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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83期
第１四半期
連結累計期間

第84期
第１四半期
連結累計期間

第83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 (千円) 8,366,829 7,368,981 31,280,745

経常利益 (千円) 288,462 430,557 1,974,719

四半期(当期)純利益 (千円) 189,169 357,642 1,091,226

四半期包括利益又は包括利益 (千円) △54,676 682,195 1,861,847

純資産額 (千円) 27,057,081 28,960,259 28,583,940

総資産額 (千円) 37,533,177 45,553,457 43,566,950

１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) 4.92 9.36 28.49

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 (％) 57.4 51.3 52.6

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 1,674,244 1,550,783 6,820,390

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △569,416 △2,703,664 △5,828,090

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △776,160 1,461,678 △634,399

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 633,763 912,819 631,416

(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。

　

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）において営まれている

事業の内容について、重要な変更はありません。

　また、主要な関係会社についても異動はありません。
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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、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項

のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生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」についての重要な変更はありません。

　なお、重要事象等は存在しておりません。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

　親会社との株式交換について

当社は、平成25年４月23日開催の取締役会において、日本電産株式会社（以下「日本電産」といいま

す。）が当社を完全子会社とするための株式交換（以下「本株式交換」といいます。）を行うことを決議

し、同社と株式交換契約を締結しました。

本株式交換により、当社は、これまで以上に日本電産との緊密な連携を保ち、広範な分野で協力関係を深

めることで、当社が得意とする事業領域における成長戦略を加速させることが可能となり、市場において一

層の確固たる地位を確保できるものと考えています。その結果、両者の経営資源の共有化と投資効率の向上

が図られ、日本電産グループの更なる業績の拡大を実現できるものと考えています。

本株式交換契約の概要は、以下のとおりであります。
　

（1）株式交換の内容

日本電産を株式交換完全親会社、当社を株式交換完全子会社とする株式交換となります。
　

（2）株式交換の日

平成25年10月１日（予定）
　

（3）株式交換の方法

当社の株式１株に対して、日本電産の株式0.124株を割当て交付します。但し、日本電産が保有する当社株

式（平成25年３月31日時点で27,648,000株）については、本件株式交換による株式の割当ては行いません。
　

（4）株式交換比率

会社名 日本電産 当社

株式交換比率 １ 0.124
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（5）株式交換比率の算定方法

当社および日本電産は、本件株式交換の株式交換比率（以下、「本件株式交換比率」といいます。）の公

正性・妥当性を確保するため、両社がそれぞれ別個に両社から独立した第三者算定機関に本件株式交換比

率の算定を依頼することとし、当社は株式会社KPMG FAS（以下、「KPMG FAS」といいます。）を、日本電産は

アーンストアンドヤング・トランザクション・アドバイザリー・サービス株式会社（以下、「E&Y TAS」と

いいます。）を、本件株式交換比率の第三者算定機関として選定しました。

  KPMG FAS は、当社および日本電産について、当社が東京証券取引所に、日本電産が東京証券取引所、大阪

証券取引所およびニューヨーク証券取引所に上場しており、市場株価が存在していることから、株式市価法

（平成25年４月22日を算定基準日とし、一時的な株価変動等の要素をできるだけ排除しつつ可能な限り最

近の情報が反映された株価を採用するために、当社および日本電産の業績修正発表のあった平成25年１月

24日の翌日から基準日までを採用期間としています。）による評価を行いました。また、両社の将来の事業

活動の状況を算定に反映するため、DCF 法による評価を行いました。

　一方、E&Y TAS は、日本電産および当社について、市場株価法、ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー

法（以下、「DCF 法」といいます。）および類似会社比準法を採用して算定を行いました。

　当社および日本電産は、それぞれ第三者算定機関から提出を受けた本件株式交換比率の算定結果を慎重に

検討し、両社で真摯に交渉、協議した結果、本件株式交換比率が妥当であるとの判断に至り、両社間で本件株

式交換契約を締結しました。
　

（6）株式交換完全親会社となる会社の概要

（平成25年３月31日現在)
名称 日本電産株式会社
所在地 京都府京都市南区久世殿城町338番地
代表者の役職氏名 代表取締役社長　　永守　重信
資本金 66,551百万円

