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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．前第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後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．当第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。 

  

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111期

第２四半期
連結累計期間

第112期
第２四半期

連結累計期間
第111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） 360,465 383,724 782,299

経常利益 （百万円） 8,484 5,101 22,027

四半期（当期）純利益 （百万円） 4,607 2,139 24,284

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 4,111 1,395 23,106

純資産額 （百万円） 114,606 132,926 132,569

総資産額 （百万円） 329,149 333,040 339,389

１株当たり四半期（当期）純
利益金額

（円） 17.19 7.98 90.62

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 （％） 31.8 36.8 36.0

営業活動によるキャッシュ・
フロー

（百万円） 8,095 △355 36,118

投資活動によるキャッシュ・
フロー

（百万円） △6,462 △13,529 △10,341

財務活動によるキャッシュ・
フロー

（百万円） △2,148 10,333 △22,520

現金及び現金同等物の四半期
末（期末）残高

（百万円） 14,230 14,295 17,864

回次
第111期

第２四半期
連結会計期間

第112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） 12.19 2.65

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、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。 

  

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。 

  

当第２四半期連結累計期間においては、東日本大震災の影響を受けた前年から、サプライチェーンの回復

が大きく進み、生産状況は日本国内をはじめとしておおむね順調に推移いたしました。一方で、新興国での

ビジネス拡大等に伴う先行的なコスト負担や、世界各地での新車立ち上がりに伴うコストの発生、製品競争

力の強化に向けた開発費の増加、さらには、前年を上回る円高による為替影響等があったために、利益面に

おいては前年同期の実績を下回ることとなりました。 

なお、当社は昨年７月から公正取引委員会の調査を受けておりましたが、平成24年９月21日付にて自動車

用ラジエータ及び電動ファンの取引に関し、独占禁止法の処分に係る事前通知を受領しました。これに伴

い、通知された課徴金額並びに関連費用７億８千万円を課徴金等として特別損失に計上しております。 

こうした環境の下、当社グループの業績は、売上高が3,837億円となり前年同期と比較して232億円

（6.5％）の増収となりました。 

営業利益は54億６千万円となり前年同期と比較して24億５千万円（31.0％）の減益となりました。 

経常利益は、デリバティブ収益が３億１千万円増加したものの、為替差損が７億４千万円増加したこと等

の影響により51億円となり、前年同期と比較して33億８千万円（39.9％）の減益となりました。 

四半期純利益は、災害による損失が10億５千万円減少したものの、課徴金等が７億８千万円発生したこと

等の影響により21億３千万円となり、前年同期と比較して24億６千万円（53.6％）の減益となりました。 

  

①日本 

国内における売上高（セグメント間の内部売上高を含む）は2,084億円と前年同期に比較して16億円

（0.8％）の増収となり、営業利益は36億４千万円と前年同期に比較して６億２千万円の増益となりまし

た。 

②北米 

北米地域における売上高（セグメント間の内部売上高を含む）は861億円と前年同期に比較して、145億円

（20.2％）の増収となり、営業損失は９億４千万円と前年同期に比較して33億３千万円の減益となりまし

た。 

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

セグメントごとの業績は次のとおりであります。
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③欧州 

欧州地域における売上高（セグメント間の内部売上高を含む）は363億円と前年同期に比較して、14億円

（3.9％）の減収となり、営業利益は４億１千万円と前年同期に比較して１億６千万円の減益となりまし

た。 

④アジア 

アジア地域における売上高（セグメント間の内部売上高を含む）は807億円と前年同期に比較し、120億円

（17.5％）の増収となり、営業利益は24億円と前年同期に比較し４億３千万円の増益となりました。 

  

