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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年12月31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3四半期 66,778 15.2 3,007 49.5 2,768 21.8 1,433 40.7
22年3月期第3四半期 57,950 △24.6 2,011 △63.0 2,272 △59.3 1,018 △69.7

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3四半期 11.05 ―

22年3月期第3四半期 7.85 ―

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3四半期 107,011 47,456 42.1 347.71
22年3月期 102,470 47,521 44.1 348.63

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  45,099百万円 22年3月期  45,225百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

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 ― 3.50 ― 3.50 7.00
23年3月期 ― 3.50 ―

23年3月期 
（予想）

3.50 7.00

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  無  
 

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 87,500 8.8 3,400 16.1 3,300 4.4 1,900 28.0 14.65



(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は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、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
づく四半期財務諸表のレビュー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 
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載は、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、
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、業績予想に関する事項については、四半期決算短信（添付資料）２ページ「連結
業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

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

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3Q 135,516,455株 22年3月期  135,516,455株

② 期末自己株式数 23年3月期3Q  5,812,028株 22年3月期  5,792,612株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 129,717,383株 22年3月期3Q 129,737,884株
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当第３四半期累計期間の経営環境は、急速な円高などに伴い、一部に景気の停滞感がありますものの、

中国をはじめアジア新興国の経済成長に支えられ、総じて緩やかな回復基調で推移しました。 

当社グループはこのような状況の下、各事業の業績の確保・向上にグループをあげて取り組んでまいり

ました結果、受注高は713億４千７百万円と前年同期に比べ28.8％の増加、売上高は667億７千８百万円と

前年同期に比べ15.2％の増加となりました。利益面につきましても、売上高の増加に伴い、営業利益は30

億７百万円と前年同期に比べ９億９千６百万円の増加、経常利益は27億６千８百万円と前年同期に比べ４

億９千５百万円の増加、四半期純利益は14億３千３百万円と前年同期に比べ４億１千４百万円の増加とな

りました。 

セグメント別の状況につきましては、以下のとおりであります。 

電力機器事業では、国内電力会社における高経年化設備の更新需要により、主力の柱上変圧器などの販

売が引続き堅調に推移し、受注高は370億９千４百万円、売上高は341億９千８百万円、営業利益は30億６

千３百万円となりました。 

溶接メカトロ事業では、中国をはじめアジア新興国での活発な設備投資に伴い、特に溶接用ロボットの

販売が増加し、受注高は227億７千万円、売上高は214億５千１百万円、営業利益は７億２千３百万円とな

りました。 

半導体機器事業では、台湾や韓国におけるデバイスメーカなどの設備投資増加に伴い、主に半導体製造

装置向け高周波電源システムの販売が好調に推移し、受注高は112億４千４百万円、売上高は109億８百万

円、営業利益は６億５千１百万円となりました。 

また、その他の売上高は２億３千７百万円、営業利益は７千２百万円となりました。 

  

  

当第３四半期末の資産合計は、1,070億１千１百万円と前年度末に比べ45億４千１百万円増加いたしま

した。これは、受注増加に対応して商品及び製品や仕掛品などのたな卸資産を増加しましたことが、主な

要因であります。 

負債合計は、仕入増加に伴う支払手形及び買掛金の増加などにより、595億５千５百万円と前年度末に

比べ46億５百万円増加いたしました。 

純資産合計は、利益剰余金は増加しましたが、保有有価証券の時価下落や円高の影響により評価・換算

差額等が減少しました結果、前年度末に比べ６千４百万円減少し、474億５千６百万円となりました。な

お、自己資本比率は前年度末の44.1％から２ポイント下落して42.1％となり、１株当たり純資産は前年度

末に比べ0.3％減の347円71銭になりました。 

  

  

通期の業績予想につきましては、円高や素材価格の高騰などに伴い、先行きの不透明感が増しておりま

すので、前回公表値（平成22年５月12日公表値）を据え置いております。今後、業績予想の修正が必要と

なった場合には、速やかに公表させていただきます。 

1. 当四半期の連結業績等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

(2) 連結財政状態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
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該当事項はありません。 

  

  

当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がな

いと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率を使用して貸倒見積高を算定しております。 

  

当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、第２四半期連結会計

期間末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額

を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

  

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定す

る方法によっております。 

  

当該取引に係る損益率を合理的に見積って計算しております。 

  

当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引

前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 

なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

  

  

①  「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）を適用しております。 

この変更に伴う損益に与える影響はありません。 
  

②  「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

第１四半期連結会計期間より、「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）を適用しております。 

これにより、当第３四半期連結累計期間の経常利益は32百万円減少し、税金等調整前四半期純利益

は136百万円減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は104百

万円であります。 
  

③  「企業結合に関する会計基準」等の適用 

第２四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)、「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)を適用しております。 

