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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112期

第１四半期連結

累計期間

第113期

第１四半期連結

累計期間

第112期

会計期間
自　平成24年４月１日

至　平成24年６月30日

自　平成25年４月１日

至　平成25年６月30日

自　平成24年４月１日

至　平成25年３月31日

売上高 （百万円） 193,570 204,652 760,870

経常利益 （百万円） 2,076 5,988 12,840

四半期（当期）純利益 （百万円） 1,352 4,071 5,548

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 2,540 8,223 15,141

純資産額 （百万円） 134,073 153,010 145,643

総資産額 （百万円） 343,529 366,289 337,904

１株当たり四半期（当期）
純利益金額

（円） 5.05 15.19 20.71

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 （％） 36.0 38.7 39.8

(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．第112期第１四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112期及び第113期第１四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。

５．IAS第19号の改訂に伴い、第113期第１四半期連結会計期間より、一部在外連結子会社及び在外関連会社におい

て改訂後のIAS第19号を適用しております。当該会計方針の変更は遡及適用され、第112期第１四半期連結累計

期間及び第112期連結会計年度の関連する主要な経営指標等について当該会計方針の変更を反映した後の数

値を記載しております。

　
２ 【事業の内容】

当第１四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。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第１四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。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四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。

　

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】

　

当社グループでは、当第１四半期連結会計期間より、一部在外連結子会社及び在外関連会社におい

て改訂後のIAS第19号を適用しております。当該会計方針の変更は遡及適用されているため、前年同期

比較にあたっては、会計方針の変更を反映した後の前年同期数値に基づき算出しております。

　

(1)　業績

当第１四半期連結累計期間においては、米州を中心に生産台数が伸びたことにより、海外で売上を

伸ばす一方、日本国内の生産台数はエコカー補助金の下支え等で堅調であった前年同期の実績を下回

る結果となりました。

こうした状況の下、当社グループの連結売上高は2,046億円となり、前年同期と比較して110億円

（5.7％）の増収となりました。

営業利益は、前期に発生した米州の生産混乱が収束したことから46億円となり、前年同期と比較し

て23億１千万円（100.9％）の増益となりました。

経常利益は、為替差損が26億７千万円減少、為替差益が17億７千万円増加、デリバティブ収益が19億

２千万円減少したこと等により59億８千万円となり、前年同期と比較して39億１千万円（188.5％）

の増益となりました。

四半期純利益は、40億７千万円となり、前年同期と比較して27億１千万円（201.0％）の増益となり

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865億円と前年同期に比較し、178

億円（対前年同期比17.1％）の減収となり、営業利益は９億１千万円と前年同期に比較し１億６千万

円の減益となりました。

②米州

米州地域においては、売上高（セグメント間の内部売上高を含む）は690億円と前年同期に比較し、

246億円（対前年同期比55.5％）の増収となり、営業利益は22億３千万円と前年同期に比較し17億８

千万円の増益となりました。

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232億円と前年同期に比較し、
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42億円（対前年同期比22.6％）の増収となり、営業利益は２億１千万円と前年同期に比較し２億円の

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、402億円と前年同期に比較

し、５億円（対前年同期比1.5％）の増収となり、営業利益は13億３千万円と前年同期に比較し６億２

千万円の増益となりました。

　

(2)　財政状態の分析

（資産）

流動資産は前連結会計年度末に比べて243億８千万円増加し2,197億円となりました。これは主に受

取手形及び売掛金が217億３千万円増加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40億円増加し1,465億８千万円となりました。これは主に建

設仮勘定が16億１千万円、機械装置及び運搬具（純額）が９億４千万円増加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203億４千万円増加し1,916億１千万円となりました。これは

主に支払手形及び買掛金が114億２千万円、未払費用が41億１千万円、短期借入金が36億９千万円増加

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６億７千万円増加し216億６千万円となりました。

（純資産）

純資産合計は前連結会計年度末に比べて73億６千万円増加し1,530億１千万円となりました。

これは主に為替換算調整勘定が40億９千万円増加したこと等によるものです。

　

(3)　対処すべき課題

当第１四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１四半期連結累計期間における研究開発費は64億円であります。

