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(百万円未満切捨て)

１．平成24年３月期第３四半期の連結業績（平成23年４月１日～平成23年12月31日）

（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 ％

24年３月期第３四半期 568,993 0.7 14,671 △2.9 14,431 0.7 10,073 16.7

23年３月期第３四半期 565,121 27.5 15,102 ― 14,327 ― 8,629 ―

(注) 包括利益 24年３月期第３四半期 7,547百万円( 53.3％) 23年３月期第３四半期 4,924百万円( －％)

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

24年３月期第３四半期 37.59 ―
23年３月期第３四半期 32.20 ―

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

24年３月期第３四半期 330,572 117,011 32.4
23年３月期 314,763 111,528 32.4

(参考) 自己資本 24年３月期第３四半期 106,963百万円 23年３月期 101,865百万円

２．配当の状況

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

23年３月期 ― 0.00 ― 3.75 3.75

24年３月期 ― 3.75 ―

24年３月期(予想) 3.75 7.50

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

３．平成24年３月期の連結業績予想（平成23年４月１日～平成24年３月31日）

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 790,000 5.6 21,000 7.8 20,000 7.0 21,000 34.6 78.37

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



  

   
  

   
  

   
  

   
  
  

 

   

 

 

４．その他

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 24年３月期３Ｑ 273,241,631株 23年３月期 273,241,631株

② 期末自己株式数 24年３月期３Ｑ 5,279,559株 23年３月期 5,270,155株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年３月期３Ｑ 267,966,773株 23年３月期３Ｑ 268,016,352株

※ 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

本資料に記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。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）２ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。



○目  次 

 

１．当四半期決算に関する定性的情報    ・・・・・・・・・・・・・２ 

(1)  連結経営成績に関する定性的情報・・・・・・・・・・・・・２ 

(2)  連結財政状態に関する定性的情報・・・・・・・・・・・・・２ 

(3)  連結業績予想に関する定性的情報・・・・・・・・・・・・・３ 

２．サマリー情報（その他）に関する事項・・・・・・・・・・・・・４ 

(1)  当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動・・・・・４ 

(2)  四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用・・・・・４ 

(3)  会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示・・・・４ 

３．四半期連結財務諸表                ・・・・・・・・・・・・・５ 

(1)  四半期連結貸借対照表          ・・・・・・・・・・・・・５ 

(2)  四半期連結損益及び包括利益計算書・・・・・・・・・・・・７ 

(3)  四半期連結キャッシュ・フロー計算書・・・・・・・・・・・10 

(4)  継続企業の前提に関する注記    ・・・・・・・・・・・・・12 

(5)  セグメント情報等              ・・・・・・・・・・・・・12 

(6)  株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記・・・・・・12 

 

カルソニックカンセイ㈱ (7248) 平成24年３月期　第３四半期決算短信

－1－



１．当四半期決算に関する定性的情報 

(1)  連結経営成績に関する定性的情報 

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

きた洪水被害に対し、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。 

(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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(3)  連結業績予想に関する定性的情報 

当年度の業績予想については、概ね予想の範囲内で推移しているため、平成23年６月29日の通期

連結業績予想の修正及び配当予想の修正に関するお知らせから変更ありません。 

 

※業績見通しについて 

①為替水準は１ドル＝79円、１ユーロ＝110.6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。 
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２．サマリー情報（その他）に関する事項 

(1)  当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。 

 

(2)  四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

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。 

 

(3)  会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当事項はありません。 
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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)

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 － 1,059 

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 
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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) 

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 20,451 19,443 
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

(5) 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） 

 
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 

(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） 

 
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 

(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 

 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 
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