事業の内容
精密小型モータ、車載及び家電・商業・産業用製品、機器装置、電子・光学部品の
開発・製造販売

設立年月 1973年７月23日
決算期 ３月末
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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】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したもので

あります。
　

(1) 業績の状況

当第１四半期連結累計期間における日本の経済環境は、新政権の経済政策と日銀による量的・質的金融

緩和を受けて好転の兆しを見せております。世界経済は、米国経済が緩やかな回復傾向を、アジア経済では

ASEAN経済が底堅さを維持しているものの、中国経済の成長率の低下や欧州経済が引き続き後退局面にある

ことなどがあり、全般的に成長ペースはごく緩やかにとどまる見通しであります。

このような状況下、前年同期と比較した当第１四半期連結累計期間の当社グループの業績は、売上高は73

億６千８百万円（前年同期比11.9％減）、営業利益は３億９百万円（同1.2%減）、経常利益は４億３千万円

（同49.3％増）、当四半期純利益は３億５千７百万円（同89.1％増）となりました。
　

当第１四半期連結累計期間における当社の業績は、以下のとおりであります。

　

当社の主力製品である自動車のＣＶＴ（無段自動変速機）用コントロールバルブは、中国向けの回復遅

れ等もあり、売上高がやや低調に推移しました。欧州向け環境対応コモンレールディーゼルエンジン用燃料

流量制御弁も、昨年から欧州市場の冷え込みが続いており、前年同期比で減収となりました。

収益面では、円安の進行による海外生産子会社のコスト増、主力製品の数量減による固定費負担増、およ

び受注済みの新規製品の立上に伴う立上費用の負担などのマイナス要因がありましたが、原価低減や費用

削減に取り組み、営業利益はほぼ前年同期並みを確保いたしました。海外子会社の為替差益等もあり、経常

利益、四半期純利益では増益となりました。

                      　　     

当社は中期経営計画（TOSOKルネッサンス）に基づいて、積極的にグローバル体制の強化を推進しており

ます。日本、ベトナム、中国のグローバル開発体制構築、積極的な受注活動による新規取引先の開拓、グロー

バル生産体制の整備を進めてきましたが、本年度から新たな取引先様向けのコントロールバルブの量産を

開始します。

既存取引先様向けに加え、新規顧客様向けも含めたコントロールバルブの生産増に対応して、ダイカスト

製品の内製化も進めております。ベトナムでは、日本電産トーソク秋葉・ベトナム会社の第二棟を増強し、

中国生産分については新会社である日本電産魚岸東測（平湖）有限公司でダイカスト製品の内製を開始し

ます。             　　     

加えてベトナムではホーチミン市南方にあるベンチェ省に昨年設立した日本電産トーソク・プレシジョ

ン・ベトナム会社で量産開始に向けた準備を進めております。ホーチミンよりも労務費の安い地域での能

力増強を進め、コスト削減とリスク分散を図っていきます。     　　     

更に当期より富士重工業様新型ハイブリッド車向けの電動オイルポンプの量産を開始いたしました。こ

れまで培ってきたコントロールバルブ、電磁弁等の技術に加えて電動化製品をラインナップすることによ

り、今後更にモジュール化・電動化が進む自動車の技術進化に対応した多彩な製品を提供してまいります。

         　　     

　

(2) 財政状態の分析

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べて19億８千６百万円増加し、

455億５千３百万円となりました。これは主に、有形固定資産等が増加したことによるものです。

　当第１四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末に比べて16億１千万円増加し、165億９

千３百万円となりました。これは主に短期借入金等が増加したことによるものです。 

　当第１四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末に比べて３億７千６百万円増加し、

289億６千万円となりました。これは主に為替換算調整勘定等が増加したことによるものです。
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(3) キャッシュ・フローの状況の分析

当第１四半期連結累計期間において、営業活動によるキャッシュ・フローは15億５千万円の収入、投資

活動によるキャッシュ・フローは27億３百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローは14億６千

１百万円の収入となったことにより、当第１四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物は前連結会計

年度末と比べて２億８千１百万円増加し、９億１千２百万円になりました。
　

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当第１四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、前第１四半期連結累計期間より１