なお、当第１四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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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１四半期会計期間末

現在発行数(株)

(平成25年６月30日)

提出日現在

発行数(株)

(平成25年８月１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 273,241,631273,241,631
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 273,241,631273,241,631－ －

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　
　

(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】

該当事項はありません。

　

(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25年４月１日～

平成25年６月30日
― 273,241,631 ― 41,456 ― 59,638

　

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

当第１四半期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25年３月31日）に基づく株主名簿による記載をし

ております。

①　【発行済株式】

平成25年６月30日現在

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 5,288,000 －
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 267,250,000 267,250 同上

単元未満株式 普通株式 703,631 － 同上

発行済株式総数 　 273,241,631－ －

総株主の議決権 － 267,250 －

　

②　【自己株式等】

平成25年６月30日現在

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

5,288,000 － 5,288,000 1.9

計 － 5,288,000 － 5,288,000 1.9

　

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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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

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。

　

２．監査証明について

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１四半期連結会計期間（平成25年４月１

日から平成25年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成25年４月１日から平成25年６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。
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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25年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 12,507 12,338

受取手形及び売掛金 113,866 135,602

商品及び製品 8,692 9,090

仕掛品 4,244 5,124

原材料及び貯蔵品 26,461 26,415

繰延税金資産 3,033 2,734

その他 26,700 28,606

貸倒引当金 △180 △203

流動資産合計 195,326 219,708

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 32,806 32,980

機械装置及び運搬具（純額） 56,185 57,133

土地 17,356 17,457

建設仮勘定 7,801 9,418

その他（純額） 10,647 10,956

有形固定資産合計 124,796 127,946

無形固定資産

のれん 119 113

ソフトウエア 3,599 3,724

ソフトウエア仮勘定 1,215 980

その他 265 259

無形固定資産合計 5,198 5,077

投資その他の資産

投資有価証券 9,781 10,491

繰延税金資産 2,286 2,575

その他 516 492

貸倒引当金 △2 △2

投資その他の資産合計 12,582 13,556

固定資産合計 142,577 146,580

資産合計 337,904 366,289
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 96,477 107,900

短期借入金 38,452 42,146

未払費用 18,236 22,346

未払法人税等 1,747 1,964

工場再編損失引当金 320 282

その他 16,033 16,970

流動負債合計 171,268 191,611

固定負債

長期借入金 3,042 2,970

繰延税金負債 4,339 4,699

退職給付引当金 8,257 8,455

製品保証引当金 4,090 4,336

その他 1,261 1,205

固定負債合計 20,992 21,667

負債合計 192,260 213,279

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 57,287 60,353

自己株式 △3,734 △3,735

株主資本合計 154,647 157,713

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 102 174

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 △7,128 △7,211

為替換算調整勘定 △13,471 △9,376

その他の包括利益累計額合計 △20,204 △16,119

少数株主持分 11,200 11,416

純資産合計 145,643 153,010

負債純資産合計 337,904 366,289
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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１四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年６月30日)

売上高 193,570 204,652

売上原価 179,920 188,383

売上総利益 13,650 16,269

販売費及び一般管理費

運搬費 557 473

製品保証引当金繰入額 547 1,050

貸倒引当金繰入額 14 1

給料手当及び賞与 4,002 4,106

退職給付引当金繰入額 248 192

支払手数料 2,142 1,945

その他 3,846 3,894

販売費及び一般管理費合計 11,359 11,666

営業利益 2,290 4,603

営業外収益

受取利息 53 75

受取配当金 3 5

為替差益 － 1,771

持分法による投資利益 185 63

デリバティブ収益 2,327 403

その他 151 207

営業外収益合計 2,721 2,527

営業外費用

支払利息 78 91

為替差損 2,671 －

デリバティブ損失 － 767

その他 186 283

営業外費用合計 2,935 1,141

経常利益 2,076 5,988

特別利益

固定資産売却益 64 8

その他 13 －

特別利益合計 78 8

特別損失

固定資産売却損 67 12

固定資産除却損 10 48

構造改革費用 ※１
 －

※１
 185

その他 2 －

特別損失合計 80 246

税金等調整前四半期純利益 2,073 5,750

法人税等 765 1,711

少数株主損益調整前四半期純利益 1,308 4,038

少数株主損失（△） △43 △32

四半期純利益 1,352 4,071
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【四半期連結包括利益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 1,308 4,038