（資産） 

流動資産は前連結会計年度末に比べて63億１千万円減少し2,020億円となりました。これは主に受取手形

及び売掛金が38億６千万円、現金及び預金が36億７千万円減少したこと等によるものです。 

固定資産は前連結会計年度末に比べて３千万円減少し1,310億３千万円となりました。これは主に建設仮

勘定が９億３千万円、投資有価証券が３億２千万円増加し、建物及び構築物（純額）が９億円、ソフトウエ

アが３億円減少したこと等によるものです。 

（負債） 

流動負債は前連結会計年度末に比べて58億６千万円減少し1,803億９千万円となりました。これは主に短

期借入金が118億８千万円増加し、支払手形及び買掛金が134億２千万円、未払費用が８億２千万円減少した

こと等によるものです。 

固定負債は前連結会計年度末に比べて８億３千万円減少し197億２千万円となりました。これは主に退職

給付引当金が５億円減少したこと等によるものです。 

（純資産） 

純資産合計は前連結会計年度末に比べて３億５千万円増加し1,329億２千万円となりました。 

これは主に利益剰余金が11億３千万円増加し、在外子会社未積立年金債務が４億４千万円減少したこと等

によるものです。 

  

(3) キャッシュ・フローの状況の分析 

現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、ほぼ前年並みの142億円でした。 

営業活動の結果減少した資金は３億円となり、前年同期に比べて84億円減少しました。これは主に売上債

権の増減額が236億円増加し、仕入債務の増減額が221億円、税金等調整前四半期純利益が27億円、減価償却

費が11億円減少したこと等によるものです。 

投資活動によって使用した資金は135億円となり、前年同期に比べて70億円資金の使用が増加しました。

これは主に有形固定資産の取得による支出が64億円増加したこと等によるものです。 

財務活動の結果調達した資金は103億円となり、前年同期に比べて124億円資金調達が増加しました。これ

は主に短期借入金の純増減額が195億円増加し、長期借入れによる収入が65億円減少したこと等によるもの

です。 

(2) 財政状態の分析
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(4) 対処すべき課題 

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。 

  

(5) 研究開発活動 

当第２四半期連結累計期間における研究開発費は117億円であります。 

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。 

  

(6) 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８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24年７月１日～

平成24年９月30日
― 273,241,631 ― 41,456 ― 59,638
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平成24年９月30日現在 

 
(注) １．上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）            14,617千株 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）                 9,238千株 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口９）           7,801千株 

みずほ信託銀行株式会社退職給付信託みずほコーポレート 

銀行口再信託受託者資産管理サービス信託銀行株式会社             5,578千株 

２．上記のほか自己株式が5,282千株あります。 

  

(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(％)

日産自動車株式会社 神奈川県横浜市神奈川区宝町2 111,163 40.7

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 14,617 5.3

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 9,238 3.4

日本トラスティ・サービス信託銀行株
式会社（信託口９）

東京都中央区晴海1丁目8-11 7,801 2.9

全国共済農業協同組合連合会
東京都千代田区平河町2丁目7番9号 
 ＪＡ共済ビル

7,304 2.7

みずほ信託銀行株式会社退職給付信託
みずほコーポレート銀行口再信託受託
者資産管理サービス信託銀行株式会社

東京都中央区晴海1丁目8-12晴海アイランド
トリトンスクエア オフィスタワー Ｚ棟

5,578 2.0

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号日本生命
証券管理部内

5,462 2.0

ゴールドマン・サックス・アンド・カ
ンパニーレギュラーアカウント（常任
代理人 ゴールドマン・サックス証券
株式会社）

200 WEST STREET NEW YORK, NY,USA 
（東京都港区六本木6丁目10番1号 六本木ヒ
ルズ森タワー）

4,337 1.6

ドイチェバンクアーゲーロンドンピー
ビーノントリティークライアンツ６１
３（常任代理人 ドイツ証券株式会
社）

TAUNUSANLAGE 12，D-
60325 FRANKFURT AM MAIN，
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY（東京都千代
田区永田町２丁目11番１号山王パークタワ
ー）

2,859 1.0

カルソニックカンセイ取引先持株会 埼玉県さいたま市北区日進町2丁目1917 2,685 1.0

計 ― 171,046 62.6
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平成24年９月30日現在 

 
  

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 5,282,000 －
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 267,246,000 267,246 同上