億２千３百万減少し、15億５千万円となりました。当第１四半期連結累計期間に得られた資金15億５千万

円の主な内容は、減価償却費８億６千２百万円、未収消費税等の減少額４億５千万円、税金等調整前四半

期純利益４億３千１百万円等の増加によるものです。
　

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当第１四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は、前第１四半期連結累計期間より21

億３千４百万円増加し、27億３百万円となりました。当第１四半期連結累計期間に使用した資金27億３百

万円の主な内容は、海外子会社が行った設備投資を主とした有形固定資産の取得による支出27億１千９

百万円等の減少によるものです。
　

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当第１四半期連結累計期間における財務活動による資金の増加は、前第１四半期連結累計期間より22

億３千７百万円増加し、14億６千１百万円となりました。当第１四半期連結累計期間に得られた資金14億

６千１百万円の主な内容は、短期借入金の純増加額17億７千４百万円等の増加と配当金の支払額３億６

百万円等の減少によるものです。 
　

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生

じた課題はありません。
　

(5) 研究開発活動

当第１四半期連結累計期間の研究開発費の総額は２億８百万円であります。

(補足情報)

新製品の量産手配開始を判断した後の開発部門労務費を売上原価に計上しており、当第１四半期連結

累計期間の売上原価に計上した当該費用は８千３百万円であります。
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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 81,600,000

計 81,600,000

　

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８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 38,500,46638,500,466
東京証券取引所
(市場第一部)

① 完全議決権株式であり、
　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
② 単元株式数は100株であり
　ます。

計 38,500,46638,500,466― ―

　
(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
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成25年４月１日～ 
平成25年６月30日

― 38,500,466― 5,087,026― 4,604,553

　
(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ない

ため、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３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) （自己保有株式）
普通株式    271,600

―
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 38,223,300 382,233 〃

単元未満株式 普通株式      5,566― 〃

発行済株式総数 38,500,466― ―

総株主の議決権 ― 382,233 ―

(注) １ 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が200株含まれております。

また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数２個が含まれております。

２ 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式86株が含まれております。

　
② 【自己株式等】

　 　 平成25年３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(％)

（自己保有株式）
　日本電産トーソク㈱

神奈川県座間市相武台２
-215

271,600― 271,600 0.71

計 ― 271,600― 271,600 0.71

(注) 平成25年６月30日現在、当社が実質的に保有している自己株式数は271,754株です。

　
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。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、四半期連結財務諸表規則第５条の２第２項により、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成し

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、京都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：千円)

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 631,416 912,819

受取手形及び売掛金 ※１
 4,488,370

※１
 4,780,653

親会社株式 382,840 470,560

商品及び製品 1,083,695 1,345,364

仕掛品 2,979,511 2,681,736

原材料及び貯蔵品 2,425,324 2,316,177

繰延税金資産 458,303 479,328

未収消費税等 847,770 420,173

その他 731,550 747,077

流動資産合計 14,028,783 14,153,890

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 11,547,835 12,662,620

減価償却累計額 △5,214,471 △5,331,866

建物及び構築物（純額） 6,333,363 7,330,754

機械装置及び運搬具 26,517,321 29,501,872

減価償却累計額 △13,194,184 △13,838,692

機械装置及び運搬具（純額） 13,323,137 15,663,180

工具、器具及び備品 3,218,233 3,308,056

減価償却累計額 △2,308,184 △2,364,928

工具、器具及び備品（純額） 910,049 943,128

土地 1,423,713 1,423,713

リース資産 145,899 145,899

減価償却累計額 △92,262 △98,417

リース資産（純額） 53,637 47,482

建設仮勘定 6,243,485 4,565,892

有形固定資産合計 28,287,386 29,974,153

無形固定資産

ソフトウエア 300,902 263,220

その他 11,446 9,862

無形固定資産合計 312,349 273,083

投資その他の資産

投資有価証券 84,499 104,536

繰延税金資産 157,093 150,341

その他 698,688 899,301

貸倒引当金 △1,850 △1,850

投資その他の資産合計 938,431 1,152,330

固定資産合計 29,538,167 31,399,566

資産合計 43,566,950 45,553,457
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(単位：千円)

