴ ＳＴＲＥＥＴ 

ＳＹＤＮＥＹ ＮＳＷ 

2000ＡＵＳＴＲＡＬＩＡ 

（東京都中央区日本橋３丁目11－１）

11,126 1.26

ステート ストリート バンク 

アンド トラスト カンパニー 

（常任代理人 香港上海銀行東京支店）

Ｐ．Ｏ．ＢＯＸ 351 ＢＯＳＴＯＮ  

ＭＡＳＳＡＣＨＵＳＥＴＴＳ  

02101 Ｕ．Ｓ．Ａ．  

（東京都中央区日本橋３丁目11－１）

10,249 1.16

計 － 459,600 51.99

－5－



  

平成24年９月30日現在 

 
(注) 完全議決権株式（その他）の株式数の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、500株含まれています。また、

議決権の数の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数５個が含まれています。 

  

平成24年９月30日現在 

 
  

該当事項はありません。 

  

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 78,247,300 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 805,465,500 8,054,655 －

単元未満株式 普通株式 355,913 － －

発行済株式総数 884,068,713 － －

総株主の議決権 － 8,054,655 －

② 【自己株式等】

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有

株式数(株)

他人名義所有

株式数(株)

所有株式数の

合計(株)

発行済株式総数

に対する所有株

式数の割合(％)

㈱デンソー（自己株式）
愛知県刈谷市昭和町

１丁目１番地
78,137,100 － 78,137,100 8.84

伊藤精工株式会社
愛知県刈谷市野田町 

場割100－１
83,200 － 83,200 0.01

株式会社ニッパ
静岡県磐田市川袋 

1550
22,000 － 22,000 0.00

神星工業株式会社
愛知県刈谷市丸田町 

３丁目６
5,000 － 5,000 0.00

計 － 78,247,300 － 78,247,300 8.85

２ 【役員の状況】

－6－



当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成

19年内閣府令第64号）に基づいて作成しています。 

  

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（平成24年７月

１日から平成24年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24年９月30日

まで）に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けてい

ます。 

  

第４ 【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

２．監査証明について
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１【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 ※1  324,513 ※1  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

－8－



(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

－12－



  

※１  たな卸資産の内訳は次のとおりです。 
  

 
  

２  その他 

平成24年１月に米国司法省と締結した司法取引契約に関連して、米国等において損害賠償を求める民

事訴訟が提起されています。 

  

  

※  販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりです。 
  

 
  

  

※  現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 
  

 
  

  

【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

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)

商品及び製品 123,003百万円 113,383百万円

仕掛品 121,203百万円 126,338百万円

原材料及び貯蔵品 80,307百万円 79,908百万円

(四半期連結損益計算書関係)

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)

給料及び賞与 46,685百万円 48,110百万円

賞与引当金繰入額 7,330百万円 7,333百万円

製品保証引当金繰入額 2,318百万円 8,094百万円

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

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)

現金及び預金勘定 528,389百万円 646,869百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △169,952百万円 △239,704百万円

小計 358,437百万円 407,165百万円

有価証券勘定 476,699百万円 389,118百万円

取得日から満期日又は償還日までの期間が３ヶ月を

超える短期投資
△79,580百万円 △196,453百万円

小計 397,119百万円 192,665百万円

現金及び現金同等物 755,556百万円 599,830百万円
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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．配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

(2) 基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結

会計期間末後となるもの 

 
  

２．株主資本の金額の著しい変動 

当第２四半期連結累計期間において、総額19,342百万円の剰余金の配当を行っており、この剰余金の

配当に関する詳細については上記「１．配当に関する事項」に記載しています。 

  

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．配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

(2) 基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結

会計期間末後となるもの 

 
  

２．株主資本の金額の著しい変動 

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おり、この剰余金の

配当に関する詳細については上記「１．配当に関する事項」に記載しています。 

  

(株主資本等関係)

