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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２四半期
連結累計期間

第84期
第２四半期
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９月30日

自 平成25年４月１日
至 平成25年９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) 16,759,702 15,820,290 31,280,745

経常利益 (千円) 895,890 958,391 1,974,719

四半期(当期)純利益 (千円) 508,402 707,372 1,091,226

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 322,696 1,019,544 1,861,847

純資産額 (千円) 27,352,185 29,297,543 28,583,940

総資産額 (千円) 39,984,019 47,371,394 43,566,950

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 13.25 18.50 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 (％) 54.3 50.0 52.6

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 2,312,180 1,236,440 6,820,390

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △1,879,011 △5,175,020 △5,828,090

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △160,983 3,855,939 △634,399

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 590,643 535,747 631,416

　

回次
第83期

第２四半期
連結会計期間

第84期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自　平成24年７月１日
至　平成24年９月30日

自　平成25年７月１日
至　平成25年９月30日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 8.34 9.15

(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２四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２四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】

当第２四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】

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２四半期連結累計期間における日本の経済環境は、昨年末からの回復基調を維持しており、デフ

レ脱却に向け雇用・賃金や国内設備投資・物価といった分野にも動意がみられ始めています。

世界経済は、米国経済が緩やかな回復傾向を、欧州経済が底打ちの兆しを示しているものの、中国経済

の成長率の低下や米国金融緩和の出口戦略が米国経済・世界経済に与える影響が懸念され、全般的に成

長ペースは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２四半期連結累計期間における当社グループの業績は、

売上高は158億２千万円（前年同期比5.6％減）、営業利益は８億５千９百万円（同8.5％減）、経常利

益は９億５千８百万円（同7.0％増）、当四半期純利益は７億７百万円（同39.1％増）となりました。
　

当第２四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

遅れの影響が残っていましたが、当第２四半期より新顧客・新型コントロールバルブの販売を開始した

ことなどにより、売上高は増加してきております。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、昨年からの欧州市場の冷え込みから持ち直してきており、前年同期比で増収に転

じました。加えて、新型ハイブリット車向けの電動オイルポンプの量産を開始しましたが、計画を大き

く上回る売上を達成しました。

　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、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

保し、経常利益、四半期純利益では増益となりました。

　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て量産を開始しております。

中国については、下期から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・

ベトナム会社では、下期からの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。

当社は、９月26日で東京証券取引所第一部上場廃止となり、10月１日より日本電産株式会社の完全子

会社となります。

　当社は中期経営計画（TOSOKルネッサンス）に基づいた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、今後は日本電産株式会社の

車載事業との間でシナジー効果の強化も進めてまいります。

これまで当社が培ってきたコントロールバルブ、電磁弁等の技術に加え、日本電産株式会社とのシナ

ジーを活用して新たに電動オイルポンプをラインナップに追加しました。今後は完全子会社化のメリッ

トを最大限に活かし、自動車のモジュール化・電動化に対応した多彩な製品を提供してまいります。
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(2) 財政状態の分析

当第２四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38億４百万円増加し、

473億７千１百万円となりました。これは主に有形固定資産と受取手形及び売掛金が増加したことによ

るものです。

　当第２四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30億９千万円増加し、180

億７千３百万円となりました。これは主に支払手形及び買掛金と短期借入金が増加したことと、海外子

会社で実施した設備投資による設備関係未払金が減少したことによるものです。

　当第２四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７億１千３百万円増加

し、292億９千７百万円となりました。これは主に為替換算調整勘定が増加したことによるものです。

　
(3) キャッシュ・フローの状況の分析

当第２四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12億３千６百万円の収

入、投資活動によるキャッシュ・フローは51億７千５百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フ

ローは38億５千５百万円の収入となったことにより、当第２四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９千５百万円減少し、５億３千５百万円になりました。

　
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当第２四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２四半期連結累計期間より10

億７千５百万円減少し、12億３千６百万円となりました。当第２四半期連結累計期間に得られた資金12

億３千６百万円の主な内容は、減価償却費18億４千万円、税金等調整前四半期純利益９億６千８百万

円、仕入債務の増加額８億６千８百万円等の増加と、売上債権の増加額10億２千７百万円、たな卸資産

の増加額５億５千９百万円等の減少によるものです。

　
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当第２四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２四半期連結累計期間より32

