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1.  平成24年3月期の連結業績（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年3月期 48,106 44.5 4,421 211.6 4,651 178.9 2,854 196.5
23年3月期 33,287 37.2 1,418 ― 1,667 729.6 962 ―

（注）包括利益 24年3月期 2,958百万円 （329.6％） 23年3月期 688百万円 （△6.6％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利益

率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

24年3月期 123.82 ― 8.4 9.6 9.2
23年3月期 41.35 ― 3.0 3.9 4.3

（参考） 持分法投資損益 24年3月期  35百万円 23年3月期  21百万円

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

24年3月期 51,915 35,898 67.6 1,523.46
23年3月期 45,160 33,317 72.1 1,412.47

（参考） 自己資本   24年3月期  35,117百万円 23年3月期  32,565百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

24年3月期 △880 △2,268 780 6,288
23年3月期 391 △1,969 △630 8,791

2.  配当の状況 

 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

23年3月期 ― 6.00 ― 7.00 13.00 302 31.4 0.9
24年3月期 ― 8.00 ― 10.00 18.00 415 14.5 1.2

25年3月期(予想) ― 9.00 ― 9.00 18.00 13.7

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） 
 

（％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期(累計) 23,500 1.4 2,000 7.3 2,150 18.0 1,290 6.1 55.96
通期 48,000 △0.2 4,300 △2.7 4,550 △2.2 3,030 6.1 131.45



※  注記事項 

(1) 期中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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 24,359,660 株 23年3月期 25,359,660 株

② 期末自己株式数 24年3月期 1,308,576 株 23年3月期 2,304,212 株

③ 期中平均株式数 24年3月期 23,054,311 株 23年3月期 23,285,686 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成24年3月期の個別業績（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年3月期 35,678 46.7 2,683 1,891.4 3,422 389.1 2,261 358.1
23年3月期 24,323 52.0 134 ― 699 ― 493 △77.8

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

24年3月期 97.89 ―

23年3月期 21.16 ―

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

24年3月期 44,274 30,761 69.5 1,331.67
23年3月期 37,508 28,538 76.1 1,235.20

（参考） 自己資本 24年3月期  30,761百万円 23年3月期  28,538百万円

2. 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）

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
 この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続は
終了しておりません。 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 この予想には本資料の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２ページ「１．経営成績」をご覧ください。 

売上高 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 ％ 円 銭

第2四半期(累計) 17,000 △3.3 1,640 9.7 980 △13.1 42.42
通期 35,000 △1.9 3,100 △9.4 2,200 △2.7 95.24
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(1）経営成績に関する分析 

①当期の概況  

当連結会計年度におけるわが国経済は、東日本大震災の影響が随所に現れサプライチェーンの混乱や、電力供

給制限による経済活動の停滞など厳しいスタートとなりましたが、その後、復旧・復興が進むにつれ緩やかな景気

の回復傾向が見られました。 

 一方、世界経済につきましては、米国経済は引き続き緩やかな回復傾向にあったものの、欧州の信用不安やタイ

の洪水被害の影響もあり、為替円高や株価低迷など相まって先行き不透明な状況で推移いたしました。 

 当社グループを取り巻く事業環境は、国内においては東日本大震災の復興に向けて発電機の需要が増加し、ま

た、海外においても北中米市場ならびにアジア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、当社グループといたしましては、全社一丸となって生産体制を支援し、製品の安定供給

および早期出荷の実現に努力してまいりました結果、売上高は、過去 高の 百万円（前期比44.5％増）とな

りました。利益面におきましては、工場の稼働率が高水準に推移し量産効果が出たことから、営業利益は 百

万円（同211.6％増）、経常利益は 百万円（同178.9％増）、当期純利益は 百万円（同196.5％増）と

なりました。 

  

