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(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。 

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

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おりません。 

４．第110期第３四半期連結累計期間の四半期包括利益の算定にあたり、「包括利益の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第25号 平成22年６月30日）を適用し、遡及処理しております。 

  

当第３四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110期

第３四半期
連結累計期間

第111期
第３四半期

連結累計期間
第110期

会計期間
自  平成22年４月１日

至  平成22年12月31日

自  平成23年４月１日

至  平成23年12月31日

自  平成22年４月１日

至  平成23年３月31日

売上高 （百万円） 565,121 568,993 748,249

経常利益 （百万円） 14,327 14,431 18,693

四半期（当期）純利益 （百万円） 8,629 10,073 15,598

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 4,924 7,547 11,638

純資産額 （百万円） 104,818 117,011 111,528

総資産額 （百万円） 317,076 330,572 314,763

１株当たり四半期（当期）純
利益金額

（円） 32.20 37.59 58.20

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 （％） 30.1 32.4 32.4

営業活動によるキャッシュ・
フロー

（百万円） 19,927 21,417 30,540

投資活動によるキャッシュ・
フロー

（百万円） △13,691 △10,893 △18,902

財務活動によるキャッシュ・
フロー

（百万円） 1,557 △5,234 △9,523

現金及び現金同等物の四半期
末（期末）残高

（百万円） 20,451 19,443 14,741

回次
第110期

第３四半期
連結会計期間

第111期
第３四半期

連結会計期間

会計期間
自  平成22年10月１日

至  平成22年12月31日

自  平成23年10月１日

至  平成23年12月31日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 15.07 20.40

２ 【事業の内容】
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当第３四半期連結累計期間において、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な

変動等又は、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。 

  

  