単元未満株式 普通株式 713,631 － 同上

発行済株式総数 273,241,631 － －

総株主の議決権 － 267,246 －

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

5,282,000 － 5,282,000 1.93

計 － 5,282,000 － 5,282,000 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）に基づいて作成しております。 

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、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 14,077 10,401 

受取手形及び売掛金 128,874 125,013 

商品及び製品 9,851 9,304 

仕掛品 4,360 4,445 

原材料及び貯蔵品 23,778 24,252 

繰延税金資産 4,727 4,908 

その他 22,983 24,026 

貸倒引当金 △334 △350 

流動資産合計 208,320 202,002 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 32,203 31,302 

機械装置及び運搬具（純額） 48,206 48,456 

土地 17,100 17,071 

建設仮勘定 7,986 8,919 

その他（純額） 9,027 9,074 

有形固定資産合計 114,524 114,825 

無形固定資産   

のれん 141 130 

ソフトウエア 4,196 3,894 

ソフトウエア仮勘定 986 871 

その他 300 280 

無形固定資産合計 5,625 5,176 

投資その他の資産   

投資有価証券 8,699 9,025 

繰延税金資産 1,620 1,495 

その他 602 517 

貸倒引当金 △2 △2 

投資その他の資産合計 10,919 11,036 

固定資産合計 131,069 131,038 

資産合計 339,389 333,040 
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(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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 126,703 113,280 

短期借入金 22,745 34,634 

未払費用 18,827 18,006 

未払法人税等 1,730 1,665 

工場再編損失引当金 9 3 

その他 16,242 12,803 

流動負債合計 186,259 180,393 

固定負債   

長期借入金 3,951 3,462 

繰延税金負債 3,131 3,257 

退職給付引当金 8,803 8,302 

製品保証引当金 3,360 3,467 

その他 1,314 1,229 

固定負債合計 20,560 19,720 

負債合計 206,819 200,114 

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 53,088 54,223 

自己株式 △3,731 △3,732 

株主資本合計 150,451 151,585 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 58 13 

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 △6,766 △7,215 

為替換算調整勘定 △21,976 △22,268 

その他の包括利益累計額合計 △28,391 △29,177 

少数株主持分 10,509 10,518 

純資産合計 132,569 132,926 

負債純資産合計 339,389 333,040 
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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 360,465 383,724 

売上原価 332,553 356,724 

売上総利益 27,911 26,999 

販売費及び一般管理費   

運搬費 1,021 1,074 

製品保証引当金繰入額 517 1,159 

貸倒引当金繰入額 2 42 

給料手当及び賞与 6,978 7,549 

退職給付引当金繰入額 240 264 

支払手数料 3,097 3,447 

その他 8,139 7,998 

販売費及び一般管理費合計 19,996 21,536 

営業利益 7,915 5,462 

営業外収益   

受取利息 140 103 

受取配当金 173 73 

持分法による投資利益 485 284 

デリバティブ収益 2,043 2,358 

その他 451 441 

営業外収益合計 3,295 3,260 

営業外費用   

支払利息 166 171 

為替差損 2,326 3,067 

その他 232 382 

営業外費用合計 2,725 3,622 

経常利益 8,484 5,101 

特別利益   

固定資産売却益 32 87 

その他 5 2 

特別利益合計 37 89 

特別損失   

固定資産除却損 113 128 

減損損失 296 94 

災害による損失 1,059 － 

課徴金等 － 784 

その他 217 146 

特別損失合計 1,685 1,154 

税金等調整前四半期純利益 6,835 4,037 

法人税等 1,891 1,814 

少数株主損益調整前四半期純利益 4,944 2,222 

少数株主利益 336 83 

四半期純利益 4,607 2,139 
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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 4,944 2,222 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △11 △97 

在外子会社未積立年金債務 △473 △449 

為替換算調整勘定 △311 △469 

持分法適用会社に対する持分相当額 △35 188 

その他の包括利益合計 △833 △827 

四半期包括利益 4,111 1,395 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 3,734 1,353 