（決議） 株式の種類
配当金の総額

(百万円)

１株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年６月22日 

定時株主総会
普通株式 19,342 24 平成23年３月31日 平成23年６月23日 利益剰余金

（決議） 株式の種類
配当金の総額

(百万円)

１株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年10月28日 

取締役会
普通株式 18,537 23 平成23年９月30日 平成23年11月25日 利益剰余金

（決議） 株式の種類
配当金の総額

(百万円)

１株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年６月20日 

定時株主総会
普通株式 18,536 23 平成24年３月31日 平成24年６月21日 利益剰余金

（決議） 株式の種類
配当金の総額

(百万円)

１株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年10月31日 

取締役会
普通株式 21,760 27 平成24年９月30日 平成24年11月26日 利益剰余金
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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） 

 
(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） 

 
  

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

報告セグメント その他

(注)
合計

日本 北米 欧州 豪亜 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

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） 

 
(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） 

 
  

  

報告セグメント その他

(注)
合計

日本 北米 欧州 豪亜 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

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
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前連結会計年度（平成24年３月31日） 

平成24年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。

なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれていません（(注) ２．参照）。 

 
(*1)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目につい

ては△で示しています。 

(注) １．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項 

資  産 

(1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金、(3) 電子記録債権 

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額

によっています。 

(4) 有価証券及び投資有価証券 

これらの時価について、コマーシャル・ペーパー（ＣＰ）、マネー・マネジメント・ファンド及び譲渡

性預金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっています。株式は取引

所の価格によっており、債券は取引金融機関から提示された価格によっています。満期保有目的の債券

は、所有していません。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関

係」をご参照ください。 

(5) 長期貸付金 

長期貸付金の時価は、元利金の合計額を、新規に同様の貸付を行った場合に想定される利率で割り引い

た現在価値により算定しています。 

負  債 

(1) 支払手形及び買掛金、(3) 短期借入金（一年内返済予定の長期借入金を除く）、(4) 未払法人税等 

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額

によっています。 

(2) １年内償還予定の社債、(5) 社債 

(金融商品関係)

連結貸借対照表計上額

（百万円）
時価（百万円） 差額（百万円）

(1) 現金及び預金 599,955 599,955 －

(2) 受取手形及び売掛金 585,137 585,137 －

(3) 電子記録債権 35,019 35,019 －

(4) 有価証券及び投資有価証券

  ①関連会社株式 4,879 2,483 △2,396

  ②その他有価証券 881,379 881,379 －

(5) 長期貸付金 2,083 2,067 △16

 資産計 2,108,452 2,106,040 △2,412

(1) 支払手形及び買掛金 457,782 457,782 －

(2) １年内償還予定の社債 50,000 50,205 △205

(3) 短期借入金 9,756 9,811 △55

(4) 未払法人税等 18,881 18,881 －

(5) 社債 190,000 192,704 △2,704

(6) 長期借入金 273,344 273,596 △252

 負債計 999,763 1,002,979 △3,216

デリバティブ取引(*1)

①ヘッジ会計が適用されていな 

 いもの
5,871 5,871 －

②ヘッジ会計が適用されている 

 もの
△496 △496 －

 デリバティブ取引計 5,375 5,375 －

－17－



当社の発行する社債の時価は、市場価格に基づいて算定しています。 

(6) 長期借入金（(3) 短期借入金に含まれている一年内返済予定の長期借入金を含む） 

長期借入金の時価は、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引い

た現在価値により算定しています。 

デリバティブ取引 

注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照ください。 

２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 

 
これらについては、市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見積るには過大なコストを要する

と見込まれます。したがって、時価を把握することが極めて困難と認められるものであるため、「(4) 有価

証券及び投資有価証券」には含めていません。 

  

