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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114期

第３四半期
連結累計期間

第115期
第３四半期
連結累計期間

第114期

会計期間
自 平成26年４月１日

至 平成26年12月31日

自 平成27年４月１日

至 平成27年12月31日

自 平成26年４月１日

至 平成27年３月31日

売上高 （百万円） 697,491 769,145 965,564

経常利益 （百万円） 20,259 23,717 28,283

親会社株主に帰属する
四半期（当期）純利益

（百万円） 15,441 15,819 20,106

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 27,066 11,762 35,370

純資産額 （百万円） 203,992 221,486 212,266

総資産額 （百万円） 431,999 439,884 459,833

１株当たり四半期（当期）
純利益金額

（円） 57.63 59.05 75.05

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 （％） 44.4 47.5 43.3

回次
第114期

第３四半期
連結会計期間

第115期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成26年10月１日

至 平成26年12月31日

自 平成27年10月１日

至 平成27年12月31日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 25.30 16.05

(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、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。

４．「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日）等を適用し、第１四半期連結累計

期間より、「四半期（当期）純利益」を「親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益」としております。

２ 【事業の内容】

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。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

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。

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】

(1) 業績

当第３四半期連結累計期間においては、一部海外において政治経済に不安定さが見られたものの、主に米国の個人

消費の増加に伴い売上を伸ばすとともに、コスト削減活動や徹底した品質管理強化により利益も拡大し、連結売上高、

営業利益並びに経常利益が過去最高の業績となりました。

こうした状況の下、当社グループの連結売上高は7,691億円となり、前年同期と比較して716億円(10.3％)の増収と

なりました。

営業利益は、256億６千万円となり、前年同期と比較して63億４千万円(32.8％)の増益となりました。

経常利益は、前年同期36億８千万円の為替差益が当四半期は12億５千万円の為替差損に転じたものの、営業利益が

63億４千万円増加したこと等の影響により237億１千万円となり、前年同期と比較して34億５千万円(17.1％)増益とな

りました。

親会社株主に帰属する四半期純利益は、法人税等が27億７千万円増加したものの、経常利益が34億５千万円増加し

たこと等の影響により158億１千万円となり、前年同期と比較して３億７千万円(2.4％)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

国内における売上高（セグメント間の内部売上高を含む）は2,571億円と前年同期に比較して８億円（0.3％）の

減収となりましたものの、営業利益は46億円と前年同期に比較して３億４千万円の増益となりました。

②米州

米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3,162億円と前年同期に比較して537億円（20.5

％）の増収となり、営業利益は121億３千万円と前年同期に比較して32億２千万円の増益となりました。

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894億円と前年同期に比較して３億円（0.4％）

の増収となり、営業利益は６億４千万円と前年同期に比較して８億１千万円の増益となりました。

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1,570億円と前年同期に比較して212億円

（15.7％）の増収となり、営業利益は86億５千万円と前年同期に比較して22億３千万円の増益となりました。
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(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107億７千万円減少し、2,825億９千万円となりました。これは主に受取手形

及び売掛金が84億８千万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91億６千万円減少し、1,572億８千万円となりました。これは主に機械装置及

び運搬具（純額）が48億円減少、建設仮勘定が37億４千万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279億円減少し、1,901億５千万円となりました。これは主に支払手形及び買

掛金が162億１千万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12億６千万円減少し、282億４千万円となりました。これは主に退職給付に係

る負債が７億２千万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92億２千万円増加し、2,214億８千万円となりました。

これは主に、利益剰余金が134億７千万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223億円であります。

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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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27年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成28年２月10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】

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27年10月１日～

平成27年12月31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３四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３四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27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。

① 【発行済株式】

平成27年12月31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 5,342,000 －
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 267,276,000 267,276 同上

単元未満株式 普通株式 623,631 － 同上

発行済株式総数 273,241,631 － －

総株主の議決権 － 267,276 －

② 【自己株式等】

平成27年12月31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

5,342,000 － 5,342,000 2.0

計 － 5,342,000 － 5,342,000 2.0

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３四半期連結会計期間（平成27年10月１日から平成

27年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成27年４月１日から平成27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。
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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27年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成27年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 31,092 34,493

受取手形及び売掛金 164,764 156,279

商品及び製品 8,637 8,182

仕掛品 4,682 5,020

原材料及び貯蔵品 35,303 33,421

繰延税金資産 4,853 4,995

その他 44,432 40,650

貸倒引当金 △389 △445

流動資産合計 293,376 282,597

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 35,139 33,741

機械装置及び運搬具（純額） 69,377 64,577

土地 17,784 17,646

建設仮勘定 10,045 6,304

その他（純額） 10,716 11,303

有形固定資産合計 143,063 133,573

無形固定資産

のれん 73 56

ソフトウエア 4,489 4,421

ソフトウエア仮勘定 1,325 1,790

その他 378 364

無形固定資産合計 6,267 6,632

投資その他の資産

投資有価証券 11,774 11,551

退職給付に係る資産 100 154

繰延税金資産 4,684 4,840

その他 568 534

貸倒引当金 △2 －

投資その他の資産合計 17,125 17,081

固定資産合計 166,456 157,286

資産合計 459,833 439,884
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成27年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成27年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 142,371 126,153

短期借入金 23,104 21,989

未払費用 24,643 23,865

未払法人税等 1,873 2,022

工場再編損失引当金 40 40

その他 26,025 16,082

流動負債合計 218,059 190,154

固定負債

長期借入金 3,046 2,676

繰延税金負債 5,897 6,035

製品保証引当金 5,190 5,049

退職給付に係る負債 13,599 12,872

その他 1,774 1,608

固定負債合計 29,507 28,243

負債合計 247,567 218,397

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 100,405 113,880

自己株式 △3,759 △3,780

株主資本合計 197,740 211,194

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 308 221

在外子会社土地再評価差額金 293 293

為替換算調整勘定 13,869 9,668

退職給付に係る調整累計額 △12,893 △12,563

その他の包括利益累計額合計 1,578 △2,380

非支配株主持分 12,947 12,672

純資産合計 212,266 221,486

負債純資産合計 459,833 439,884
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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26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

