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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第2四半期 1,589,573 22.1 124,271 ― 133,444 630.6 93,696 ―

22年3月期第2四半期 1,302,202 △31.2 9,759 △91.5 18,264 △86.0 5,054 △91.4

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

23年3月期第2四半期 116.26 ―

22年3月期第2四半期 6.27 6.27

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

23年3月期第2四半期 3,298,334 2,010,233 57.8 2,366.18
22年3月期 3,364,070 2,032,264 57.0 2,378.18

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  1,906,799百万円 22年3月期  1,916,579百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  有  
 

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

22年3月期 ― 13.00 ― 14.00 27.00

23年3月期 ― 22.00

23年3月期 
（予想）

― 22.00 44.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  有  
 

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 3,110,000 4.5 186,000 36.1 198,000 29.7 134,000 82.5 166.28



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表
示方法等の変更の有無となります。 

(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の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 
 本資料に記載されている業績予想には、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
況の変化により、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。なお、業績予想については、平成22年７月30日の平成23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22年10月29日）公表の「業績予想
及び配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。業績予想に関する事項は、【添付資料】Ｐ．２「 １．当四半期の連結業績等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」をご覧下さい。 
 また配当については、平成22年7月30日の平成23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。本日（平成22年
10月29日）公表の「剰余金の配当に関するお知らせ」及び「業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.３「２．その他の情報」をご覧下さい。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q 884,068,713株 22年3月期  884,068,713株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  78,213,383株 22年3月期  78,167,760株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 805,889,712株 22年3月期2Q 805,881,293株



平成23年３月期の個別業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日） 

                   （％表示は対前期増減率）

 （注）個別業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 有 

  

「参考」個別業績予想

   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

 1,960,000

％

 4.0

百万円

  43,000

％

  13.2

百万円

   93,000

％

  12.6

百万円

   70,000

％

  31.8

円

    86

銭

  86



  

  

  

 ※ 当社は、以下のとおり投資家向け説明会を開催する予定です。この説明会で使用した資料については、開催後速や

かに当社ホームページで掲載する予定です。 

・平成22年10月29日・・・・・・証券アナリスト・機関投資家向け決算説明会  
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 構造改革への取り組みの２年目にあたる本年は、「事業体質のスリム化」を定着させるとともに、「次の成長に

向けた体制づくり」に軸足を置き、技術開発のさらなる強化と、新興国市場のビジネス拡大に取り組んでいます。

  

 当第２四半期連結累計期間の業績については、円高にともなう為替差損があるものの、世界的な自動車市場の回

復や、日本での自動車販売促進策による車両生産の増加により、売上高は１兆5,896億円（前年同期比2,874億円

増、22.1％増）と増収になりました。営業利益は、売上増加による操業度差益などにより、1,243億円（前年同期

比1,145億円増）と増益、経常利益については、1,334億円（前年同期比1,152億円増、630.6％増）と増益、四半期

純利益については、937億円（前年同期比886億円増）と増益になりました。 

  

 セグメント別の状況については、日本は、販売促進策による国内車両生産の増加、北米・豪亜向けを中心とした

輸出の増加により、売上高は１兆807億円となりました。営業利益は、売上増加による操業度差益などにより、578

億円となりました。 

 北米地域は、北米カーメーカーや日系カーメーカーの車両生産の増加により、売上高は2,744億円となりまし

た。営業利益は、売上増加による操業度差益などにより、141億円となりました。 

 欧州地域は、欧州カーメーカー向けの売上が増加したものの、為替差損により、売上高は1,937億円、営業利益

は、売上増加による操業度差益などにより、54億円となりました。 

 豪亜地域は、車両生産好調により、売上高は3,209億円、営業利益は、売上増加による操業度差益などにより、

446億円となりました。 

 その他地域は、売上高は310億円、営業利益は、売上増加による操業度差益などにより40億円となりました。 

  

（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、現金及び預金の減少などにより、前連結会計年度末に比べ