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 ※１
 4,725,802

※１
 4,960,179

短期借入金 2,600,503 4,421,192

リース債務 24,549 22,910

未払費用 897,066 1,126,125

未払法人税等 282,307 289,072

賞与引当金 430,430 275,944

設備関係未払金 5,597,496 5,110,357

その他 250,238 211,944

流動負債合計 14,808,393 16,417,726

固定負債

リース債務 31,407 26,583

長期未払金 9,735 9,735

退職給付引当金 61,543 67,203

環境対策引当金 67,963 67,963

資産除去債務 3,968 3,985

固定負債合計 174,617 175,470

負債合計 14,983,010 16,593,197

純資産の部

株主資本

資本金 5,087,026 5,087,026

資本剰余金 4,604,553 4,604,553

利益剰余金 12,786,466 12,838,278

自己株式 △172,305 △172,350

株主資本合計 22,305,740 22,357,508

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △61,340 5,869

繰延ヘッジ損益 △1,460 △988

為替換算調整勘定 684,230 991,281

その他の包括利益累計額合計 621,429 996,163

少数株主持分 5,656,769 5,606,588

純資産合計 28,583,940 28,960,259

負債純資産合計 43,566,950 45,553,457
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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：千円)

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 8,366,829 7,368,981

売上原価 ※１
 7,042,460

※１
 6,168,621

売上総利益 1,324,368 1,200,360

販売費及び一般管理費

運搬費 67,010 51,488

給料及び手当 294,818 281,046

賞与引当金繰入額 73,102 52,779

減価償却費 31,565 38,472

研究開発費 230,991 208,604

その他 313,542 258,412

販売費及び一般管理費合計 1,011,029 890,804

営業利益 313,339 309,555

営業外収益

受取利息 496 1,803

受取配当金 9,741 4,613

為替差益 － 122,644

固定資産賃貸料 1,033 838

受取ロイヤリティー 666 3,439

その他 3,555 26,966

営業外収益合計 15,492 160,304

営業外費用

支払利息 3,079 9,402

売上割引 814 6

為替差損 35,814 －

一時帰休労務費 － 23,739

その他 660 6,153

営業外費用合計 40,368 39,302

経常利益 288,462 430,557

特別利益

有形固定資産売却益 ※２
 2,428

※２
 881

投資有価証券売却益 78,708 －

特別利益合計 81,136 881

特別損失

有形固定資産売却損 ※３
 5,813 －

有形固定資産処分損 ※４
 6,606

※４
 5

事業譲渡損 895 －

特別損失合計 13,315 5

税金等調整前四半期純利益 356,284 431,434

法人税、住民税及び事業税 164,502 187,592

法人税等調整額 △93,830 △53,405

法人税等合計 70,672 134,186

少数株主損益調整前四半期純利益 285,612 297,247

少数株主利益又は少数株主損失（△） 96,442 △60,395

四半期純利益 189,169 357,642
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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：千円)

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 285,612 297,247

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △206,444 67,210

繰延ヘッジ損益 2,456 472

為替換算調整勘定 △136,299 317,265

その他の包括利益合計 △340,288 384,948

四半期包括利益 △54,676 682,195

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △146,161 731,363

少数株主に係る四半期包括利益 91,485 △49,168
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)

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)

