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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３四半期
連結累計期間

第84期
第３四半期
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12月31日

自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日

自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日

売上高 (千円) 23,934,105 26,419,786 31,280,745

経常利益 (千円) 1,705,653 2,123,433 1,974,719

四半期(当期)純利益 (千円) 1,024,584 1,519,361 1,091,226

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 1,412,801 2,502,797 1,861,847

純資産額 (千円) 28,134,893 30,474,966 28,583,940

総資産額 (千円) 43,523,158 50,805,457 43,566,950

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 26.73 39.74 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 (％) 51.5 48.7 52.6

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 3,739,598 2,692,081 6,820,390

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △4,120,040 △6,733,849 △5,828,090

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 751,519 4,865,259 △634,399

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 652,764 1,303,382 631,416
 

　

回次
第83期

第３四半期
連結会計期間

第84期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自　平成24年10月１日
至　平成24年12月31日

自　平成25年10月１日
至　平成25年12月31日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 13.50 21.24
 

(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３四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３四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３四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３四半期連結累計期間における日本の経済環境は、デフレ脱却と本格的な経済再生に向け、着実

に地歩を固めつつあります。

世界経済は、米国経済が緩やかな回復傾向を、欧州経済が緩やかな持ち直しへと徐々に転じつつあり、

アジア経済も、強弱まちまちながらも、先進国向け輸出の持ち直しと成長力豊かな内需に支えられて成

長を維持する見込みであります。

このような状況下、前年同期と比較した当第３四半期連結累計期間における当社グループの業績は、

売上高が264億１千９百万円（前年同期比10.4％増）、営業利益が18億９千４百万円（同22.5％増）、

経常利益が21億２千３百万円（同24.5％増）、当四半期純利益は15億１千９百万円（同48.3％増）とな

りました。
　

当第３四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自動変速機用コントロールバルブでは、新顧客向けに新型CVT用コン

トロールバルブの量産を開始しました。また、自動車の電動化に対応した新製品である電動オイルポン

プも、新型ハイブリッド車向けに販売を開始したことなどにより、売上高は四半期会計期間としては過

去最高の105億円となり、当第３四半期連結累計期間の前年同期比でも増収となりました。

　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、新規製品の立上に伴う立上費用の負担増

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、前年同期比で増益となりまし

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

開始しております。

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・

ベトナム会社も下期からコントロールバルブに組込まれる部品の量産を開始しました。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

会社となりました。

　当社は中期経営計画（TOSOKルネッサンス）に基づき、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、電動化新製品のラインアップ強化等、会社の成

長を進めてまいりましたが、日本電産株式会社の車載事業との間でシナジー強化も進め、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。
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(2) 財政状態の分析

当第３四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72億３千８百万円増加

し、508億５百万円となりました。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３四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53億４千７百万円増加し、

203億３千万円となりました。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３四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18億９千１百万円増加

し、304億７千４百万円となりました。これは主に利益剰余金と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３四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26億９千２百万円の収

入、投資活動によるキャッシュ・フローは67億３千３百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フ

ローは48億６千５百万円の収入となったことにより、当第３四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６億７千１百万円増加し、13億３百万円になりました。

　
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当第３四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３四半期連結累計期間より10

億４千７百万円減少し、26億９千２百万円となりました。当第３四半期連結累計期間に得られた資金26

億９千２百万円の主な内容は、減価償却費28億７千５百万円、税金等調整前四半期純利益22億４千６百

万円、仕入債務の増加額19億５千４百万円等の増加と、売上債権の増加額17億９千１百万円、たな卸資

産の増加額13億６千５百万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３四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３四半期連結累計期間より26

億１千３百万円増加し、67億３千３百万円となりました。当第３四半期連結累計期間に使用した資金67

億３千３百万円の主な内容は、親会社株式の売却による収入６億２千８百万円が有った一方、ベトナ

ム、中国の子会社で新顧客、新製品向けの設備投資による支出が大きく76億１千６百万円を行ったこと

によるものです。

　
(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当第３四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３四半期連結累計期間より41