657億円減少し、３兆2,983億円となりました。 

 負債については、支払手形及び買掛金の減少などにより、前連結会計年度末に比べ437億円減少し、１兆2,881億

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などにより、前連結会計年度末に比べ220億円減少し、２

兆102億円となりました。  

  

（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、想定為替レートを１ＵＳ＄＝84円、１ユーロ＝112円とし、当第２四半期連結

累計期間の業績をふまえ、売上高３兆1,100億円（前期比1,333億円増、4.5％増）、営業利益1,860億円（前期比

494億円増、36.1％増）、経常利益1,980億円（前期比453億円増、29.7％増）、当期純利益1,340億円（前期比606

億円増、82.5％増）に修正いたします。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

㈱デンソー(6902)　平成23年３月期　第２四半期決算短信

－2－



（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。 

  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

簡便な会計処理 

① 固定資産の減価償却費の算定方法 

 定率法を採用している固定資産の減価償却費については、当連結会計年度に係る年間の減価償却費の額を期 

間按分する方法により算定しています。 

② 繰延税金資産の回収可能性の判断 

 前連結会計年度末以降に経営環境等および一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められる場合に、 

前連結会計年度末において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングを使用しています。 

  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

会計処理基準に関する事項の変更 

① 「資産除去債務に関する会計基準」の適用 

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３ 

月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月 

31日）を適用しています。 

 これによる損益への影響はありません。 

② 「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年３月10日 

公表分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号 平成20年３ 

月10日）を適用しています。 

 これによる損益への影響はありません。 

③ 「企業結合に関する会計基準等」の適用 

第１四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26 

日）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）、「「研究開発費等 

に係る会計基準」の一部改正」（企業会計基準第23号 平成20年12月26日）、「事業分離等に関する会計基 

準」（企業会計基準第７号 平成20年12月26日）、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平 

成20年12月26日公表分）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基 

準適用指針第10号 平成20年12月26日）を適用しています。 

  

表示方法の変更 

四半期連結損益計算書 

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用 

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適 

用により、当第２四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しています。 

   

２．その他の情報
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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）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 369,437 574,582

受取手形及び売掛金 511,091 564,028

有価証券 506,940 208,422

たな卸資産 264,862 266,264

その他 143,485 143,976

貸倒引当金 △1,531 △2,150

流動資産合計 1,794,284 1,755,122

固定資産   

有形固定資産   

機械装置及び運搬具（純額） 356,115 396,486

その他（純額） 496,797 506,214

有形固定資産合計 852,912 902,700

無形固定資産 16,739 17,678

投資その他の資産   

投資有価証券 452,318 521,205

その他 182,377 167,673

貸倒引当金 △296 △308

投資その他の資産合計 634,399 688,570

固定資産合計 1,504,050 1,608,948

資産合計 3,298,334 3,364,070

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 393,470 422,997

短期借入金 40,387 45,527

未払法人税等 20,908 13,114

賞与引当金 51,271 50,675

役員賞与引当金 258 442

製品保証引当金 51,451 49,247

その他 160,960 179,750

流動負債合計 718,705 761,752

固定負債   

社債 190,000 190,000

長期借入金 171,523 173,931

退職給付引当金 182,237 180,390

役員退職慰労引当金 1,715 1,991

その他 23,921 23,742

固定負債合計 569,396 570,054

負債合計 1,288,101 1,331,806
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 187,457 187,457

資本剰余金 266,611 266,610

利益剰余金 1,709,401 1,626,988

自己株式 △198,611 △198,498

株主資本合計 1,964,858 1,882,557

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 105,239 154,178

繰延ヘッジ損益 565 161

為替換算調整勘定 △163,863 △120,317

評価・換算差額等合計 △58,059 34,022

新株予約権 3,163 2,750

少数株主持分 100,271 112,935

純資産合計 2,010,233 2,032,264

負債純資産合計 3,298,334 3,364,070
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（2）四半期連結損益計算書 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第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) 