当第２四半期連結会計期間（平成24年９月30日） 

平成24年９月30日における四半期連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおり

です。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれていません（(注) ２．参

照）。 

 
(*1)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目につい

ては△で示しています。 

(注) １．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項 

資  産 

(1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金、(3) 電子記録債権 

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額

によっています。 

(4) 有価証券及び投資有価証券 

これらの時価について、コマーシャル・ペーパー（ＣＰ）、マネー・マネジメント・ファンド及び譲渡

区分 連結貸借対照表計上額（百万円）

非上場株式 19,180

関連会社株式 26,423

四半期連結貸借対照表

計上額（百万円）
時価（百万円） 差額（百万円）

(1) 現金及び預金 646,869 646,869 －

(2) 受取手形及び売掛金 505,005 505,005 －

(3) 電子記録債権 54,709 54,709 －

(4) 有価証券及び投資有価証券

  ①関連会社株式 4,780 2,130 △2,650

  ②その他有価証券 780,842 780,842 －

 資産計 1,992,205 1,989,555 △2,650

(1) 支払手形及び買掛金 419,612 419,612 －

(2) 短期借入金 39,529 39,589 △60

(3) 未払法人税等 33,470 33,470 －

(4) 社債 190,000 192,319 △2,319

(5) 長期借入金 241,359 242,079 △720

 負債計 923,970 927,069 △3,099

デリバティブ取引(*1)

①ヘッジ会計が適用されていな 

 いもの
12,271 12,271 －

②ヘッジ会計が適用されている 

 もの
190 190 －

 デリバティブ取引計 12,461 12,461 －

－18－



性預金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっています。株式は取

引所の価格によっており、債券は取引金融機関から提示された価格によっています。満期保有目的の債券

は、所有していません。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関

係」をご参照ください。 

負  債 

(1) 支払手形及び買掛金、(2) 短期借入金（一年内返済予定の長期借入金を除く）、(3) 未払法人税等 

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額

によっています。 

(4) 社債 

当社の発行する社債の時価は、市場価格に基づいて算定しています。 

(5) 長期借入金（(2) 短期借入金に含まれている一年内返済予定の長期借入金を含む） 

長期借入金の時価は、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引い

た現在価値により算定しています。 

デリバティブ取引 

注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照ください。 

２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 

 
これらについては、市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見積るには過大なコストを要する

と見込まれます。したがって、時価を把握することが極めて困難と認められるものであるため、「(4) 有価

証券及び投資有価証券」には含めていません。 

  

区分
四半期連結貸借対照表

計上額（百万円）

非上場株式 19,155

関連会社株式 26,157
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前連結会計年度（平成24年３月31日） 

その他有価証券で時価のあるもの 

 
(注) １．有価証券の減損にあたっては、個々の銘柄の時価が取得原価に比べて30％以上下落した場合には「著しく下

落した」ものとし、時価の推移及び発行体の財政状態等の検討により回復可能性を総合的に判断していま

す。 

２．当連結会計年度において、その他有価証券について、520百万円減損処理を行っています。 

  

当第２四半期連結会計期間（平成24年９月30日） 

その他有価証券で時価のあるもの 

 
(注) １．有価証券の減損にあたっては、個々の銘柄の時価が取得原価に比べて30％以上下落した場合には「著しく下

落した」ものとし、時価の推移及び発行体の財政状態等の検討により回復可能性を総合的に判断していま

す。 

２．当第２四半期連結累計期間において、その他有価証券について、12,419百万円減損処理を行っています。 

  

(有価証券関係)

取得原価(百万円)
連結貸借対照表計上額

(百万円)
差額(百万円)

(1) 株式 175,908 399,392 223,484

(2) 債券

   政府保証債等 56,513 56,844 331

   社債 17,994 18,134 140

   その他 66,185 66,185 －

(3) その他 340,807 340,824 17

合計 657,407 881,379 223,972

取得原価(百万円)
四半期連結貸借対照表

計上額(百万円)
差額(百万円)