部門別売上高は次のとおりです。 

 発電機関連では、国内向けが復興需要などを背景として主力のレンタル市場向け可搬式発電機や企業向け非常用

発電機の出荷が好調に推移したことに加え、海外向けも北中米や東南アジアを中心に堅調に推移したことから、売

上高は354億79百万円（前期比49.0%増）となりました。 

 溶接機関連では、国内向けが省エネ対応製品の出荷が堅調に推移したことに加え、海外向けも特に欧州向けが好

調に推移したことから、売上高は38億44百万円（同31.0%増）となりました。 

 コンプレッサー関連では、国内向けが発電機同様にレンタル市場向けが増加し、海外向けも出荷が堅調に推移し

た結果、売上高は10億94百万円（同17.9%増）となりました。 

 その他では、製品等に付随している部品売上や仕入商品売上も増加し、売上高は76億87百万円（同37.0%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、電力供給不安などを背景として、レンタル市場向けに可搬式発電機の出荷が増加し、また企業や工場

向けに非常用発電機の出荷も増加したことに加え、海外向けの出荷も堅調に推移したことから、売上高は、356億

64百万円と前期に比べ107億79百万円（前期比43.3%増）の増収となりました。営業利益は38億42百万円となり、前

期に比べ31億9百万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したが、レンタル市場向け発電機の出荷が堅調に推移し、売上高は

79億11百万円と前期に比べ27億47百万円（同53.2％増）の増収となりました。一方、長期化した円高の影響で日本

からの調達部品価格が上昇したことから、営業利益は1億96百万円となり、前期に比べ1億27百万円の減少となりま

した。 

  

（アジア） 

アジアは、欧州の信用不安により年後半に景気が減速したものの、全般的には需要が堅調で、売上高は39億87

百万円と前期に比べ12億90百万円（同47.9％増）の増収となりました。一方、前連結会計年度末より連結の範囲に

含めましたデンヨー ベトナム CO.,LTD.が操業を開始したことによる、固定費の増加などの影響から、営業利益は

2億59百万円となり、前期に比べ60百万円の減少となりました。 

  

（欧州） 

欧州は、年前半は発電機の出荷が増加しましたが、年後半は夏以降の急激なユーロ安の影響を受けた結果、売

上高は5億43百万円と前期並みにとどまりました。営業利益は8百万円となり、前期に比べ45百万円の改善となりま

した。 

１．経営成績

481億6

44億21

46億51 28億54



②次期の見通し  

今後の経済見通しにつきましては、国内においては復興に向けた需要が堅調に推移すると予想されるものの、円

高や原油高による影響が懸念されます。海外においては、欧州の先行きに不透明感が残るものの、新興国の設備投

資意欲が高いことから緩やかな回復基調が続くものと期待されております。 

このような状況のもと、当社グループといたしましては、東日本大震災の復旧・復興に向け、製品を通じて出来

る限り貢献していくと共に、今後も引き続き需要が見込まれる企業向けの非常用発電機の受注強化を図ってまいり

ます。 

なお、為替相場につきましては、為替レートを８０円／米ドルで想定しております。  

  

(2）財政状態に関する分析 

当連結会計年度末における総資産は 百万円（前期末比67億55百万円増）、純資産は 百万円（同25

億80百万円増）、自己資本比率は67.6％で前期末から4.5％低下いたしました。  

キャッシュ・フローの状況は、営業活動の結果使用した資金は8億80百万円（前期は3億91百万円資金の増加）と

なりました。これは主に税金等調整前当期純利益が46億21百万円計上されたことや、売上債権の増加63億87百万円

と、仕入債務の増加13億39百万円等によるものであります。  

投資活動の結果使用した資金は22億68百万円（前期比2億99百万円増）となりました。これは主に土地・建物等

の有形固定資産の取得による支出22億80百万円等によるものであります。  

財務活動の結果得られた資金は7億80百万円（前期は6億30百万円資金の減少）となりました。これは主に長期借

入金の増加16億円や短期借入金の純減少額4億23百万円、配当金の支払3億46百万円等によるものであります。  

その結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物（資金）の残高は前期末に比べて25億3百万円減少