売上高 1,302,202 1,589,573

売上原価 1,162,891 1,327,788

売上総利益 139,311 261,785

販売費及び一般管理費 129,552 137,514

営業利益 9,759 124,271

営業外収益   

受取利息 3,624 3,913

受取配当金 3,190 3,386

為替差益 2,971 626

持分法による投資利益 － 2,704

その他 7,099 5,068

営業外収益合計 16,884 15,697

営業外費用   

支払利息 3,307 2,746

固定資産除売却損 2,853 2,132

持分法による投資損失 90 －

その他 2,129 1,646

営業外費用合計 8,379 6,524

経常利益 18,264 133,444

特別利益   

固定資産売却益 － 142

貸倒引当金戻入額 － 409

負ののれん発生益 － 4,048

特別利益合計 － 4,599

特別損失   

減損損失 113 －

投資有価証券評価損 328 1

出資金評価損 1,026 －

関係会社整理損 2,515 －

特別損失合計 3,982 1

税金等調整前四半期純利益 14,282 138,042

法人税、住民税及び事業税 11,062 32,862

法人税等調整額 △5,344 2,875

法人税等合計 5,718 35,737

少数株主損益調整前四半期純利益 － 102,305

少数株主利益 3,510 8,609

四半期純利益 5,054 93,696
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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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第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) 

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 14,282 138,042

減価償却費 115,008 92,144

退職給付引当金の増減額（△は減少） △4,521 2,796

前払年金費用の増減額（△は増加） 9,594 12,759

受取利息及び受取配当金 △6,814 △7,299

支払利息 3,307 2,746

為替差損益（△は益） △145 266

持分法による投資損益（△は益） 90 △2,704

有形固定資産除売却損益（△は益） 2,156 1,483

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） △4 △132

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） 329 1

負ののれん発生益 － △4,048

売上債権の増減額（△は増加） △112,055 35,010

たな卸資産の増減額（△は増加） △6,659 △10,549

仕入債務の増減額（△は減少） 77,826 △21,080

その他 1,224 △5,453

小計 93,618 233,982

利息及び配当金の受取額 7,438 8,801

利息の支払額 △2,943 △2,640

法人税等の支払額 △10,730 △26,840

法人税等の還付額 18,857 3,715

営業活動によるキャッシュ・フロー 106,240 217,018

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 △75,519 △70,191

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △36,168 △49,380

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による
収入

11,939 59,372

その他 △5,492 △3,448

投資活動によるキャッシュ・フロー △105,240 △63,647

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） 1,179 5,133

コマーシャル・ペーパーの発行による収入 49,979 －

コマーシャル・ペーパーの償還による支出 △10,000 －

長期借入れによる収入 33,525 －

長期借入金の返済による支出 △6,054 △4,099

社債の発行による収入 40,000 －

自己株式の取得による支出 △12 △120

ストックオプションの行使による収入 123 1

配当金の支払額 △10,476 △11,283

少数株主への配当金の支払額 △4,738 △9,869

子会社の自己株式の取得による支出 － △3,222

その他 △118 △82

財務活動によるキャッシュ・フロー 93,408 △23,541

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,487 △15,736

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 91,921 114,094

現金及び現金同等物の期首残高 450,490 681,725

現金及び現金同等物の四半期末残高 542,411 795,819

㈱デンソー(6902)　平成23年３月期　第２四半期決算短信

－7－



該当事項はありません。 

  

  

