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(百万円未満切捨て)

１．平成25年３月期第２四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24年９月30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 ％

25年３月期第２四半期 383,724 6.5 5,462 △31.0 5,101 △39.9 2,139 △53.6
24年３月期第２四半期 360,465 △4.5 7,915 △14.4 8,484 △0.4 4,607 0.4

(注) 包括利益 25年３月期第２四半期 1,395百万円(△66.1％) 24年３月期第２四半期 4,111百万円( 113.0％)

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

25年３月期第２四半期 7.98 －
24年３月期第２四半期 17.19 －

（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 ％

25年３月期第２四半期 333,040 132,926 36.8
24年３月期 339,389 132,569 36.0

(参考) 自己資本 25年３月期第２四半期 122,407百万円 24年３月期 122,060百万円

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

24年３月期 － 3.75 － 3.75 7.50

25年３月期 － 3.75

25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25年３月期の連結業績予想（平成24年４月１日～平成25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 750,000 △4.1 18,000 △18.0 17,000 △22.8 10,000 △58.8 37.32

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有



  

 

     

     

     

     

 

 

 

 
  

※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 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) 25年３月期２Ｑ 273,241,631株 24年３月期 273,241,631株

② 期末自己株式数 25年３月期２Ｑ 5,282,813株 24年３月期 5,280,535株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期２Ｑ 267,959,812株 24年３月期２Ｑ 267,968,588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）３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。
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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。 

 

(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。 

  

カルソニックカンセイ㈱ (7248) 平成25年３月期　第２四半期決算短信

- 2 -



(3)  連結業績予想に関する定性的情報 

平成24年５月11日に公表しました業績予想を修正しております。 

詳細については、本日（平成24年11月７日）公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧くだ

さい。 

※業績見通しについて 

①為替水準は１ドル＝80円、１ユーロ＝102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。 

 

２．サマリー情報（注記事項）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。 

 

(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 14,230 14,295 
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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） 

 
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 

(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） 

 
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 

(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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(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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