億１千３百万円増加し、48億６千５百万円となりました。当第３四半期連結累計期間に得られた資金48

億６千５百万円の主な内容は、短期借入金の純増額54億９千６百万円と、配当金の支払額６億１千２百

万円です。 

　
(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四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３四半期連結累計期間の研究開発費の総額は６億５千１百万円であります。

(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３四半期連結

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

現在発行数(株)
(平成25年12月31日)

提出日現在発行数(株)
(平成26年２月７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 38,228,648 38,228,648 ―
単元株式数は100株であり
ます。

計 38,228,648 38,228,648 ― ―
 

(注) 当四半期連結会計期間において、自己株式(271,818株)を全数消却しています。

なお、平成25年９月26日をもって、親会社による完全子会社化のため、当社株式は上場廃止となりました。

　

(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10月１日
（注）

△271,818 38,228,648 ― 5,087,026 △172,416 4,432,136
 

(注) 発行済株式総数および資本準備金残高の減少は、自己株式全数消却によるものです。
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(6) 【大株主の状況】

 平成25年10月１日付けで当社は親会社（日本電産株式会社）による完全子会社化のため、株主数が

１名となりました。詳細は下記のとおりです。
　

氏名又は名称 住所
所有株式数

(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 38,228,648 100.00
 

　

(7) 【議決権の状況】

 当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、上記の理由により、平成25年10月

１日に基づく株主名簿による記載をしています。

　
① 【発行済株式】

平成25年12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） ― ― ―

完全議決権株式（その他） 普通株式　38,228,600 382,286 ―

単元未満株式 普通株式　       48 ― １単元(100株)未満の株式

発行済株式総数 38,228,648 ― ―

総株主の議決権 ― 382,286 ―
 

　

② 【自己株式等】

 平成25年10月１日をもって、自己株式（271,818株）を全数消却しました。

　

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。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３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３四半期連結会計期間(平成25年10月１

日から平成25年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成25年４月１日から平成25年12月31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３四半期連結会計期間
(平成25年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 631,416 1,303,382

受取手形及び売掛金
※１ 4,488,370 ※１ 6,861,059

親会社株式 382,840 －

商品及び製品 1,083,695 1,466,203

仕掛品 2,979,511 3,371,231

原材料及び貯蔵品 2,425,324 3,185,038

繰延税金資産 458,303 300,104

未収消費税等 847,770 589,228

その他 731,550 461,998

流動資産合計 14,028,783 17,538,247

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 11,547,835 12,908,814

減価償却累計額 △5,214,471 △5,560,792

建物及び構築物（純額） 6,333,363 7,348,022

機械装置及び運搬具 26,517,321 33,212,336

減価償却累計額 △13,194,184 △15,247,730

機械装置及び運搬具（純額） 13,323,137 17,964,606

工具、器具及び備品 3,218,233 3,624,900

減価償却累計額 △2,308,184 △2,520,824

工具、器具及び備品（純額） 910,049 1,104,075

土地 1,423,713 1,423,713

リース資産 145,899 148,963

減価償却累計額 △92,262 △110,408

リース資産（純額） 53,637 38,554

建設仮勘定 6,243,485 3,503,284

有形固定資産合計 28,287,386 31,382,256

無形固定資産

ソフトウエア 300,902 223,955

その他 11,446 6,694

無形固定資産合計 312,349 230,649

投資その他の資産

投資有価証券 84,499 119,296

繰延税金資産 157,093 152,084

その他 698,688 1,384,772

貸倒引当金 △1,850 △1,850

投資その他の資産合計 938,431 1,654,303

固定資産合計 29,538,167 33,267,209

資産合計 43,566,950 50,805,457
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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３四半期連結会計期間
(平成25年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金
※１ 4,725,802 ※１ 7,172,377