売上高 697,491 769,145

売上原価 642,749 704,772

売上総利益 54,741 64,372

販売費及び一般管理費

運搬費 1,859 1,646

製品保証引当金繰入額 2,312 2,284

貸倒引当金繰入額 21 115

給料手当及び賞与 13,470 15,617

退職給付費用 211 189

支払手数料 5,320 5,539

その他 12,227 13,318

販売費及び一般管理費合計 35,423 38,712

営業利益 19,318 25,660

営業外収益

受取利息 239 339

受取配当金 88 116

為替差益 3,680 －

持分法による投資利益 － 119

デリバティブ収益 － 33

その他 614 295

営業外収益合計 4,622 904

営業外費用

支払利息 508 450

為替差損 － 1,253

持分法による投資損失 72 －

デリバティブ損失 2,392 467

その他 707 676

営業外費用合計 3,681 2,847

経常利益 20,259 23,717

特別利益

固定資産売却益 100 32

その他 － 2

特別利益合計 100 34

特別損失

固定資産売却損 17 156

固定資産除却損 147 294

その他 － 4

特別損失合計 165 455

税金等調整前四半期純利益 20,195 23,296

法人税等 4,504 7,281

四半期純利益 15,690 16,014

非支配株主に帰属する四半期純利益 249 194

親会社株主に帰属する四半期純利益 15,441 15,819
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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26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

四半期純利益 15,690 16,014

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 144 △147

為替換算調整勘定 10,633 △4,189

退職給付に係る調整額 466 324

持分法適用会社に対する持分相当額 131 △239

その他の包括利益合計 11,376 △4,252

四半期包括利益 27,066 11,762

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 26,467 11,861

非支配株主に係る四半期包括利益 599 △98
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【注記事項】

(会計方針の変更等)

当第３四半期連結累計期間

(自 平成27年４月１日 至 平成27年12月31日)
「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」という。）、「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25年９月13日。以下「連結会計基準」という。）及び「事業

分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成25年９月13日。以下「事業分離等会計基準」という。）等を、第

１四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差額を資本剰余

金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更いたしました。

また、第１四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価

の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表に反映させる方法に変更いたしま

す。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。

当該表示の変更を反映させるため、前第３四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表

及び連結財務諸表の組替えを行っております。

企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項（４）、連結会計基準第44－５項（４）及び事

業分離等会計基準第57－４項（４）に定める経過的な取扱いに従っており、第１四半期連結会計期間の期首時点から

将来にわたって適用しております。

なお、当第３四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表に与える影響額はありません。

(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27年４月１日 至 平成27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)

該当事項はありません。

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第３四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３四半期連

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３四半期連結累計期間

(自 平成26年４月１日

至 平成26年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自 平成27年４月１日

至 平成27年12月31日)

減価償却費 17,125百万円 18,764百万円

(株主資本等関係)

前第３四半期連結累計期間（自 平成26年４月１日 至 平成26年12月31日）

配当金支払額

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26年６月26日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 1,004 3.75 平成26年３月31日 平成26年６月27日

平成26年11月４日
取締役会

普通株式 利益剰余金 1,004 3.75 平成26年９月30日 平成26年12月１日

当第３四半期連結累計期間（自 平成27年４月１日 至 平成27年12月31日）

配当金支払額

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27年６月25日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 1,004 3.75 平成27年３月31日 平成27年６月26日

平成27年11月４日
取締役会

普通株式 利益剰余金 1,339 5.00 平成27年９月30日 平成27年12月１日
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第３四半期連結累計期間（自 平成26年４月１日 至 平成26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）

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 228,994 261,704 88,871 117,920 697,491 － 697,491

セグメント間の内部売上高
又は振替高

29,007 756 248 17,826 47,839 △47,839 －

計 258,002 262,460 89,120 135,747 745,330 △47,839 697,491

セグメント利益又は損失（△)
（営業利益）

4,253 8,907 △174 6,418 19,404 △86 19,318

(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

当第３四半期連結累計期間（自 平成27年４月１日 至 平成27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）

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 224,733 315,863 89,181 139,367 769,145 － 769,145

セグメント間の内部売上高
又は振替高

32,417 367 309 17,677 50,772 △50,772 －

計 257,151 316,231 89,490 157,045 819,917 △50,772 769,145

セグメント利益（営業利益） 4,600 12,137 642 8,654 26,035 △374 25,660

(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
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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３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
至 平成27年12月31日)

１株当たり四半期純利益金額 57円63銭 59円05銭

(算定上の基礎)

親会社株主に帰属する
四半期純利益金額(百万円)

15,441 15,819

普通株主に帰属しない金額(百万円) － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する
四半期純利益金額(百万円)

15,441 15,819

普通株式の期中平均株式数(千株) 267,928 267,902

（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、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】

第115期（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで）中間配当について、平成27年11月４日開催の取締役会に

おいて、平成27年９月30日の株主名簿に記載された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしまし

た。

①配当金の総額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,339百万円

②１株当たりの金額・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５円00銭

③支払請求の効力発生日及び支払開始日・・・・・・・・ 平成27年12月１日
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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28年２月10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27年４月１日から平成28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27年10

月１日から平成27年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成27年４月１日から平成27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27年12月31

日現在の財政状態及び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(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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