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】

当第３四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はありません。

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

当社は第３四半期連結累計期間において、昨年３月に発生した東日本大震災や、秋口にタイで起きた

洪水被害に対する、グループを挙げてのリカバリー活動に取り組んでまいりました。また、モノづくり

のトータルコスト削減活動を継続することで、製品競争力の強化を加速させております。

こうした経営環境のもと、当社グループの売上高は5,689億円となり前年同期に比較して38億円

（0.7％）の増収となりました。

営業利益につきましては震災の影響により146億７千万円となり前年同期に比較して４億３千万円

（2.9％）の減益となりました。

経常利益につきましては、デリバティブ収益の増加（当第３四半期連結累計期間12億６千万円、前年

同期は５億２千万円）、為替差損の増加（当第３四半期連結累計期間は26億７千万円、前年同期は22億

６千万円）等の影響により144億３千万円の利益となり前年同期と比較して１億円の増益（前年同四半

期比0.7％増）となりました。

四半期純利益につきましては、特別損失において災害による損失10億５千万円がありましたものの、

構造改革費用の減少が８億１千万円、減損損失の減少が4億8千万円等の影響により100億７千万円とな

り前年同期に比較して14億４千万円の増益（前年同四半期比16.7％増）となりました。

セグメントごとの業績は次のとおりであります。

①日本

国内においては、売上高（セグメント間の内部売上高を含む）は3,352億円と前年同期に比較し、117

億円（対前年同期比3.6％）の増収となり、営業利益は85億５千万円と前年同期に比較し７億円の増益

となりました。

②北米

北米地域においては、売上高（セグメント間の内部売上高を含む）は1,081億円と前年同期に比較

し、125億円（対前年同期比10.4％）の減収となり、営業利益は21億４千万円と前年同期に比較し９億

２千万円の減益となりました。
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③欧州

欧州地域においては、売上高（セグメント間の内部売上高を含む）は582億円と前年同期に比較し、

45億円（対前年同期比8.5％）の増収となり、営業利益は15億円と前年同期に比較し10億９千万円の増

益となりました。

④アジア

アジア地域においては、売上高（セグメント間の内部売上高を含む）は、1,066億円と前年同期に比

較し、４億円（対前年同期比0.4％）の増収となり、営業利益は24億8千万円と前年同期に比較し13億５

千万円の減益となりました。

(財政状態）

（資産）

流動資産は前連結会計年度末に比べて219億２千万円増加し2,067億３千万円となりました。これは主

として受取手形及び売掛金の増加（169億５千万円）等によるものです。

固定資産は前連結会計年度末に比べて61億１千万円減少し1,238億３千万円となりました。これは主

として機械装置及び運搬具(純額)の減少(26億８千万円)等によるものです。

（負債）

流動負債は前連結会計年度末に比べて67億４千万円増加し1,934億８千万円となりました。これは主

として支払手形及び買掛金の増加（147億１千万円）、短期借入金の減少（72億６千万円）等によるも

のです。

固定負債は前連結会計年度末に比べて35億７千万円増加し200億７千万円となりました。これは主と

して長期借入金の増加（52億３千万円）、退職給付引当金の減少（９億８千万円）等によるものです。

（純資産）

純資産合計は前連結会計年度末に比べて54億８千万円増加し1,170億１千万円となりました。

これは主として利益剰余金の増加（80億６千万円）、為替換算調整勘定の減少（25億２千万円）等によ

るものです。
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(2) キャッシュ・フローの状況の分析

当第３四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前年同期末に

比べて10億円（前年同期末比4.9％）減少し194億円となりました。

営業活動によって増加した資金は214億円となり、前年同期に比べ14億円（前年同期は199億円の収

入）増加しました。これは主に、資金の減少要因として売上債権の増減額の減少（91億円）があったも

のの、一方資金の増加要因として仕入債務の増減額の増加（78億円）、棚卸資産の増減額の増加（33億

円）等があったことによるものです。

投資活動によって使用した資金は108億円となり、前年同期に比べ27億円（前年同期は136億円の支

出）資金の使用が減少しました。これは主に、資金の減少要因として貸付金の回収による収入の減少

（14億円）がありましたものの、一方資金の増加要因として貸付による支出の減少（39億円）等があっ

たことによるものです。

財務活動によって使用した資金は52億円となり、前年同期に比べ67億円（前年同期は15億円の収入）

減少しました。これは主に、資金の増加要因として長期借入れによる収入の増加（65億円）がありまし

たものの、一方資金の減少要因として短期借入金の純増減額の減少（115億円）、配当金支払いによる

資金の減少（20億円）等があったことによるものです。

(3) 対処すべき課題

当第３四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。

(4) 研究開発活動

当第３四半期連結累計期間における研究開発費は176億円であります。

なお、当第３四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。

(5) 財務政策

当社グループは運転資金及び設備投資資金については、内部資金または、日産自動車㈱のグループフ

ァイナンスを中心に資金調達しております。グループファイナンスの活用で財務部門のスリム化と資金

の効率的な運用を行っております。

当社グループは引き続き財務の健全性を保ち営業活動によるキャッシュ・フローを生み出すことによ

って将来必要な運転資金及び設備資金を調達することが可能と考えております。
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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 600,000,000

計 600,000,000

② 【発行済株式】

種類

第３四半期会計期間末

現在発行数(株)

(平成23年12月31日)

提出日現在

発行数(株)

(平成24年２月14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 273,241,631 273,241,631
東京証券取引所 
市場第一部

権利内容に何ら限定の
ない当社における標準

となる株式 
単元株式数は1,000株

であります。

計 273,241,631 273,241,631 － －

(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】

該当事項はありません。

(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23年10月１日～

平成23年12月31日
― 273,241,631 ― 41,456 ― 59,638
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当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。 

当第３四半期連結会計期間末日現在の「議決権の状況」については株主名簿の記載内容が確認できず、記載す

ることができないことから、直前の基準日（平成23年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしております。 

平成23年12月31日現在 

 
  

平成23年12月31日現在 

 
  

該当事項はありません。 

(6) 【大株主の状況】

(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 5,276,000 －
権利内容に何ら限定のない当社
における標準となる株式

完全議決権株式（その他） 普通株式 267,242,000 267,242 同上

単元未満株式 普通株式 723,631 － 同上

発行済株式総数 273,241,631 － －

総株主の議決権 － 267,242 －

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(％)