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △54 122

在外子会社未積立年金債務 △505 △82

為替換算調整勘定 1,364 3,738

持分法適用会社に対する持分相当額 428 406

その他の包括利益合計 1,232 4,185

四半期包括利益 2,540 8,223

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 2,538 8,156

少数株主に係る四半期包括利益 2 67
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【注記事項】

(会計方針の変更等)

　
当第１四半期連結累計期間

(自  平成25年４月１日  至  平成25年６月30日)
一部在外連結子会社及び在外関連会社において、IAS第19号「従業員給付」（平成23年６月16日）
を当第１四半期連結会計期間より適用しています。これにより、数理計算上の差異、過去勤務費用及び
確定給付負債の純額に係る利息純額等の認識方法の変更等を行っております。
当該会計基準等の適用に伴う会計方針の変更は遡及適用され、前第１四半期連結累計期間及び前連
結会計年度については遡及適用後の四半期連結財務諸表及び連結財務諸表となっています。当該会計
基準等の適用が前第１四半期連結累計期間及び前連結会計年度に及ぼす影響は軽微であります。

 

　

(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１四半期連結累計期間

(自　平成25年４月１日　至　平成25年６月30日)

（税金費用の計算）
税金費用については、当第１四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)

　

該当事項はありません。

　

(四半期連結損益計算書関係)

※１ 構造改革費用

退職加算金であります。

　
前第１四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日
  至  平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成25年４月１日
  至  平成25年６月30日)

構造改革費用 - 百万円 185百万円

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１

四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次の通りであ

ります。

　
前第１四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日
  至  平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成25年４月１日
  至  平成25年６月30日)

減価償却費 4,672百万円 5,270百万円
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(株主資本等関係)

前第１四半期連結累計期間（自  平成24年４月１日  至  平成24年６月30日）

配当金支払額

決議 株式の種類
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 配当の原資

平成24年６月27日
定時株主総会

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

　

当第１四半期連結累計期間（自  平成25年４月１日  至  平成25年６月30日）

配当金支払額

決議 株式の種類
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 配当の原資

平成25年６月26日
定時株主総会

普通株式 1,004 3.75平成25年３月31日 平成25年６月27日 利益剰余金
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間（自  平成24年４月１日  至  平成24年６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）

　
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 94,13244,37418,95136,113193,570 － 193,570

セグメント間の内部売上高
又は振替高

10,270 15 45 3,56113,893△13,893 －

計 104,40244,38918,99639,675207,464△13,893193,570

セグメント利益（営業利益） 1,077 455 2 710 2,245 45 2,290

(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

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

　

当第１四半期連結累計期間（自  平成25年４月１日  至  平成25年６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）

　
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 76,87469,00723,20835,562204,652 － 204,652

  セグメント間の内部売上高
又は振替高

9,686 18 78 4,68714,471△14,471 －

計 86,56169,02523,28640,250219,123△14,471204,652

セグメント利益（営業利益） 913 2,238 211 1,330 4,693 △90 4,603

(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

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
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(１株当たり情報)

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。

　

項目
前第１四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日
  至  平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成25年４月１日
  至  平成25年６月30日)

１株当たり四半期純利益金額 5円05銭 15円19銭

(算定上の基礎) 　 　

四半期純利益金額(百万円) 1,352 4,071

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) 1,352 4,071

普通株式の期中平均株式数(千株) 267,960 267,953

（注）１．前第１四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１四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。

　

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　

２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成25年８月１日

カルソニックカンセイ株式会社

取締役会  御中

　

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    室　橋　陽　二  　  印

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    伊　藤　功　樹  　  印

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    根　津　美　香  　  印

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    齋　田　　　毅  　  印

　
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25年４月１日から平成26年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結
会計期間（平成25年４月１日から平成25年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成25年４月１日
から平成25年６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25年６月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正
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
　

 

(注) １．上記は、当社が、独立監査法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。
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