短期借入金 2,600,503 8,239,483

リース債務 24,549 21,811

未払費用 897,066 696,703

未払法人税等 282,307 231,304

賞与引当金 430,430 247,175

設備関係未払金 5,597,496 2,907,486

その他 250,238 653,498

流動負債合計 14,808,393 20,169,841

固定負債

リース債務 31,407 18,670

長期未払金 9,735 1,035

退職給付引当金 61,543 68,961

環境対策引当金 67,963 67,963

資産除去債務 3,968 4,019

固定負債合計 174,617 160,649

負債合計 14,983,010 20,330,490

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 4,432,136

利益剰余金 12,786,466 13,694,168

自己株式 △172,305 －

株主資本合計 22,305,740 23,213,331

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 41,629

繰延ヘッジ損益 △1,460 －

為替換算調整勘定 684,230 1,492,059

その他の包括利益累計額合計 621,429 1,533,688

少数株主持分 5,656,769 5,727,947

純資産合計 28,583,940 30,474,966

負債純資産合計 43,566,950 50,805,457
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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３四半期連結累計期間】

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年12月31日)

売上高 23,934,105 26,419,786

売上原価
※１ 19,394,226 ※１ 21,799,856

売上総利益 4,539,878 4,619,930

販売費及び一般管理費

運搬費 185,276 165,131

給料及び手当 833,732 747,318

賞与引当金繰入額 199,731 135,141

減価償却費 94,255 122,792

研究開発費 832,574 651,387

その他 847,794 903,907

販売費及び一般管理費合計 2,993,364 2,725,678

営業利益 1,546,513 1,894,251

営業外収益

受取利息 2,278 4,986

受取配当金 18,067 8,257

為替差益 127,359 216,514

固定資産賃貸料 3,099 2,743

受取ロイヤリティー 9,107 11,663

その他 16,135 75,745

営業外収益合計 176,047 319,911

営業外費用

支払利息 11,854 51,137

売上割引 1,592 118

一時帰休労務費 － 23,739

その他 3,461 15,734

営業外費用合計 16,907 90,730

経常利益 1,705,653 2,123,433

特別利益

有形固定資産売却益
※２ 2,441 ※２ 10,131

投資有価証券売却益 78,708 －

親会社株式売却益 － 115,320

特別利益合計 81,149 125,451

特別損失

有形固定資産売却損
※３ 5,872 ※３ 763

有形固定資産処分損
※４ 33,460 ※４ 1,369

事業譲渡損 43,867 －

特別損失合計 83,201 2,132

税金等調整前四半期純利益 1,703,601 2,246,752
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(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年12月31日)

法人税、住民税及び事業税 309,477 572,339

法人税等調整額 64,764 109,420

法人税等合計 374,242 681,760

少数株主損益調整前四半期純利益 1,329,359 1,564,992

少数株主利益 304,774 45,631

四半期純利益 1,024,584 1,519,361
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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：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 1,329,359 1,564,992

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △244,572 102,969

繰延ヘッジ損益 1,007 1,460

為替換算調整勘定 327,007 833,375

その他の包括利益合計 83,441 937,805

四半期包括利益 1,412,801 2,502,797

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,093,748 2,431,620

少数株主に係る四半期包括利益 319,052 71,177
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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３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
  至 平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
  至 平成25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 1,703,601 2,246,752