億９千６百万円増加し、51億７千５百万円となりました。当第２四半期連結累計期間に使用した資金51

億７千５百万円の主な内容は、海外子会社で実施した設備投資を主とした有形固定資産の取得による支

出54億２千２百万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２四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２四半期連結累計期間より40

億１千６百万円増加し、38億５千５百万円となりました。当第２四半期連結累計期間に得られた資金38

億５千５百万円の主な内容は、短期借入金の純増額41億７千４百万円の増加と、配当金の支払額３億５

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２四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２四半期連結累計期間の研究開発費の総額は４億８百万円であります。

(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２四半期連結

累計期間の売上原価に計上した当該費用は１億３千５百万円であります。
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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２四半期会計期間末

現在発行数(株)
(平成25年９月30日)

提出日現在発行数(株)
(平成25年11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 38,500,466 38,228,648 ―

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 38,500,466 38,228,648 ― ―

（注）１. 平成25年９月14日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づく自己株式の消却を決議し、平成

25年10月１日付で271,818株の自己株式の消却を実施しております。

２. 第２四半期会計期間末現在の上場金融商品取引所は、東京証券取引所（市場第一部）であります。

なお、当社株式は平成25年10月１日を効力発生日とした、日本電産株式会社を完全親会社、当社を完全子

会社とする株式交換により、平成25年９月26日をもって上場廃止となっております。

　

(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７月１日～
平成25年９月30日

― 38,500,466 ― 5,087,026 ― 4,604,553
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(6) 【大株主の状況】

　 　 平成25年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

日本電産株式会社 京都府京都市南区久世殿城町338番地 27,648 71.81

永守重信 京都府京都市西京区 1,300 3.38

GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
(常任代理人 ゴールドマン・
サックス証券株式会社)

133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB,UK
(東京都港区六本木６丁目10-１)

785 2.04

STATE STREET BANK AND TRUST
COMPANY (常任代理人 香港上海
銀行東京支店)

P.O.BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101
U.S.A.
(東京都中央区日本橋３丁目11-１)

492 1.28

株式会社京都銀行
京都府京都市下京区烏丸通松原上る薬師前町
700番地

400 1.04

木村信一 神奈川県茅ヶ崎市 350 0.91

大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内１丁目９-１ 334 0.87

日本生命保険相互会社
東京都千代田区丸の内１丁目６-６ 日本生命
証券管理部内

300 0.78

株式会社損害保険ジャパン 東京都新宿区西新宿１丁目２６-１ 252 0.65

CREDIT SUISSE SECURITIES
(EUROPE) LIMITED PB OMNIBUS
CLIENT ACCOUNT (常任代理人 ク
レディ・スイス証券株式会社)

ONE CABOT SQUARE LONDON E14 4QJ
(東京都港区六本木１丁目６-１)

246 0.64

計 ― 32,109 83.40

（注）上記のほか当社保有の自己株式271千株（0.71％）があります。

　
　
(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成25年９月30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　　 271,800

―
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　38,223,700 382,237 〃

単元未満株式 普通株式　    4,966 ― 〃

発行済株式総数 38,500,466 ― ―

総株主の議決権 ― 382,237 ―

(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(議決権2個)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18株が含まれております。
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② 【自己株式等】

　 　 平成25年９月30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２-215 271,800 ― 271,800 0.71

計 ― 271,800 ― 271,800 0.71

（注）平成25年10月15日付にて、住所が神奈川県座間市相武台二丁目24番１号に変更となりました。

　
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２四半期連結会計期間(平成25年７月１

日から平成25年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成25年４月１日から平成25年９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２四半期連結会計期間
(平成25年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 631,416 535,747