〔所在地別セグメント情報〕 

前第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９月30日） 

〔セグメント情報〕 

１．報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役社長が、経営

資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものです。 

当社は、主に自動車部品等を生産・販売しており、国内ならびに北米、欧州、豪亜地域の担当役員を配置して

います。日本、北米、欧州、豪亜の各地域の現地法人は、地域の顧客に対する営業活動を通じて獲得した受注に

対し、製品の 適生産、供給の観点から製造拠点の新規設立又は拡大等を事業部門と連携のうえ立案するなど、

独立した経営単位として事業活動を展開しています。 

国内においては当社が、北米については米国、カナダと地理的近接度によりメキシコを加えデンソー・インタ

ーナショナル・アメリカ社が、欧州（主にオランダ、イギリス、イタリア、スペイン、ハンガリー、チェコ等）

についてはデンソー・ヨーロッパ社が担当しています。豪亜（主にオーストラリア、タイ、マレーシア、インド

ネシア、台湾、中国、韓国等）については、地理的近接度と拡大アジアにおける 適生産・供給体制の両面から

地域に密着した体制強化のため、デンソー・インターナショナル・アジア社（タイランド）、デンソー・インタ

ーナショナル・アジア社（シンガポール）、電装（中国）投資有限公司の３社が連携し担当しており、これらを

１つのマネジメント単位として管理しています。 

したがって、当社は、生産・販売体制を基礎とした地域別のセグメントから構成されており、「日本」、「北

米」、「欧州」及び「豪亜」の４つを報告セグメントとしています。各報告セグメントでは、主として自動車部

品等を生産・販売しています。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
日本 

（百万円） 
北中南米

（百万円）
欧州

（百万円）
豪亜

（百万円）
計

（百万円） 

消去又は
全社 

（百万円） 

連結
（百万円）

売上高               

(1）外部顧客に対する 

売上高 
 673,847  233,359  189,652  205,344  1,302,202 －  1,302,202 

(2）セグメント間の内部

売上高 
 218,340  2,419  4,430  17,356  242,545  △242,545 － 

計  892,187  235,778  194,082  222,700  1,544,747  △242,545  1,302,202 

営業利益又は営業損失

（△） 
 △20,247 905  2,500  27,682  10,840  △1,081  9,759 
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２．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 

  当第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） 

                                           （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。 

  

 ３．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） 

  

（追加情報） 

 第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年３月27

日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20年３月21日）

を適用しています。 

  

当第２四半期連結累計期間において、総額11,283百万円の剰余金の配当を行っています。 

  

  

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  802,844  270,635  187,799  297,371  1,558,649  30,924  1,589,573

(2）セグメント間の内部売上高  277,872  3,806  5,885  23,550  311,113  114  311,227

計  1,080,716  274,441  193,684  320,921  1,869,762  31,038  1,900,800

セグメント利益  57,820  14,115  5,384  44,606  121,925  4,009  125,934

利益  金額

 報告セグメント計        121,925

「その他」の区分の利益  4,009

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  124,271

（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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（１）（要約）四半期貸借対照表   

                                 （単位：百万円） 

  

（２）（要約）四半期損益計算書 

                                 （単位：百万円）  

  

（注）上記の四半期個別財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第63号）に基づいて作成した四半期財務諸表の一部科目を集約して表示しており、法定開示におけるレビュー

対象ではありません。   

  

４．「参考」四半期個別財務諸表

  
 当第２四半期会計期間末   

（平成22年９月30日）  

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

 （平成22年３月31日）  

 資産の部      

 流動資産 1,164,681 1,092,694

 固定資産 1,455,269 1,530,266

 資産合計 2,619,950 2,622,960

 負債の部    

 流動負債 607,005 611,763

 固定負債  496,661 493,401

 負債合計 1,103,666 1,105,164

 純資産の部    

 株主資本 1,407,743 1,361,289

 評価・換算差額等 105,378 153,757

 新株予約権 3,163 2,750

 純資産合計 1,516,284 1,517,796

 負債純資産合計 2,619,950 2,622,960

  

前第２四半期累計期間

（自 平成21年４月１日 
  至 平成21年９月30日）

当第２四半期累計期間 

（自 平成22年４月１日 
  至 平成22年９月30日） 

 売上高 823,128 997,507

 売上原価 781,435 887,757

 売上総利益 41,693 109,750

 販売費及び一般管理費 59,166 68,312

 営業利益又は営業損失（△） △17,473 41,438

 営業外収益 40,945 40,546

 営業外費用 4,707 3,835

 経常利益 18,765 78,149

 特別利益 － 28

 特別損失 4,187 36

 税引前四半期純利益 14,578 78,141

 法人税等 △1,180 20,293

 四半期純利益 15,758 57,848
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