(1) 株式 164,786 332,997 168,211

(2) 債券

   政府保証債等 62,521 62,863 342

   社債 11,997 12,062 65

   その他 35,843 35,843 －

(3) その他 337,066 337,077 11

合計 612,213 780,842 168,629

－20－



  

前連結会計年度（平成24年３月31日） 

 
(注) １．時価の算定方法 

取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しています。 

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引については、開示の対象から除いています。 

  

当第２四半期連結会計期間（平成24年９月30日） 

 
(注) １．時価の算定方法 

取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しています。 

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引については、開示の対象から除いています。 

  

(デリバティブ取引関係)

対象物の種類 取引の種類 契約額等(百万円) 時価(百万円) 評価損益(百万円)

通貨
為替予約取引 41,725 △1,123 △1,123

スワップ取引 96,064 7,123 7,123

金利 スワップ取引 20,604 △129 △129

対象物の種類 取引の種類 契約額等(百万円) 時価(百万円) 評価損益(百万円)

通貨
為替予約取引 49,280 814 814

スワップ取引 90,677 11,658 11,658

金利 スワップ取引 24,852 △201 △201

－21－



  

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は以下のとおりです。 
  

 
(注)  潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため

記載していません。 

  

当社は、平成24年10月31日開催の取締役会において、資本効率の向上と株主への一層の利益還元の

ため、及び経営環境の変化などに対して機動的な資本政策の遂行を可能とするために、会社法第165条

第３項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき自己株式の取得を行うことを決

議し、市場買付けによる自己株式取得を行いました。 

市場買付け 

①買付け日 

平成24年11月１日（木） 

②買付け株数 

11,000,000株 

③買付けに要した資金 

27,489百万円 

  

平成24年10月31日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議しました。 

 
(注)  平成24年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。 

  

(１株当たり情報)

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)

１株当たり四半期純利益金額 28円89銭 96円88銭

(算定上の基礎)

四半期純利益金額 (百万円) 23,283 78,073

普通株主に帰属しない金額
(百万円)

－ －

普通株式に係る四半期純利益金額
(百万円)

23,283 78,073

普通株式の期中平均株式数(千株) 805,888 805,900

希薄化効果を有しないため、潜在株

式調整後１株当たり四半期純利益金

額の算定に含めなかった潜在株式

で、前連結会計年度末から重要な変

動があったものの概要

新株予約権方式によるストックオプ

ション

（平成18年６月27日決議 9,190個

  平成19年６月26日決議14,000個

  平成20年６月25日決議16,700個

  平成21年６月24日決議18,290個）

新株予約権方式によるストックオプ

ション

（平成19年６月26日決議12,900個

  平成20年６月25日決議15,710個

  平成21年６月24日決議17,100個）

(重要な後発事象)

２ 【その他】

ａ.  中間配当による配当金の総額 21,760百万円

ｂ.  １株当たりの金額 27円00銭

ｃ.  支払請求の効力発生日及び支払開始日 平成24年11月26日

－22－



該当事項はありません。 

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

－23－



  

 

株式会社デンソー 

 
  
 

  
 

  
 

  
 

  
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株

式会社デンソーの平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの連結会計年度の第２四半期連結会計
期間(平成２４年７月１日から平成２４年９月３０日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成２４年４月１
日から平成２４年９月３０日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期
連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半
期レビューを行った。 
  
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任 
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して

四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用す
ることが含まれる。 
  
監査人の責任 
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務

諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半
期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。 
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実

施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国にお
いて一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定され
た手続である。 
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。 

  
監査人の結論 
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社デンソー及び連結子会社の平成２
４年９月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッ
シュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかっ
た。 
  
利害関係 
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上 
  

   

独立監査人の四半期レビュー報告書

平成２４年１１月２日

取締役会  御中

有限責任監査法人トーマツ

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士    西    松    真    人    印

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士    伊    藤    達    治    印

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士    奥    田    真    樹    印

(注) １．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期

報告書提出会社)が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。