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

① 一般債権の貸倒見積高の算定方法

② たな卸資産の評価方法

③ 固定資産の減価償却費の算定方法

④ 未実現損益の消去

⑤ 税金費用の計算

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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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３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 9,550 9,401

受取手形及び売掛金 20,203 19,731

商品及び製品 9,641 8,133

仕掛品 6,587 5,297

原材料及び貯蔵品 8,033 6,885

繰延税金資産 1,553 1,457

その他 2,075 1,721

貸倒引当金 △73 △107

流動資産合計 57,571 52,521

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 13,450 13,883

機械装置及び運搬具（純額） 4,660 5,259

工具、器具及び備品（純額） 888 1,008

土地 6,363 6,362

リース資産（純額） 302 381

建設仮勘定 423 569

有形固定資産合計 26,088 27,464

無形固定資産

のれん 471 38

ソフトウエア 3,809 3,739

リース資産 18 22

その他 240 251

無形固定資産合計 4,538 4,052

投資その他の資産

投資有価証券 10,720 11,114

出資金 650 629

長期貸付金 23 28

長期前払費用 124 183

前払年金費用 6,591 5,766

繰延税金資産 288 263

その他 591 623

貸倒引当金 △176 △177

投資その他の資産合計 18,812 18,431

固定資産合計 49,439 49,948

資産合計 107,011 102,470
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 19,341 14,717

短期借入金 9,773 11,340

1年内返済予定の長期借入金 3,690 805

1年内償還予定の社債 3,231 3,231

リース債務 118 129

未払法人税等 702 761

賞与引当金 925 1,768

役員賞与引当金 28 86

固定資産撤去損失引当金 － 115

その他 2,926 2,486

流動負債合計 40,739 35,443

固定負債

社債 1,027 1,188

長期借入金 13,777 14,207

リース債務 219 295

繰延税金負債 1,163 1,289

退職給付引当金 1,363 1,385

役員退職慰労引当金 109 95

資産除去債務 104 －

その他 1,050 1,044

固定負債合計 18,815 19,506

負債合計 59,555 54,949

純資産の部

株主資本

資本金 10,596 10,596

資本剰余金 10,030 10,030

利益剰余金 25,902 25,379

自己株式 △1,460 △1,452

株主資本合計 45,069 44,554

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 1,206 1,460

繰延ヘッジ損益 △0 0

為替換算調整勘定 △1,177 △789

評価・換算差額等合計 29 671

少数株主持分 2,356 2,295

純資産合計 47,456 47,521

負債純資産合計 107,011 102,470
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(2) 四半期連結損益計算書

【第３四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

売上高 57,950 66,778

売上原価 39,003 45,501

売上総利益 18,946 21,276

販売費及び一般管理費 16,935 18,269

営業利益 2,011 3,007

営業外収益

受取利息及び配当金 185 165

持分法による投資利益 291 120

その他 378 396

営業外収益合計 855 682

営業外費用

支払利息 364 334

売上割引 64 72

為替差損 34 275

その他 130 238

営業外費用合計 593 921

経常利益 2,272 2,768

特別利益

貸倒引当金戻入額 － 44

固定資産売却益 3 －

特別利益合計 3 44

特別損失

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 104

投資有価証券評価損 15 96

特別損失合計 15 200

税金等調整前四半期純利益 2,261 2,612

法人税等 1,091 1,064

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,548

少数株主利益 150 115

四半期純利益 1,018 1,433
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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３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31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 2,261 2,612

減価償却費 3,034 3,184

のれん償却額 － 30

貸倒引当金の増減額（△は減少） △15 △34

賞与引当金の増減額（△は減少） △827 △843

固定資産撤去損失引当金の増減額（△は減少） － △115

退職給付引当金の増減額（△は減少） △22 △22

前払年金費用の増減額（△は増加） △758 △824

受取利息及び受取配当金 △185 △165

支払利息 364 334

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 104

投資有価証券評価損益（△は益） 15 96

有形固定資産売却損益（△は益） △3 －

売上債権の増減額（△は増加） 3,252 △644

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,606 △4,016

仕入債務の増減額（△は減少） △5,362 4,743

その他 159 135

小計 4,518 4,576

利息及び配当金の受取額 195 165

利息の支払額 △321 △290

法人税等の支払額 △1,016 △1,320

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,375 3,130

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △55 △0

定期預金の払戻による収入 147 6

有形固定資産の取得による支出 △1,863 △1,282

有形固定資産の売却による収入 59 84

無形固定資産の取得による支出 △1,082 △736

投資有価証券の取得による支出 △164 △5

投資有価証券の売却による収入 226 －

子会社出資金の取得による支出 △91 －

事業譲受による支出 － △611

その他 △2 △26

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,826 △2,569
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（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12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） 85 △1,567