し、62億88百万円となりました。  

 （キャッシュ・フロー関連指標の推移）  

  

（※１） 自己資本比率：（純資産－少数株主持分）／総資産 

（※２） 時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

・  株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

（※３） キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

・  有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象と

しています。 

・  営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使

用しています。  

（※４） インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

・  利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しています。  

（※５） 平成24年3月期の営業キャッシュ・フローがマイナスであるため、キャッシュ・フロー対有利子負債比

率及びインタレスト・カバレッジ・レシオは記載しておりません。 

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は、製品競争力の維持・強化に向けた研究開発投資及び設備投資を行い、収益力の向上と財務体質の強化に

努めながら、株主の皆様に対する利益の還元を充実していくことが重要と認識し、業績や配当性向などを総合的に

勘案した成果配分を基本方針としております。  

この基本方針のもと、当期の期末配当金につきましては、１株につき10円とさせていただくことを予定しており

ます。その結果、中間配当金８円と合せて、年間配当金額では１株当たり18円の配当となります。  

なお、資本効率向上の観点から、当期において取締役会の決議に基づき、100万株の自己株式の消却を行いまし

た。  

また、次期の株主配当金につきましては、引き続き利益の還元を充実しつつ業績並びに配当性向を勘案し、1株

当たり18円（中間、期末共に９円）を予定しております。 

519億15 358億98

    平成21年３月期 平成22年３月期 平成23年３月期 平成24年３月期

 自己資本比率（％） （※１）  74.1  80.2  72.1  67.6

 時価ベースの自己資本比率（％） （※２）  34.5    41.8    62.5    45.6

 キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） （※３）    4.8    0.4    2.0 （※５）   －

 インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） （※４）  6.4    88.7    25.9 （※５）   －



 当社グループ（当社、子会社９社及び関連会社２社）は、産業用電気機械器具等（エンジン発電機、エンジン溶接

機、エンジンコンプレッサー等）の製造並びに販売と、これらに付随する補修部品の販売及びアフターサービス等の事

業活動を展開しております。 

当社グループの事業内容及び当社と主要な関係会社の当該事業に係わる位置付け及びセグメントとの関連は、次の

とおりであります。 

（日本）        当社はエンジン発電機、エンジン溶接機、エンジンコンプレッサー等を製造・販売するほ

か、子会社西日本発電機㈱は防災用及び非常用発電機の製造・販売に従事しております。

子会社デンヨー興産㈱は補修用部品の販売・修理等のアフターサービスに従事しておりま

す。関連会社新日本建販㈱はエンジン発電機、エンジン溶接機、エンジンコンプレッサー

等の販売及びリース・レンタルに従事しております。 

（アメリカ）      子会社デンヨー マニュファクチュアリング コーポレーションは、アメリカ国内におい

て、エンジン発電機の製造・販売に従事しております。子会社デンヨー アメリカ コーポ

レーションは、当社及び子会社デンヨー マニュファクチュアリング コーポレーションに

部品の供給を行っております。 

（アジア）       子会社デンヨー ベトナム CO.,LTD.は、ベトナム国内において当社及び子会社デンヨー 

マニュファクチュアリング コーポレーション向け製造用部品の加工に従事しておりま

す。子会社デンヨー ユナイテッド マシナリー PTE.LTD.他１社はアジアにおいて、エン

ジン発電機、エンジン溶接機の販売及びリース・レンタルに従事しております。関連会社

P.T.デイン プリマ ジェネレーターはインドネシア国内において当社製造用部品の加工及

びエンジン発電機の製造・販売に従事しております。 

（欧州）        子会社デンヨーヨーロッパB.V.は、ヨーロッパにおいてエンジン発電機、エンジン溶接機

の販売に従事しております。  

２．企業集団の状況



［事業系統図］ 

 事業の系統図によって示すと、次のとおりであります。 

  

