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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年9月30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2四半期 377,550 37.0 9,251 ― 8,521 ― 4,591 ―

22年3月期第2四半期 275,589 △33.0 △9,407 ― △9,901 ― △11,762 ―

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2四半期 17.13 ―

22年3月期第2四半期 △43.89 ―

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2四半期 325,456 101,731 28.5 345.83
22年3月期 312,686 99,815 29.1 339.56

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  92,688百万円 22年3月期  91,008百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  有  

当社は定款において期末日を配当基準日と定めておりますが、現時点では当該基準日における配当予想額は未定であります。 

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00

23年3月期 ― 0.00

23年3月期 
（予想）

― ― ―

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  有  
 

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 720,000 16.2 15,000 ― 13,000 ― 6,000 ― 22.39



(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の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 
１． 平成23年３月期の配当予想については、今後の業績動向を見極めつつ提案したいと考えております。配当予想額の開示が可能になった時点で速や
かに開示を行なうものといたします。 
２． 本資料に掲載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、
四半期決算短信 【添付資料】 Ｐ．３ 「１． 当四半期の連結業績等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」 をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】Ｐ．３ 「２．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2Q 273,241,631株 22年3月期  273,241,631株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  5,223,384株 22年3月期  5,218,225株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 268,021,007株 22年3月期2Q 268,034,513株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間の新車販売台数は、米国では第２四半期累計としては金融危機前の水準にまでにはお

よばないものの、前年同期を上回りました。欧州では主要取引先の販売台数は前年同期を上回りましたが、円高に

よる為替影響でセグメント売上高は微減となっております。また中国においては依然好調で、第２四半期累計では

前年同期を上回る結果となりました。 

また、日本における新車販売台数は、買い替え補助金制度の効果で好調に推移し、前年同期比16.8％増となり、

５年ぶりに前年同期を上回りました。   

このような状況下において、当社グループはこれまで続けてきたコスト削減活動・コスト競争力の向上をさらに

加速させつつ、新興国市場でのビジネス拡大など、マーケット環境の変化に応じた数多くの施策に取り組んでまい

りました。更にモノづくりコストの削減活動として、部品点数の削減や購買・物流の改善活動に加え、取引先と共

同で、新車の企画段階から原価低減活動を進めております。 

また、当社グループの主要製品の一つである熱交換器製品につきましては、９月に厚木工場での生産を終了し、

群馬工場を中心に統合するなど、需要に応じた生産能力の 適化、コスト競争力の強化を図っております。 

その結果、当社グループの売上高は、主要得意先の販売台数の増加により3,775億円となり前年同期に比較して 

1,019億円（37.0%）の増収となりました。 

一方、利益面につきましては、台数増の影響及びグループあげての原価低減・固定費コストの削減活動等の効果

により、営業利益は92億５千万円となり、前年同期に比較して186億５千万円の増益となりました。 

また、経常利益は、為替差損の増加（当第２四半期連結累計期間は16億９千万円、前年同期は為替差益５千万

円）等がありましたものの、デリバティブ収益の増加（当第２四半期連結累計期間はデリバティブ収益３億２千万

円、デリバティブ損失３千万円、前年同期はデリバティブ損失５億円）、持分法による投資利益の増加（当第２四

半期連結累計期間は４億６千万円、前年同期は１億５千万円）、支払利息の減少（当第２四半期連結累計期間は１

億５千万円、前年同期は４億１千万円）等の影響により、85億２千万円の利益となり、前年同期に比較して184億

２千万円の増益となりました。 

四半期純利益につきましては、特別損益において、減損損失の減少（当第２四半期連結累計期間は１千万円、前

年同期は14億３千万円）等がありましたものの、資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額８億８千万円の計上、

構造改革費用８億１千万円の計上等がありました。また、法人税等の増加（当第２四半期連結累計期間は16億５千

万円、前年同期は８億円）、少数株主利益の増加（当第２四半期連結累計期間は３億９千万円、前年同期は少数株

主損失６億６千万円）等の影響により、45億９千万円の利益となり、前年同期に比較して163億５千万円の増益と

なりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

(資産) 

流動資産は前連結会計年度末に比べて236億８千万円増加し1,929億９千万円となりました。 

これは主として受取手形及び売掛金の増加（198億５千万円）、原材料及び貯蔵品の増加（30億１千万円）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109億１千万円減少し1,324億５千万円となりました。 

これは主として機械装置及び運搬具（純額）の減少(50億７千万円)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108億２千万円増加し2,038億６千万円となりました。 

これは主として支払手形及び買掛金の増加（119億１千万円）、短期借入金の増加（22億５千万円）及び未払費

用の減少（23億１千万円）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２千万円増加し198億５千万円となりました。 

これは主として退職給付引当金の減少（９億６千万円）、その他固定負債の増加（７億１千万円）及び製品保証

引当金の増加（１億９千万円）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19億１千万円増加し1,017億３千万円となりました。 