カルソニックカン
セイ㈱

埼玉県さいたま
市北区日進町二
丁目1917番地

5,276,000 － 5,276,000 1.93

計 － 5,276,000 － 5,276,000 1.93

２ 【役員の状況】
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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。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

なお、四半期連結財務諸表規則第５条の２第３項により、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成

しております。 

  

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３四半期連結会計期間（平成23年10月

１日から平成23年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成23年４月１日から平成23年12月31日

まで）に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けており

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23年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 14,789 15,529

受取手形及び売掛金 111,465 128,416

商品及び製品 9,126 9,957

仕掛品 3,901 4,091

原材料及び貯蔵品 22,897 21,937

繰延税金資産 4,639 5,662

その他 18,386 21,413

貸倒引当金 △397 △273

流動資産合計 184,810 206,734

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 33,041 31,936

機械装置及び運搬具（純額） 48,344 45,662

土地 17,538 17,363

建設仮勘定 3,794 4,162

その他（純額） 9,425 7,938

有形固定資産合計 112,143 107,062

無形固定資産

のれん 180 147

ソフトウエア 5,503 4,336

ソフトウエア仮勘定 561 812

その他 299 271

無形固定資産合計 6,544 5,567

投資その他の資産

投資有価証券 8,512 8,606

繰延税金資産 2,225 2,011

その他 528 591

貸倒引当金 △2 △2

投資その他の資産合計 11,264 11,207

固定資産合計 129,952 123,837

資産合計 314,763 330,572
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 108,492 123,208

短期借入金 45,750 38,484

未払費用 17,505 16,031

未払法人税等 1,694 2,013

工場再編損失引当金 352 114

災害損失引当金 489 40

その他 12,449 13,588

流動負債合計 186,733 193,482

固定負債

長期借入金 78 5,309

繰延税金負債 1,866 1,699

退職給付引当金 9,329 8,344

製品保証引当金 3,865 3,455

その他 1,361 1,271

固定負債合計 16,500 20,079

負債合計 203,234 213,561

純資産の部

株主資本

資本金 41,456 41,456

資本剰余金 59,638 59,638

利益剰余金 30,814 38,877

自己株式 △3,727 △3,731

株主資本合計 128,181 136,240

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 25 25

在外子会社土地再評価差額金 293 293

在外子会社未積立年金債務 △5,153 △5,584

為替換算調整勘定 △21,482 △24,011

その他の包括利益累計額合計 △26,316 △29,277

少数株主持分 9,663 10,047

純資産合計 111,528 117,011

負債純資産合計 314,763 330,572
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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22年４月１日
 至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日

 至 平成23年12月31日)

売上高 565,121 568,993

売上原価 520,608 523,490

売上総利益 44,512 45,502

販売費及び一般管理費

運搬費 1,641 1,626

製品保証引当金繰入額 1,544 1,061

貸倒引当金繰入額 － 6

給料手当及び賞与 9,776 10,458

退職給付引当金繰入額 368 359

支払手数料 4,602 5,256

その他 11,476 12,063

販売費及び一般管理費合計 29,410 30,831

営業利益 15,102 14,671

営業外収益

受取利息 135 192

受取配当金 111 175

受取補償金 25 93

持分法による投資利益 688 679

デリバティブ収益 522 1,264

その他 495 530

営業外収益合計 1,978 2,935

営業外費用

支払利息 207 247

為替差損 2,269 2,671

その他 277 255

営業外費用合計 2,753 3,175

経常利益 14,327 14,431

特別利益

固定資産売却益 166 39

貸倒引当金戻入額 66 －

その他 15 5

特別利益合計 248 44
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(単位：百万円)

前第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)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日

 至 平成23年12月31日)

特別損失

固定資産除却損 262 196

構造改革費用 813 －

減損損失 788 307

工場再編損失引当金繰入額 415 －

災害による損失 － ※1 1,059

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 557 －

その他 255 246

特別損失合計 3,092 1,809

税金等調整前四半期純利益 11,482 12,666

法人税等 2,181 1,978

少数株主損益調整前四半期純利益 9,301 10,687

少数株主利益 672 614

四半期純利益 8,629 10,073
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【四半期連結包括利益計算書】
【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22年４月１日
 至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日