受取手形及び売掛金 4,488,370 5,674,148

親会社株式 382,840 550,800

商品及び製品 1,083,695 1,554,603

仕掛品 2,979,511 2,682,161

原材料及び貯蔵品 2,425,324 2,868,827

繰延税金資産 458,303 335,883

未収消費税等 847,770 560,138

その他 731,550 562,706

流動資産合計 14,028,783 15,325,016

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 11,547,835 12,673,852

減価償却累計額 △5,214,471 △5,423,647

建物及び構築物（純額） 6,333,363 7,250,205

機械装置及び運搬具 26,517,321 31,383,821

減価償却累計額 △13,194,184 △14,438,125

機械装置及び運搬具（純額） 13,323,137 16,945,696

工具、器具及び備品 3,218,233 3,471,390

減価償却累計額 △2,308,184 △2,416,104

工具、器具及び備品（純額） 910,049 1,055,285

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 △104,421

リース資産（純額） 53,637 41,478

建設仮勘定 6,243,485 3,606,700

有形固定資産合計 28,287,386 30,323,080

無形固定資産

ソフトウエア 300,902 241,592

その他 11,446 8,278

無形固定資産合計 312,349 249,870

投資その他の資産

投資有価証券 84,499 111,363

繰延税金資産 157,093 144,193

その他 698,688 1,219,719

貸倒引当金 △1,850 △1,850

投資その他の資産合計 938,431 1,473,426

固定資産合計 29,538,167 32,046,377

資産合計 43,566,950 47,371,394
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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２四半期連結会計期間
(平成25年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 4,725,802 5,764,565

短期借入金 2,600,503 6,797,446

リース債務 24,549 22,064

未払費用 897,066 574,980

未払法人税等 282,307 296,829

賞与引当金 430,430 386,350

設備関係未払金 5,597,496 3,862,263

その他 250,238 200,461

流動負債合計 14,808,393 17,904,962

固定負債

リース債務 31,407 21,487

長期未払金 9,735 9,735

退職給付引当金 61,543 65,700

環境対策引当金 67,963 67,963

資産除去債務 3,968 4,002

固定負債合計 174,617 168,888

負債合計 14,983,010 18,073,850

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 13,188,008

自己株式 △172,305 △172,416

株主資本合計 22,305,740 22,707,171

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 59,987

繰延ヘッジ損益 △1,460 △68

為替換算調整勘定 684,230 942,268

その他の包括利益累計額合計 621,429 1,002,188

少数株主持分 5,656,769 5,588,183

純資産合計 28,583,940 29,297,543

負債純資産合計 43,566,950 47,371,394
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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：千円)

前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
  至 平成25年９月30日)

売上高 16,759,702 15,820,290

売上原価
※１ 13,789,818 ※１ 13,198,614

売上総利益 2,969,884 2,621,676

販売費及び一般管理費

運搬費 133,056 96,256

給料及び手当 574,633 506,341

賞与引当金繰入額 144,799 77,975

減価償却費 63,090 82,279

研究開発費 526,762 408,910

その他 588,060 590,023

販売費及び一般管理費合計 2,030,403 1,761,786

営業利益 939,481 859,889

営業外収益

受取利息 955 3,854

受取配当金 10,486 4,613

為替差益 － 97,352

固定資産賃貸料 2,066 1,770

受取ロイヤリティー 8,276 11,663

その他 5,839 42,183

営業外収益合計 27,624 161,438

営業外費用

支払利息 6,237 29,156

売上割引 1,566 114

為替差損 61,411 －

一時帰休労務費 － 23,739

その他 1,999 9,926

営業外費用合計 71,214 62,936

経常利益 895,890 958,391

特別利益

有形固定資産売却益
※２ 2,412 ※２ 9,943

投資有価証券売却益 78,708 －

特別利益合計 81,120 9,943

特別損失

有形固定資産売却損
※３ 5,797 －

有形固定資産処分損
※４ 24,337 ※４ 99

事業譲渡損 41,900 －

特別損失合計 72,035 99

税金等調整前四半期純利益 904,976 968,235

法人税、住民税及び事業税 240,536 279,148

法人税等調整額 △57,109 62,295

法人税等合計 183,426 341,444

少数株主損益調整前四半期純利益 721,549 626,791

少数株主利益又は少数株主損失（△） 213,146 △80,580
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四半期純利益 508,402 707,372
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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：千円)