 （注）※１．連結子会社 

※２．関連会社で持分法適用会社 

※３．関連会社で持分法非適用会社 
  



(1）会社の経営の基本方針 

 当社は創業以来、パワーソースをテーマとして顧客重視の製品造りに徹し、「三者の得」(当社製品によって「使

う人、売る人、造る人」の各々が利益を享受すること）の伝統的経営理念の具現化に取り組み、広く社会から信頼さ

れる企業を目指しております。 

この経営理念に基づき、透明かつ公正な企業活動を通じて豊かな社会づくりに貢献することを経営方針としてお

ります。 

   

(2）目標とする経営指標 

 目標としている経営財務指標は、企業価値の向上と事業効率の向上を図るため、自己資本利益率（ＲＯＥ）８％以

上、売上高経常利益率１０％以上を目指してまいります。なお、当連結会計年度における自己資本利益率は8.4％、

売上高経常利益率は9.7％でありました。この指標を維持、継続するためにより一層の原価低減活動を推進すると共

に、生産性を高めるための設備投資や在庫を圧縮するための諸施策を実施するなど、経営指標の達成に向けて取り組

んでまいります。 

   

(3）中長期的な会社の経営戦略 

 当社の中長期的な経営戦略は、デンヨーグループの安定的な成長とバランスのとれた事業構造を確立することであ

り、パワーソースのパイオニアとしての信頼と販売ネットワークを駆使し、日本をはじめ世界各地で、高性能発電機

マーケットのナンバーワンを目指すと共に、発電機製造のノウハウを 大限に発揮できる周辺事業の拡充や新規事業

への参入等に注力してまいります。  

 そのために、品質・機能・価格・サービスのすべてにおいて、顧客の立場に立って製品を開発すると共に、顧客サ

ポートの充実を 重要目標として、グローバル化とグループ力の結束と強化に取り組み、連結経営体制の構築を進め

てまいります。 

   

(4）会社の対処すべき課題 

今後の経営環境は、国際競争の激化により市場構造の変化や原材料価格の変動など厳しさを増すものと予想されま

すが、当社グループは景気や市場の跛行性に左右されにくい企業体質を目指し、グループ各社の生産性向上等により

収益基盤の強化に努めてまいります。 

国内市場では、新たな市場の獲得に向けて、提案型営業の強化に取り組んでおり、それぞれのお客様に 適なサー

ビス体制を整え、営業範囲を拡大してまいります。また、海外市場では販路拡充に向けて、販売拠点の開拓と各市場

に適した製品開発を図ってまいります。 

さらに、新たな事業機会を逃さぬよう、市場のニーズを的確にとらえた新製品、新規事業の開発にも積極的に経営

資源を投入してまいります。 

なお、東日本大震災の復旧・復興に向けては、製品を通じて出来る限りの貢献をしてまいります。 

３．経営方針



４．連結財務諸表 
（１）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) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,791 5,788