これは主として利益剰余金の増加（45億９千万円）及び為替換算調整勘定の減少（26億３千万円）によるもので

す。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

通期業績予想につきましては、第２四半期累計の連結業績を踏まえた上で、第３四半期以降における、更なるコ

スト削減活動等の推進や、取引先の車両生産台数の堅調な推移を見込む一方で、各国の景気刺激策の終了、円高影

響等による下振れ懸念が予想されることを鑑み、以下の通り修正いたします。 
  
    売上高    720,000百万円   （対前期比 16.2％増加） 

    営業利益     15,000百万円   （対前期比   －   ） 

    経常利益     13,000百万円   （対前期比   －   ） 

    当期純利益     6,000百万円   （対前期比   －   ） 
  

※業績見通しについて  

 ①為替水準は通期平均で １ドル＝85円、１ユーロ＝112円を前提としております。 

 ②業績見通し等の将来に関する記述は、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、期末配当予想につきましては、現時点では引き続き未定とさせていただき、今後の業績推移や経営環境

を総合的に勘案して、予想額の開示が可能になり次第速やかに開示いたします。   

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

（簡便な会計処理） 

法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、又は、一時差異等の発

生状況に著しい変化が認められた場合には、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・プ

ランニングに当該著しい変化の影響を加味したものを利用する方法によっております。 

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理）  

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。 

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。 

   

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

１．会計処理の原則・手続の変更 

「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）を適用しています。 

この変更による影響はありません。  

  

資産除去債務に関する会計基準の適用 

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２四半期連結累計期間の税金等調整前四半期純利益が889百万円減少しております。 な

お、営業利益及び経常利益に与える影響は軽微であります。 

２．表示方法等の変更 

「連結財務諸表に関する会計基準」の適用 

「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）に基づく「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第5号）の

適用により、当第２四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しておりま

す。  

   

２．その他の情報
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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２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30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 13,225 14,068

受取手形及び売掛金 130,273 110,415

商品及び製品 8,034 7,515

仕掛品 4,104 4,867

原材料及び貯蔵品 20,355 17,340

繰延税金資産 340 396

その他 17,039 15,288

貸倒引当金 △373 △574

流動資産合計 192,999 169,318

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 34,584 35,824

機械装置及び運搬具（純額） 49,910 54,989

土地 17,601 17,783

建設仮勘定 2,199 3,175

その他（純額） 10,002 13,083

有形固定資産合計 114,300 124,855

無形固定資産   

のれん 207 235

ソフトウエア 6,009 6,871

ソフトウエア仮勘定 335 308

その他 319 322

無形固定資産合計 6,872 7,737

投資その他の資産   

投資有価証券 8,452 8,270

繰延税金資産 1,760 1,327

その他 1,073 1,183

貸倒引当金 △2 △7

投資その他の資産合計 11,284 10,773

固定資産合計 132,457 143,367

資産合計 325,456 312,686
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30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 117,235 105,324

短期借入金 57,259 55,004

未払費用 16,610 18,925

未払法人税等 1,507 703

工場再編損失引当金 163 810

その他 11,089 12,272

流動負債合計 203,866 193,039

固定負債   

長期借入金 91 114

繰延税金負債 3,532 3,424

退職給付引当金 10,508 11,475

製品保証引当金 3,606 3,412

その他 2,120 1,405

固定負債合計 19,859 19,831

負債合計 223,725 212,871

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 19,808 15,217

自己株式 △3,713 △3,712

株主資本合計 117,189 112,599

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 25 18

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 △5,548 △5,270

為替換算調整勘定 △19,271 △16,632

評価・換算差額等合計 △24,501 △21,590

少数株主持分 9,043 8,806

純資産合計 101,731 99,815

負債純資産合計 325,456 312,686
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（２）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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 275,589 377,550

売上原価 266,049 348,939

売上総利益 9,540 28,610

販売費及び一般管理費   

運搬費 834 1,100

製品保証引当金繰入額 1,175 1,013

貸倒引当金繰入額 189 －

給料手当及び賞与 6,160 6,341

退職給付引当金繰入額 480 248

支払手数料 2,717 3,124

その他 7,388 7,530

販売費及び一般管理費合計 18,947 19,359

営業利益又は営業損失（△） △9,407 9,251

営業外収益   

受取利息 117 90

受取配当金 87 79

受取補償金 284 27

為替差益 56 －

持分法による投資利益 159 461

デリバティブ収益 － 323

その他 389 371

営業外収益合計 1,094 1,353

営業外費用   

支払利息 414 152

為替差損 － 1,690

デリバティブ損失 504 33

その他 670 206

営業外費用合計 1,589 2,082

経常利益又は経常損失（△） △9,901 8,521

特別利益   

固定資産売却益 30 87

貸倒引当金戻入額 － 66

退職給付制度改定益 30 －

その他 5 15

特別利益合計 66 169

特別損失   

固定資産除却損 108 143

構造改革費用 － 813

関係会社再編関連損失 94 －

減損損失 1,433 18

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 889

その他 149 184

特別損失合計 1,786 2,049

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△11,621 6,641
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