 至 平成23年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 9,301 10,687

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 39 △1

在外子会社未積立年金債務 △257 △431

為替換算調整勘定 △3,876 △2,299

持分法適用会社に対する持分相当額 △282 △407

その他の包括利益合計 △4,377 △3,139

四半期包括利益 4,924 7,547

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 4,347 7,112

少数株主に係る四半期包括利益 576 435
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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22年４月１日
 至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日

 至 平成23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 11,482 12,666

減価償却費 16,788 15,373

減損損失 788 307

貸倒引当金の増減額（△は減少） △216 △103

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,558 △1,404

製品保証引当金の増減額（△は減少） 497 △196

受取利息及び受取配当金 △246 △368

支払利息 207 247

持分法による投資損益（△は益） △688 △679

投資有価証券売却損益（△は益） 6 －

有形固定資産除売却損益（△は益） 254 184

売上債権の増減額（△は増加） △11,795 △20,955

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,386 △1,046

仕入債務の増減額（△は減少） 6,498 14,344

その他 3,491 5,672

小計 21,121 24,042

利息及び配当金の受取額 351 531

利息の支払額 △218 △217

法人税等の支払額 △1,326 △2,939

営業活動によるキャッシュ・フロー 19,927 21,417

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 △34 △693

有形固定資産の取得による支出 △9,517 △10,012

有形固定資産の売却による収入 735 858

無形固定資産の取得による支出 △777 △1,125

連結子会社株式取得による支出 △1,428 －

投資有価証券の取得による支出 △10 △10

投資有価証券の売却による収入 24 －

貸付けによる支出 △4,116 △128

貸付金の回収による収入 1,557 58

その他 △124 159

投資活動によるキャッシュ・フロー △13,691 △10,893

－14－



  

(単位：百万円)

前第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)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日

 至 平成23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） 2,032 △9,528

長期借入れによる収入 6 6,604

長期借入金の返済による支出 △199 △82

配当金の支払額 － △2,009

少数株主からの払込みによる収入 131 －

少数株主への配当金の支払額 △40 △51

自己株式の純増減額（△は増加） △13 △4

その他 △359 △162

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,557 △5,234

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,407 △593

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 6,386 4,696

現金及び現金同等物の期首残高 14,064 14,741

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額
（△は減少）

－ 6

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1 20,451 ※1 19,443
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【連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更】

当第３四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日  至  平成23年12月31日)

（１）連結の範囲の重要な変更

前連結会計年度では非連結子会社であったカルソニックカンセイ岩手㈱は重要性が増加したため、第１四半

期連結会計期間より連結の範囲に含めております。

（２）持分法適用の範囲の重要な変更
第１四半期連結会計期間より、カルソニックカンセイ岩手㈱は重要性が増加したため連結の範囲に含めたの

で持分法適用非連結子会社から除外しております。

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

当第３四半期連結累計期間

(自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31日)

（税金費用の計算）

税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む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しております。

【追加情報】

当第３四半期連結累計期間

(自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31日)
（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）

第１四半期連結会計期間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。

【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23年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

１．保証債務
 ㈱日産フィナンシャルサービスからの従業員の車両
購入ローンに対し債務保証を行っております。

１．保証債務
 ㈱日産フィナンシャルサービスからの従業員の車両
購入ローンに対し債務保証を行っております。

㈱日産フィナンシャルサービスからの
従業員の車両購入ローン

426百万円
㈱日産フィナンシャルサービスから
の従業員の車両購入ローン

259百万円

(四半期連結損益計算書関係)

前第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)

当第３四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日
  至  平成23年12月31日)

―
※１ 災害による損失は主として操業休止期間中の固定

費であります。
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前第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） 

配当金支払額 

該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結累計期間（自  平成23年４月１日  至  平成23年12月31日） 

配当金支払額 

 
  

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前第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)

当第３四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日
  至  平成23年12月31日)