少数株主に係る四半期包括利益 376 41 
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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 6,835 4,037 

減価償却費 10,644 9,482 

減損損失 296 94 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △87 19 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △818 △384 

製品保証引当金の増減額（△は減少） △26 210 

受取利息及び受取配当金 △314 △176 

支払利息 166 171 

持分法による投資損益（△は益） △485 △284 

有形固定資産除売却損益（△は益） 109 129 

売上債権の増減額（△は増加） △21,490 2,171 

たな卸資産の増減額（△は増加） △351 △942 

仕入債務の増減額（△は減少） 9,985 △12,208 

その他 5,560 △1,026 

小計 10,025 1,293 

利息及び配当金の受取額 472 298 

利息の支払額 △154 △164 

法人税等の支払額 △2,247 △1,783 

営業活動によるキャッシュ・フロー 8,095 △355 

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 △492 △173 

有形固定資産の取得による支出 △5,612 △12,097 

有形固定資産の売却による収入 42 85 

無形固定資産の取得による支出 △839 △754 

投資有価証券の取得による支出 △7 △8 

貸付けによる支出 △63 △16 

貸付金の回収による収入 43 42 

その他 465 △606 

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,462 △13,529 

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） △7,527 12,047 

長期借入れによる収入 6,602 72 

長期借入金の返済による支出 △82 △561 

配当金の支払額 △1,004 △1,004 

少数株主への配当金の支払額 △25 △32 

自己株式の純増減額（△は増加） △3 △0 

その他 △106 △187 

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,148 10,333 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1 △16 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △517 △3,569 

現金及び現金同等物の期首残高 14,741 17,864 

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  14,230 ※1  14,295 
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該当事項はありません。 

  

当社の保証債務は、以下の通りであります。 

 
  

※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掲記されている科目の金額との関係

は、次のとおりであります。 

 
  

【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)

（税金費用の計算）

税金費用については、当第２四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】

【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)

㈱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

228百万円 160百万円

(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 10,618百万円 10,401百万円

預入期間が３か月を超える定期預金 △514百万円 △1,005百万円

流動資産 その他（預け金） 4,125百万円 4,899百万円

現金及び現金同等物 14,230百万円 14,295百万円
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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) 配当金支払額 

 
(2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の

効力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの 

 
  

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) 配当金支払額 

 
(2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の

効力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの 

 
  

(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

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

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24年６月27日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 1,004 3.75 平成24年３月31日 平成24年６月28日

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24年11月７日 
取締役会

普通株式 利益剰余金 1,004 3.75 平成24年９月30日 平成24年12月３日
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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)  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)  １．セグメント利益又は損失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 

米州：米国、メキシコ、ブラジル 

欧州：ヨーロッパ諸国、ロシア 

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 189,102 71,536 37,803 62,023 360,465 － 360,465

  セグメント間の内部売上
高又は振替高

17,737 145 49 6,652 24,585 △24,585 －

計 206,839 71,682 37,853 68,675 385,050 △24,585 360,465

セグメント利益（営業利
益）

3,021 2,397 574 1,969 7,963 △47 7,915

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 米州 欧州 アジア 計

売上高

  外部顧客への売上高 188,592 86,099 36,296 72,734 383,724 － 383,724

  セグメント間の内部売上
高又は振替高

19,901 92 94 7,981 28,070 △28,070 －

計 208,494 86,192 36,391 80,716 411,794 △28,070 383,724

セグメント利益又は損失
（△）（営業利益）

3,643 △941 410 2,406 5,518 △55 5,462
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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）１．前第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後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。 

 ２．当第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、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24年11月７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24年12月３日 

（注）平成24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) １株当たり四半期純利益金額 17円19銭 7円98銭

(算定上の基礎)

四半期純利益金額(百万円) 4,607 2,139

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) 4,607 2,139

普通株式の期中平均株式数(千株) 267,968 267,959

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。

平成17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24
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】

- 18 - 



 
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11月８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、カルソニックカンセイ株式会社及び連結子
会社の平成24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

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。