受取手形及び売掛金 13,579 19,845

有価証券 1,000 500

商品及び製品 3,498 4,018

仕掛品 495 446

原材料及び貯蔵品 2,073 2,444

繰延税金資産 503 710

その他 588 304

貸倒引当金 △41 △57

流動資産合計 29,489 34,001

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 6,724 7,632

減価償却累計額 △3,572 △3,725

建物及び構築物（純額） 3,152 3,906

機械装置及び運搬具 2,548 3,357

減価償却累計額 △2,304 △2,412

機械装置及び運搬具（純額） 243 945

土地 4,593 5,337

建設仮勘定 872 569

その他 1,389 1,355

減価償却累計額 △1,230 △1,220

その他（純額） 158 134

有形固定資産合計 9,020 10,894

無形固定資産   

借地権他 385 369

無形固定資産合計 385 369

投資その他の資産   

投資有価証券 5,488 5,896

長期貸付金 63 30

繰延税金資産 93 87

長期預金 500 500

その他 128 145

貸倒引当金 △9 △9

投資その他の資産合計 6,264 6,650

固定資産合計 15,670 17,914

資産合計 45,160 51,915



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,648 8,841

短期借入金 783 747

未払費用 283 424

未払法人税等 274 1,686

賞与引当金 323 484

役員賞与引当金 23 59

製品保証引当金 259 309

その他 403 407

流動負債合計 9,999 12,961

固定負債   

長期借入金 － 1,200

長期未払金 97 171

繰延税金負債 907 963

退職給付引当金 771 624

その他 65 95

固定負債合計 1,843 3,056

負債合計 11,842 16,017

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 32,285

自己株式 △1,786 △1,013

株主資本合計 32,478 34,981

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 978 1,303

繰延ヘッジ損益 11 △0

為替換算調整勘定 △903 △1,167

その他の包括利益累計額合計 86 135

少数株主持分 752 780

純資産合計 33,317 35,898

負債純資産合計 45,160 51,915



（２）連結損益及び包括利益計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高 33,287 48,106