法人税等 805 1,657

少数株主損益調整前四半期純利益 － 4,984

少数株主利益又は少数株主損失（△） △664 393

四半期純利益又は四半期純損失（△） △11,762 4,591
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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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△11,621 6,641

減価償却費 13,537 11,257

減損損失 1,433 18

貸倒引当金の増減額（△は減少） 63 △177

退職給付引当金の増減額（△は減少） △818 △996

製品保証引当金の増減額（△は減少） △236 364

受取利息及び受取配当金 △204 △169

支払利息 414 152

持分法による投資損益（△は益） △159 △461

投資有価証券売却損益（△は益） － △13

有形固定資産除売却損益（△は益） 84 126

売上債権の増減額（△は増加） △29,600 △23,418

たな卸資産の増減額（△は増加） 6,217 △3,954

仕入債務の増減額（△は減少） 22,117 14,512

その他 1,474 4,041

小計 2,701 7,924

利息及び配当金の受取額 276 278

利息の支払額 △427 △164

法人税等の支払額 △1,204 △930

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,346 7,107

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 △21 △23

有形固定資産の取得による支出 △8,654 △5,920

有形固定資産の売却による収入 181 498

無形固定資産の取得による支出 △597 △459

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 △5 △7

投資有価証券の売却による収入 － 16

貸付けによる支出 △126 △2,666

貸付金の回収による収入 2,291 811

その他 135 △59

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,797 △9,240

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） 5,123 2,462

長期借入金の返済による支出 △247 △130

少数株主への配当金の支払額 △54 △15

自己株式の純増減額（△は増加） △0 △1

その他 △83 △312

財務活動によるキャッシュ・フロー 4,737 2,002

現金及び現金同等物に係る換算差額 370 △733

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △342 △864

現金及び現金同等物の期首残高 10,742 14,064

現金及び現金同等物の四半期末残高 10,399 13,200
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  該当事項はありません。 

  

  

〔事業の種類別セグメント情報〕  

前第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

事業区分の方法につきましては、自動車部品事業の売上高及び営業利益の金額が、全セグメントの売上高の合 

計及び営業利益の金額の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載 

を省略しております。  

  

〔所在地別セグメント情報〕  

前第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

（注）１．国又は地域の区分の方法 

地理的近接度をベースに事業活動の相互関連性により区分しております。 

２．本邦以外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 

３．消去又は全社は、消去によるものであります。 

  

〔海外売上高〕  

前第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

（注）１．国又は地域の区分の方法 

地理的近接度をベースに事業活動の相互関連性により区分しております。 

２．各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オーストラリア 

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。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
日本 

（百万円） 
北米

（百万円）
欧州

（百万円）
アジア

（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 
 153,625  44,842  35,736  41,384  275,589  －  275,589

② セグメント間の内部

売上高 
 11,782  118  134  4,226  16,262  (16,262)  －

計  165,408  44,961  35,870  45,611  291,852  (16,262)  275,589

営業利益又は営業損失(△)  △7,487  △3,971  576  1,393  △9,488  81  △9,407

  北米 欧州 アジア 計

Ⅰ．海外売上高（百万円）  47,055  39,358  44,340  130,754

Ⅱ．連結売上高（百万円）  －  －  －  275,589

Ⅲ．海外売上高の連結売上高に占める割合（％）  17.0  14.3  16.1  47.4

カルソニックカンセイ㈱　（７２４８）　平成23年３月期　第２四半期決算短信

-9-



  

〔セグメント情報〕  

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す。 

当社グループは、国内外で主として自動車部品を生産し、グローバルサプライヤーとして世界各国に製品を提供して

おります。当社のマネジメントにおける意思決定及び業績評価は地域別に行われており、各地域の地域長及び拠点長が

その責務を負っております。したがって、当社の報告セグメントは生産・販売体制を基礎とした所在地別のセグメント

から構成されており、「日本」、「北米」、「欧州」及び「アジア」の４つを報告セグメントとしております。 

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２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日） 

 （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 

（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。 

  

該当事項はありません。  

  

  

  日本 北米 欧州 アジア 合計
調整額 
（注1） 

四半期連結
損益計算書
計上額 

売上高     

外部顧客への売上高  195,024  84,722  34,640  63,161  377,550  －  377,550

セグメント間の内部売上高  17,615  150  302  7,286  25,354  (25,354)  －

計  212,639  84,872  34,943  70,448  402,904  (25,354)  377,550

セグメント利益（営業利益）  4,310  2,243  328  2,473  9,356  (105)  9,251

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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