減価償却費 2,270,945 2,875,915

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,906 －

賞与引当金の増減額（△は減少） △148,542 △184,273

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4,753 7,418

受取利息及び受取配当金 △20,345 △13,244

支払利息 11,854 51,137

有形固定資産売却損益（△は益） 3,431 △9,368

有形固定資産処分損益（△は益） 33,460 1,369

親会社株式売却損益（△は益） － △115,320

投資有価証券売却損益（△は益） △78,708 －

事業譲渡損益（△は益） 43,867 －

売上債権の増減額（△は増加） 801,902 △1,791,547

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,935 △1,365,858

仕入債務の増減額（△は減少） 113,213 1,954,498

未収入金の増減額（△は増加） △317,108 △49,879

未払費用の増減額（△は減少） 128,153 △204,814

未収消費税等の増減額（△は増加） △299,449 310,096

その他 △25,907 △346,344

小計 4,217,279 3,366,538

利息及び配当金の受取額 20,345 13,244

利息の支払額 △7,925 △53,561

法人税等の支払額 △490,100 △634,139

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,739,598 2,692,081

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 △4,778,365 △7,616,850

有形固定資産の売却による収入 825 136,731

無形固定資産の取得による支出 △41,207 △34,107

親会社株式の売却による収入 － 628,320

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 60,000 －

事業譲渡による収入 326,693 153,166

その他 △79,135 △1,111

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,120,040 △6,733,849

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） 1,642,139 5,496,734

長期借入金の返済による支出 △60,000 －

少数株主からの払込みによる収入 39,547 －

配当金の支払額 △690,093 △612,309

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △18,803 △19,053

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 751,519 4,865,259
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(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
  至 平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
  至 平成25年12月31日)

現金及び現金同等物に係る換算差額 △18,127 △151,525

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 352,949 671,965

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
※１ 652,764 ※１ 1,303,382
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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３四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３四半期連結会計期間

(平成25年12月31日)

受取手形 10,267千円 315千円

支払手形 2,473 〃  ― 〃
 

　
(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３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日)

売上原価 59,635千円 7,880千円
 

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３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日)

機械装置及び運搬具 2,352千円 10,073千円

工具、器具及び備品 88 〃 57 〃

   計 2,441千円 10,131千円
 

　

※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３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日)

機械装置及び運搬具 5,871千円 763千円

工具、器具及び備品 1 〃 ―  〃

   計 5,872千円 763千円
 

　

※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３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日)

建物及び構築物 145千円 97千円

機械装置及び運搬具 32,430 〃 1,271 〃

工具、器具及び備品 883 〃 0 〃

   計 33,460千円 1,369千円
 

　

(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３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日)

現金及び預金勘定 652,764千円 1,303,382千円

現金及び現金同等物 652,764千円 1,303,382千円
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(株主資本等関係)

前第３四半期連結累計期間(自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31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

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
 

　
２．基準日が当第３四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３四半期連結会計

期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

　

３．株主資本の著しい変動

自己株式の取得

当社は、当第３四半期連結累計期間において、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251,800株、161,236千円取得いたしました。

なお、当第３四半期連結会計期間末における自己株式は271,686株、172,305千円となっております。

　
当第３四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年12月31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

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
 

　
２．基準日が当第３四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３四半期連結会計

期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

　
３．株主資本の著しい変動

自己株式の消却

当社は、平成25年９月14日開催の取締役会決議に基づき、自己株式を消却することを決議し、平成25

年10月１日をもって、自己株式（271,818株）を全数消却しました。

これにより、当第３四半期連結会計期間において自己株式が172,416千円減少し、同額資本剰余金が

減少しております。この結果、当第３四半期連結会計期間末において資本金が5,087,026千円、資本剰

余金が4,432,136千円となっております。
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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３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日)

　　１株当たり四半期純利益金額 26円73銭 39円74銭

    (算定上の基礎) 　 　

   四半期純利益金額(千円) 1,024,584 1,519,361

   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) 1,024,584 1,519,361

    普通株式の期中平均株式数(株) 38,326,768 38,228,693
 

(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し、配当を行っております。

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
 

　

　

EDINET提出書類

日本電産トーソク株式会社(E02291)

四半期報告書

17/19



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26年２月７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３四半期連結会
計期間(平成25年10月１日から平成25年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成25年４月１日から
平成25年12月31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12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第３四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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