売上原価 25,674 36,706

売上総利益 7,613 11,400

販売費及び一般管理費合計 6,194 6,979

営業利益 1,418 4,421

営業外収益   

受取利息 53 66

受取配当金 88 100

受取家賃 89 83

経営指導料 22 15

持分法による投資利益 21 35

雑収入 69 84

営業外収益合計 345 385

営業外費用   

支払利息 14 20

コミットメントフィー 18 18

賃貸収入原価 16 16

為替差損 21 44

雑損失 26 55

営業外費用合計 96 155

経常利益 1,667 4,651

特別利益   

固定資産売却益 3 1

投資有価証券売却益 12 －

その他 0 －

特別利益合計 16 1

特別損失   

固定資産処分損 5 21

投資有価証券評価損 4 10

工場統合費用 37 －

その他 0 －

特別損失合計 47 31

税金等調整前当期純利益 1,636 4,621

法人税、住民税及び事業税 426 1,855

法人税等調整額 150 △186

法人税等合計 576 1,669

少数株主損益調整前当期純利益 1,060 2,952

少数株主利益 97 97

当期純利益 962 2,854



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

少数株主利益 97 97

少数株主損益調整前当期純利益 1,060 2,952

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 162 323

繰延ヘッジ損益 △11 △11

為替換算調整勘定 △522 △306

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 △371 6

包括利益 688 2,958

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 671 2,903

少数株主に係る包括利益 17 55



（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 1,954 1,954

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,954 1,954

資本剰余金   

当期首残高 1,754 1,754

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,754 1,754

利益剰余金   

当期首残高 29,869 30,555

当期変動額   

剰余金の配当 △257 △346

当期純利益 962 2,854

連結範囲の変動 △18 －

自己株式の消却 － △778

自己株式の処分 － 0

当期変動額合計 686 1,730

当期末残高 30,555 32,285

自己株式   

当期首残高 △1,591 △1,786

当期変動額   

自己株式の取得 △195 △5

自己株式の消却 － 778

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 △195 773

当期末残高 △1,786 △1,013

株主資本合計   

当期首残高 31,986 32,478

当期変動額   

剰余金の配当 △257 △346

当期純利益 962 2,854

連結範囲の変動 △18 －

自己株式の取得 △195 △5

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 491 2,503

当期末残高 32,478 34,981



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 816 978

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 162 325

当期変動額合計 162 325

当期末残高 978 1,303

繰延ヘッジ損益   

当期首残高 22 11

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △11 △11

当期変動額合計 △11 △11

当期末残高 11 △0

為替換算調整勘定   

当期首残高 △460 △903

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △442 △264

当期変動額合計 △442 △264

当期末残高 △903 △1,167

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 378 86

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △291 48

当期変動額合計 △291 48

当期末残高 86 135

少数株主持分   

当期首残高 721 752

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 30 27

当期変動額合計 30 27

当期末残高 752 780

純資産合計   

当期首残高 33,087 33,317

当期変動額   

剰余金の配当 △257 △346

当期純利益 962 2,854

連結範囲の変動 △18 －

自己株式の取得 △195 △5

自己株式の処分 0 0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △260 76

当期変動額合計 230 2,580

当期末残高 33,317 35,898



（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 1,636 4,621

減価償却費 426 515

持分法による投資損益（△は益） △21 △35

投資有価証券評価損益（△は益） 4 10

退職給付引当金の増減額（△は減少） △37 △146

製品保証引当金の増減額（△は減少） 52 50

賞与引当金の増減額（△は減少） 65 161

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 23 35

貸倒引当金の増減額（△は減少） 9 16

受取利息及び受取配当金 △142 △166

支払利息 14 20

投資有価証券売却損益（△は益） △12 －

固定資産売却損益（△は益） △3 △0

固定資産処分損益（△は益） 4 20

売上債権の増減額（△は増加） △4,721 △6,387

たな卸資産の増減額（△は増加） △698 △951

仕入債務の増減額（△は減少） 3,891 1,339

その他 △81 211

小計 411 △687

利息及び配当金の受取額 155 179

利息の支払額 △15 △20

法人税等の支払額 △332 △408

法人税等の還付額 172 56

営業活動によるキャッシュ・フロー 391 △880

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 △893 △2,280

有形固定資産の売却による収入 6 1

無形固定資産の取得による支出 △28 △17

投資有価証券の取得による支出 △1 △1

投資有価証券の売却による収入 67 6

貸付けによる支出 △267 △12

貸付金の回収による収入 45 39

子会社株式の取得による支出 △897 －

その他の支出 － △3

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,969 △2,268



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

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） 342 △423

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 △509 △7

自己株式の取得による支出 △195 △4

配当金の支払額 △257 △346

少数株主への配当金の支払額 △10 △27

その他の支出 － △10

財務活動によるキャッシュ・フロー △630 780

現金及び現金同等物に係る換算差額 △137 △135

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,345 △2,503

現金及び現金同等物の期首残高 10,577 8,791

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 560 －

現金及び現金同等物の期末残高 8,791 6,288



該当事項はありません。 

  

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

当連結会計年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に

関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準

の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 

  

 １．報告セグメントの概要 

当社グループ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、取締役会

が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行なう対象となっているものでありま

す。 

当社グループは、主に産業用電気機械器具等の製造・販売をしており、国内においては当社及び西日本発電

機㈱が担当しております。また、補修部品等の販売については、デンヨー興産㈱が担当しております。海外に

おいてはアメリカをデンヨーマニュファクチュアリングコーポレーション、アジアをデンヨーユナイテッドマ

シナリーPTE.LTD.及びデンヨーベトナムCO.,LTD.、欧州をデンヨーヨーロッパB.V.がそれぞれ担当しておりま

す。現地法人はそれぞれ独立した経営単位であり、取り扱う製品について各地域の包括的な戦略を立案し、事

業活動を展開しております。 

したがって、当社は、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」、「アメリ

カ」、「アジア」、「欧州」を報告セグメントとしております。  

 ２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

前連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

 （注）１．セグメント利益又はセグメント損失の調整額には、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。 

 ２．セグメント資産の調整額には、報告セグメント間の債権の相殺消去等が含まれております。 

３．当連結会計年度に連結子会社デンヨー ベトナム CO.,LTD.（アジア）を設立したことによる資本的支出の金

額は、1,120百万円であります。 

(5)継続企業の前提に関する注記

(6)追加情報

(7)連結財務諸表に関する注記事項

（セグメント情報等）

ａ．セグメント情報

              （単位：百万円）

  報告セグメント 調整額 

（注1,2） 

連結財務 

諸表計上額   日本 アメリカ アジア 欧州 計 

売上高               

 外部顧客に対する売上高  24,884  5,163  2,696  543  33,287 －  33,287

 セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 4,464  267  150 －  4,883  (4,883) － 