長期借入れによる収入 350 3,000

長期借入金の返済による支出 △1,074 △545

社債の償還による支出 △161 △161

自己株式の取得による支出 △8 △8

配当金の支払額 △910 △910

その他 △103 △128

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,823 △321

現金及び現金同等物に係る換算差額 53 △82

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,220 156

現金及び現金同等物の期首残高 8,366 9,273

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,146 9,429
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該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日) 

  

 
(注) １ 事業区分の方法は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主な製品  

  (1) 電力機器事業…………各種変圧器、受配電設備、開閉器、監視制御システム等  

  (2) 溶接メカトロ事業……電気溶接機、プラズマ切断機、産業用空気清浄機、産業用ロボット等  

  (3) 半導体機器事業………高周波電源、クリーン搬送ロボット等  

３  請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契約に関

する会計基準」（企業会計基準委員会  平成19年12月27日  企業会計基準第15号）及び「工事契約に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会  平成19年12月27日  企業会計基準適用指針第18号）を第１四

半期連結会計期間より適用し、第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から、当第３四半期連結会計期

間末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積

りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。 

この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間における売上高は「電力機器事

業」が667百万円増加し、営業利益は「電力機器事業」が169百万円増加しております。 

  

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報等

【事業の種類別セグメント情報】

電力機器 
事業 

(百万円)

溶接メカトロ
事業 

(百万円)

半導体機器
事業 

(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

35,801 16,498 5,649 57,950 ― 57,950

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

3 6 ─ 10 (10) ―

計 35,804 16,505 5,649 57,960 (10) 57,950

営業利益又は営業損失(△) 4,265 △437 △561 3,265 (1,254) 2,011
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前第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日) 

  

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。  

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域  

  (1) アジア………………タイ、中国、台湾、韓国  

  (2) その他の地域………アメリカ、ドイツ  

３  請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契約に関

する会計基準」（企業会計基準委員会  平成19年12月27日  企業会計基準第15号）及び「工事契約に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会  平成19年12月27日  企業会計基準適用指針第18号）を第１四

半期連結会計期間より適用し、第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から、当第３四半期連結会計期

間末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積

りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。 

この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間における売上高は「日本」が667

百万円増加し、営業利益は「日本」が169百万円増加しております。 

  

  

前第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日) 

  

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。  

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域  

  (1) 北米……アメリカ、カナダ 

  (2) アジア……タイ、中国、台湾、韓国 

  (3) その他の地域……ヨーロッパ、南米  

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

  

【所在地別セグメント情報】

日本 
(百万円)

アジア
(百万円)

その他の地域
(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

48,886 6,609 2,453 57,950 ― 57,950

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

3,666 2,345 122 6,134 (6,134) ―

計 52,553 8,954 2,576 64,084 (6,134) 57,950

営業利益又は営業損失(△) 2,271 942 △231 2,981 (970) 2,011

【海外売上高】

北米 アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 1,571 9,681 1,079 12,331

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― 57,950

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

2.7 16.7 1.9 21.3

㈱ダイヘン（6622）　平成23年３月期　第３四半期決算短信

― 10 ―



  

(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)を適用しております。 

  

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、定期的に検討を行う対象となっているものでありま

す。 

当社は、カンパニー制を採用し、各カンパニーは取り扱う製品・サービスについて国内及び海外の包括

的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

従って、当社はカンパニーを基礎とした製品・サービス別セグメントから構成されており、「電力機器

事業」、「溶接メカトロ事業」及び「半導体機器事業」の３つを報告セグメントとしております。 

「電力機器事業」は、各種変圧器、受配電設備、開閉器、監視制御システム、分散電源機器等の製造販

売をしております。「溶接メカトロ事業」は、電気溶接機、プラズマ切断機、産業用空気清浄機、産業用

ロボット等の製造販売をしております。「半導体機器事業」は、高周波電源、クリーン搬送ロボット等の

製造販売をしております。 

  

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３四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年12月31日) 

 
(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、スポーツ施設運営事業及び不動産賃

貸事業等を含んでおります。 

  

【セグメント情報】

(単位：百万円)

報告セグメント
その他 
(注)

合計
電力機器 
事業

溶接メカトロ
事業

半導体機器
事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 34,194 21,437 10,908 66,540 237 66,778

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

3 13 ─ 17 ─ 17

計 34,198 21,451 10,908 66,557 237 66,795

セグメント利益 3,063 723 651 4,438 72 4,511
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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) 

当第３四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年12月31日) 

 
(注)  全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

(単位：百万円)

利益 金額

報告セグメント計 4,438

「その他」の区分の利益 72

セグメント間取引消去 0

全社費用 (注) △1,504

四半期連結損益計算書の営業利益 3,007

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

㈱ダイヘン（6622）　平成23年３月期　第３四半期決算短信

― 12 ―