前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 721,549 626,791

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △219,682 121,328

繰延ヘッジ損益 △2,390 1,391

為替換算調整勘定 △176,779 270,032

その他の包括利益合計 △398,852 392,752

四半期包括利益 322,696 1,019,544

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 116,383 1,091,523

少数株主に係る四半期包括利益 206,312 △71,978
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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)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25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 904,976 968,235

減価償却費 1,472,751 1,840,089

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,902 －

賞与引当金の増減額（△は減少） 69,730 △44,217

退職給付引当金の増減額（△は減少） 96 4,157

受取利息及び受取配当金 △11,441 △8,468

支払利息 6,237 29,156

有形固定資産売却損益（△は益） 3,384 △9,943

有形固定資産処分損益（△は益） 24,337 99

投資有価証券売却損益（△は益） △78,708 －

事業譲渡損益（△は益） 41,900 －

売上債権の増減額（△は増加） 184,419 △1,027,690

たな卸資産の増減額（△は増加） 927,643 △559,714

仕入債務の増減額（△は減少） △114,419 868,453

未収入金の増減額（△は増加） △596,251 △112,973

未払費用の増減額（△は減少） 120,051 △322,210

未収消費税等の増減額（△は増加） △21,344 308,313

その他 △303,424 △403,732

小計 2,627,036 1,529,554

利息及び配当金の受取額 11,441 8,468

利息の支払額 △5,710 △30,983

法人税等の支払額 △320,586 △270,598

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,312,180 1,236,440

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 △2,302,716 △5,422,560

有形固定資産の売却による収入 803 111,100

無形固定資産の取得による支出 △38,805 △12,522

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 －

事業譲渡による収入 89,231 151,939

その他 △46,672 △2,978

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,879,011 △5,175,020

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） 385,665 4,174,692

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 △384,176 △305,873

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △12,749 △12,767

自己株式の取得による支出 △161,271 △111

財務活動によるキャッシュ・フロー △160,983 3,855,939

現金及び現金同等物に係る換算差額 18,643 △13,028

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 290,828 △95,669

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
※１ 590,643 ※１ 535,747
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【注記事項】

(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)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日)

売上原価 31,323千円 4,436千円

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)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日)

機械装置及び運搬具 2,403千円 9,886千円

工具、器具及び備品 9 〃 57 〃

   計 2,412千円 9,943千円

　

※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)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日)

機械装置及び運搬具 5,797千円 ― 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)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日)

建物及び構築物 145千円 92千円

機械装置及び運搬具 23,916 〃 0 〃

工具、器具及び備品 274 〃 7 〃

   計 24,337千円 99千円

　

(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)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日)

現金及び預金勘定 590,643千円 535,747千円

現金及び現金同等物 590,643千円 535,747千円
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(株主資本等関係)

前第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．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２四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２四半期連結会計

期間の末日後となるもの

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10月24日
取締役会

普通株式 305,830 8.00 平成24年９月30日 平成24年12月４日 利益剰余金

　

当第２四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年９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２四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２四半期連結会計

期間の末日後となるもの

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10月21日
取締役会

普通株式 305,829 8.00 平成25年９月30日 平成25年12月３日 利益剰余金
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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)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日)

　　１株当たり四半期純利益金額 13円25銭 18円50銭

    (算定上の基礎) 　 　

   四半期純利益金額(千円) 508,402 707,372

   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) 508,402 707,372

    普通株式の期中平均株式数(株) 38,368,763 38,228,712

(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)

    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を行うことが決議され、平成25年10月１日に日本電産株式会

社の完全子会社となりました。

　

２ 【その他】

第84期（平成25年４月１日から平成26年３月31日まで）中間配当については、平成25年10月21日開

催の取締役会において、平成25年９月30日の最終の株主名簿に記録された株主に対し、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 305,829千円

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12月3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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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

独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成25年11月８日

日本電産トーソク株式会社

取締役会 御中

　

　

　

　
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２四半期連結会
計期間（平成25年７月１日から平成25年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成25年４月１日か
ら平成25年９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９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第２四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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