計  29,349  5,431  2,847  543  38,171  (4,883)  33,287

セグメント利益又はセグメント損

失（△） 

（営業利益又は営業損失（△）） 

 732  324  319  △36  1,340  78  1,418

セグメント資産  39,354  3,366  4,786  391  47,899  (2,739)  45,160

その他の項目               

 減価償却費  365  30  20  1  417 －  417

 持分法適用会社への投資額  454 － － －  454 －  454

 有形固定資産及び無形固定資

産の増加額（注３） 
 242  12  1,159  3  1,418 －  1,418



当連結会計年度（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日） 

（注）１．セグメント利益又の調整額には、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。 

２．セグメント資産の調整額には、報告セグメント間の債権の相殺消去等が含まれております。 

  

前連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

１．製品及びサービスごとの情報 

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益及び包括利益計算書の売上高の90％を超

えるため、記載を省略しております。 

２．地域ごとの情報 

(1）売上高 

（単位：百万円） 

（注）売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。  

(2）有形固定資産 

（単位：百万円） 

３．主要な顧客ごとの情報 

（単位：百万円） 

  

当連結会計年度（自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日） 

１．製品及びサービスごとの情報 

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益及び包括利益計算書の売上高の90％を超

えるため、記載を省略しております。  

              （単位：百万円）

  報告セグメント 調整額 

（注） 

連結財務 

諸表計上額   日本 アメリカ アジア 欧州 計 

売上高               

 外部顧客への売上高  35,664  7,911  3,987  543  48,106 －  48,106

 セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 6,503  184  123 －  6,811  (6,811) － 

計  42,168  8,095  4,110  543  54,917  (6,811)  48,106

セグメント利益（営業利益）  3,842  196  259  8  4,307  113  4,421

セグメント資産  46,751  3,326  5,895  462  56,436  (4,520)  51,915

その他の項目               

 減価償却費  371  28  115  0  515 －  515

 持分法適用会社への投資額  487 － － －  487 －  487

 有形固定資産及び無形固定資

産の増加額 
 1,423  308  748  0  2,480 －  2,480

ｂ．関連情報

日本 アメリカ アジア その他 合計 

 18,949  6,652  4,731  2,954  33,287

日本 アメリカ アジア 欧州 合計 

 7,762  276  979  1  9,020

顧客の名称または氏名 売上高 関連するセグメント名 

マルチクイップ インク  5,163 アメリカ 



２．地域ごとの情報 

(1）売上高 

（単位：百万円） 

（注）売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。  

(2）有形固定資産 

（単位：百万円） 

３．主要な顧客ごとの情報 

（単位：百万円） 

   

 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。  

 （注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  該当事項はありません。 

日本 アメリカ アジア その他 合計 

 30,445  9,548  5,647  2,466  48,106

日本 アメリカ アジア 欧州 合計 

 8,806  537  1,549  0  10,894

顧客の名称または氏名 売上高 関連するセグメント名 

マルチクイップ インク  7,911 アメリカ 

ｃ．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

ｄ．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

ｅ．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

１株当たり純資産額 円 1,412.47

１株当たり当期純利益金額 円 41.35

１株当たり純資産額 円 1,523.46

１株当たり当期純利益金額 円 123.82

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

  
前連結会計年度

（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

当期純利益（百万円）  962  2,854

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式に係る当期純利益（百万円）  962  2,854

期中平均株式数（株）  23,285,686  23,054,311

（重要な後発事象）



(1）販売実績 

販売実績を製品区分別に示すと、次のとおりであります。 

（単位：百万円） 

 （注）金額には、消費税等は含まれておりません。  

(2）役員の異動 

平成24年３月８日付で、開示いたしております。   

  以 上 

  

５．その他

製 品 区 分 の 名 称 
前連結会計年度

（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

 発 電 機 関 連  23,811  35,479

 溶 接 機 関 連    2,935    3,844

 コ ン プ レ ッ サ ー 関 連    929    1,094

 そ の 他    5,611    7,687

 合 計    33,287    48,106
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