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 356,284 431,434

減価償却費 718,245 862,823

貸倒引当金の増減額（△は減少） △112 －

賞与引当金の増減額（△は減少） △219,496 △154,698

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,017 5,660

受取利息及び受取配当金 △10,237 △6,416

支払利息 3,079 9,402

有形固定資産売却損益（△は益） 3,384 △877

有形固定資産処分損益（△は益） 6,606 5

投資有価証券売却損益（△は益） △78,708 －

事業譲渡損益（△は益） 895 －

売上債権の増減額（△は増加） 505,849 △104,761

たな卸資産の増減額（△は増加） 669,611 211,194

仕入債務の増減額（△は減少） △340,097 43,645

未収入金の増減額（△は増加） △445,368 △30,840

未払費用の増減額（△は減少） 704,188 176,862

未収消費税等の増減額（△は増加） 226,612 450,755

その他 △148,679 △136,727

小計 1,951,040 1,757,461

利息及び配当金の受取額 10,237 6,250

利息の支払額 △3,364 △8,618

法人税等の支払額 △283,667 △204,309

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,674,244 1,550,783

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △1,033,527 △2,719,199

有形固定資産の売却による収入 84,258 42,725

無形固定資産の取得による支出 △6,728 △10,851

投資有価証券の売却による収入 391,148 －

長期貸付金の回収による収入 28,000 －

その他 △32,567 △16,338

投資活動によるキャッシュ・フロー △569,416 △2,703,664

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） △317,488 1,774,817

長期借入金の返済による支出 △28,000 －

少数株主からの払込みによる収入 39,547 －

配当金の支払額 △384,892 △306,630

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △6,363 △6,463

自己株式の取得による支出 △78,965 △45

財務活動によるキャッシュ・フロー △776,160 1,461,678

現金及び現金同等物に係る換算差額 5,281 △27,395

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 333,948 281,402

現金及び現金同等物の期首残高 299,814 631,416

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１
 633,763

※１
 912,819
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

※１　四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。

なお、当第１四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満

期手形が、四半期連結会計期間末残高に含まれております。
　

　
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)

受取手形 10,267千円 12,078千円

支払手形 2,473 〃 1,782 〃

　
(四半期連結損益計算書関係)

※１　通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低下による簿価切下額は、次のとおりであります。
　

　
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)

売上原価 21,847千円 20,629千円

なお、金額は洗替法によっております。

　

※２　有形固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。
　

　
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)

機械装置及び運搬具 2,428千円 824千円

工具、器具及び備品 ―〃 57 〃

    計 2,428千円 881千円

　

※３　有形固定資産売却損の内容は、次のとおりであります。
　

　
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)

機械装置及び運搬具 5,813千円 ― 千円

　

※４　有形固定資産処分損の内容は、次のとおりであります。
　

　
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)

建物及び構築物 ― 千円 5千円

機械装置及び運搬具 6,331 〃 ―〃

工具、器具及び備品 274 〃 0 〃

    計 6,606千円 5千円

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、

次のとおりであります。
　

　
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)

現金及び預金勘定 633,763千円 912,819千円

現金及び現金同等物 633,763千円 912,819千円
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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)

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

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５月13日
取締役会

普通株式 384,806 10.00平成24年３月31日 平成24年６月７日 利益剰余金

　

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計

期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

　
３．株主資本の金額の著しい変動

自己株式の取得

当社は、当第１四半期連結会計期間において、平成24年5月21日開催の取締役会決議に基づき、自己株式

を119,000株、78,946千円取得いたしました。

なお、当第１四半期連結会計期間末における自己株式は138,862株、89,999千円となっております。

　
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．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

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５月12日
取締役会

普通株式 305,830 8.00平成25年３月31日 平成25年６月６日 利益剰余金

　
２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計

期間の末日後となるもの

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社グループは単一の報告セグメントであるため、記載を省略しております。

　

(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 4円92銭 9円36銭

  (算定上の基礎) 　 　

    四半期純利益金額(千円) 189,169 357,642

    普通株主に帰属しない金額(千円) ─ ─

    普通株式に係る四半期純利益金額(千円) 189,169 357,642

    普通株式の期中平均株式数(株) 38,441,125 38,228,739

(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83期（平成24年４月１日から平成25年３月31日まで）期末配当については、平成25年５月12日開

催の取締役会において、平成25年３月31日の最終の株主名簿に記載された株主に対し、次のとおり期末

配当を行うことを決議し、配当を行っております。

① 配当金の総額 305,830千円

② １株当たりの金額      8円00銭

③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成25年６月６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25年８月８日

日本電産トーソク株式会社

取締役会  御中

　

京都監査法人

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    若    山    聡    満    印

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    齋    藤    勝    彦    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」に掲げられている日本
電産トーソク株式会社の平成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、四半期連結キャッシュ・フロー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、日本電産トーソク株式会社及び連結子会社の
平成25年６月30日現在の財政状態並びに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及び
キャッシュ・フローの状況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。

 ２．四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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