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

(平成22年12月31日現在)
（百万円）

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

(平成23年12月31日現在)
（百万円）

現金及び預金勘定 20,488 現金及び預金勘定 15,529

預入期間が３か月を超える定期預金 △36 預入期間が３か月を超える定期預金 △625

現金及び現金同等物 20,451 流動資産 その他（預け金） 4,540

現金及び現金同等物 19,443

(株主資本等関係)

決議 株式の種類 配当の原資
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

平成23年６月24日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 1,004 3.75 平成23年３月31日 平成23年６月27日

平成23年11月４日 
取締役会

普通株式 利益剰余金 1,004 3.75 平成23年９月30日 平成23年12月１日
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前第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） 

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)  １．セグメント利益の調整額はセグメント間取引消去によるものであります。 

２．日本以外の各セグメントの区分に属する主な国又は地域 

北米：米国、メキシコ 

欧州：ヨーロッパ諸国、南アフリカ 

アジア：東アジア、東南アジア諸国及び南アジア 

当第３四半期連結累計期間（自  平成23年４月１日  至  平成23年12月31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)  １．セグメント利益の調整額はセグメント間取引消去によるものであります。 

２．日本以外の各セグメントの区分に属する主な国又は地域 

北米：米国、メキシコ 

欧州：ヨーロッパ諸国、南アフリカ 

アジア：東アジア、東南アジア諸国及び南アジア 

  

  

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

報告セグメント
調整額
(注)

四半期連結
損益計算書
計上額日本 北米 欧州 アジア 計

売上高

  外部顧客への売上高 296,522 120,512 53,264 94,822 565,121 － 565,121

  セグメント間の内部売上
高又は振替高

27,010 169 454 11,368 39,002 (39,002) －

計 323,532 120,682 53,718 106,190 604,123 (39,002) 565,121

セグメント利益（営業利
益）

7,856 3,066 409 3,838 15,170 (68) 15,102

報告セグメント
調整額
(注)

四半期連結
損益計算書
計上額日本 北米 欧州 アジア 計

売上高

  外部顧客への売上高 307,064 107,833 58,188 95,906 568,993 － 568,993

  セグメント間の内部売上
高又は振替高

28,216 272 70 10,699 39,258 (39,258) －

計 335,281 108,106 58,258 106,605 608,251 (39,258) 568,993

セグメント利益（営業利
益）

8,559 2,146 1,504 2,481 14,691 (19) 14,671
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１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

 
（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

ないため記載しておりません。 

  

該当事項はありません。 

  

平成23年11月４日の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。 

①中間配当による配当金の総額・・・・・・・・・・・・1,004百万円 

②１株当たりの金額・・・・・・・・・・・・・・・・・３円75銭 

③支払請求の効力発生日及び支払開始日・・・・・・・・平成23年12月１日 

（注）平成23年９月30日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)

項目
前第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)

当第３四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日
  至  平成23年12月31日)

(1) １株当たり四半期純利益金額 32円20銭 37円59銭

(算定上の基礎)

四半期純利益金額(百万円) 8,629 10,073

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) 8,629 10,073

普通株式の期中平均株式数(千株) 268,016 267,966

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

平成15年６月27日定時株主総
会決議による新株予約権
上記の新株予約権は、平成22
年６月30日をもって権利行使
期間満了により失効しており
ます。

平成16年６月29日定時株主総
会決議による新株予約権
上記の新株予約権は、平成23
年６月30日をもって権利行使
期間満了により失効しており
ます。

(重要な後発事象)

２ 【その他】
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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】
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平成24年２月14日

カルソニックカンセイ株式会社 

取締役会 御中 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
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」に掲げられているカ

ルソニックカンセイ株式会社の平成23年４月１日から平成24年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連
結会計期間(平成23年10月１日から平成23年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成23年４月１日
から平成23年12月31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、カルソニックカンセイ株式会社及び連結子
会社の平成23年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第３四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

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 
業務執行社員

公認会計士    太 田 建 司    印

指定有限責任社員 
業務執行社員

公認会計士    室 橋 陽 二    印

指定有限責任社員 
業務執行社員

公認会計士    賀 谷 浩 志    印

指定有限責任社員 
業務執行社員

公認会計士    齋 田   毅    印

(注) １．上記は、当社が、独立監査人の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。




