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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106期

第３四半期
連結累計期間

第107期
第３四半期
連結累計期間

第106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) 42,886,491 52,713,753 57,207,174

経常利益 (千円) 2,372,697 3,215,912 3,083,279

四半期(当期)純利益 (千円) 1,413,231 2,203,463 1,867,966

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 1,499,341 2,725,694 2,592,309

純資産額 (千円) 23,710,852 27,021,587 24,803,784

総資産額 (千円) 40,499,868 45,571,394 41,856,457

１株当たり四半期(当期)純利益金額 (円) 51.32 80.03 67.84

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 (％) 56.4 57.2 56.7

営業活動によるキャッシュ・フロー (千円) 1,853,033 3,551,859 2,925,602

投資活動によるキャッシュ・フロー (千円) △2,081,880 △4,769,727 △3,892,951

財務活動によるキャッシュ・フロー (千円) △1,261,014 685,880 △966,591

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 4,303,586 3,473,977 3,963,530
 

　

回次
第106期

第３四半期
連結会計期間

第107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) 16.49 30.39
 

(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。
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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、主要な関係会社の異動は、以下のとおりであります。

当社及び株式会社アイメタルテクノロジー並びにテーデーエフ株式会社は、平成25年10月１日付にて３

社の完全親会社となる共同持株会社であるIJTテクノロジーホールディングス株式会社（以下、IJTT）を

新規設立しております。

この結果、平成25年12月31日現在では、当社グループは、当社、親会社、連結子会社４社及び持分法適

用関連会社１社により構成されることとなりました。
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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、新たに発生した事業等のリスクはありません。

なお、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重要な変更があった事項は、次

のとおりです。

当社は、平成25年10月１日に当社及び株式会社アイメタルテクノロジー並びにテーデーエフ株式会社と

の共同株式移転による経営統合を実施いたしましたので、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等

のリスクのうち、本経営統合に係るリスクは消滅いたしました。

　

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、新たに締結した重要な契約は次のとおりです。

　
（経営管理契約）

当社は、平成25年10月１日付で、親会社であるIJTテクノロジーホールディングス株式会社との間で、

同社による経営管理に関する基本契約を締結しております。

　

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) 経営成績の分析

当第３四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、東日本大震災からの復興需要、金融政策及び財

政政策、並びに東京オリンピック開催決定等により景気の上向き感が強く見られるようになっている一

方で、輸出に関しては右肩上がりにグローバル経済をけん引してきた新興国経済に陰りが見えるなど、

不透明な状況も残る中で推移いたしました。

トラック市場におきましては、国内では復興需要及び消費税増税前の駆け込みなどにより需要は堅調

に推移し、海外におきましてもタイにおける前年度の税制優遇の反動減があったものの、中国を中心と

した新興国での需要は底堅く市場拡大が継続いたしました。

一方、建設機械市場におきましては、国内では復興関連需要による市場拡大が継続しており、海外で

は中国でのインフラ投資の増加が需要をけん引している一方、タイやインドネシア等での需要には減速

感が見られる傾向の中で推移いたしました。

このような情勢下、当第３四半期連結累計期間の売上高は、前年同四半期と比べ98億２千７百万円増

加し、527億１千３百万円となりました。
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(売上高の内訳)

(単位：百万円)

 

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)

 
前年同四半期比

 

売上高 構成比(％) 売上高 構成比(％)
売上高
増減額

増減率(％)

日本

自動車用部品等 14,764 34.4 14,502 27.5 △261 △1.8

エンジン部品 20,714 48.3 26,788 50.8 6,073 29.3

計 35,479 82.7 41,291 78.3 5,811 16.4

アジア 自動車用部品等 7,406 17.3 11,422 21.7 4,015 54.2

合計 42,886 100.0 52,713 100.0 9,827 22.9
 

当第３四半期連結累計期間の損益面におきましては、エンジン部品の売上が大きく伸展したうえ、自

動車用部品等の売上もアジアを中心に堅調に推移したため、営業利益は前年同四半期と比べ４億８千２

百万円増加し24億６千９百万円、経常利益は前年同四半期と比べ８億４千３百万円増加し32億１千５百

万円、四半期純利益は前年同四半期と比べ７億９千万円増加し22億３百万円となりました。

　

(２) 財政状態の分析

(資産)

流動資産は、前連結会計年度末と比べ29億４千万円増加し、209億７千６百万円となりました。こ

れは、主に受取手形及び売掛金が14億９千８百万円、短期貸付金が17億２百万円それぞれ増加したこ

となどによります。

固定資産は、前連結会計年度末と比べ７億７千４百万円増加し、245億９千４百万円となりまし

た。これは、主に建設仮勘定が４億２千１百万円、のれんが５億７千３百万円それぞれ増加したこと

などによります。

(負債)

流動負債は、前連結会計年度末と比べ15億６千２百万円増加し、131億７千１百万円となりまし

た。これは、主に短期借入金が９億９千６百万円、支払手形及び買掛金が７億７千２百万円それぞれ

増加した一方、賞与引当金が２億８千８百万円減少したことなどによります。

固定負債は、前連結会計年度末と比べ６千５百万円減少し、53億７千８百万円となりました。これ

は、主に長期借入金が１億３百万円、長期未払金が５千１百万円減少した一方、退職給付引当金が９

千９百万円増加したことなどによります。

(純資産)

純資産合計は、前連結会計年度末と比べ22億１千７百万円増加し、270億２千１百万円となりまし

た。これは、主に利益剰余金が20億２千３百万円増加したことなどによります。

　

EDINET提出書類

自動車部品工業株式会社(E02156)

四半期報告書

 5/20



　

(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末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年

度末と比べ４億８千９百万円減少し、34億７千３百万円となりました。

当第３四半期連結累計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。

(イ)　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の結果増加した資金は、35億５千１百万円(前年同四

半期に比べ16億９千８百万円の収入増)となりました。

収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益32億１千１百万円、減価償却費15億３千４百万円、

仕入債務の増加額７億１千７百万円であり、支出の主な内訳は、売上債権の増加額14億１千万円、法

人税等の支払額８億８千１百万円であります。

(ロ)　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の結果減少した資金は47億６千９百万円(前年同四半

期に比べ26億８千７百万円の支出増)となりました。

これは、主に有形固定資産の取得による支出が22億３千９百万円、貸付による支出が16億２千７百

万円、子会社株式の取得による支出が８億７千７百万円であったことによるものであります。

(ハ)　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の結果増加した資金は６億８千５百万円(前年同四半

期に比べ19億４千６百万円の収入増)となりました。

収入の主な内訳は、短期借入金による収入が16億円であり、支出の主な内訳は、長期借入金の返済

による支出が７億円及び配当金の支払額が１億６千５百万円であります。

　
(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94,440千円であります。

なお、当第３四半期連結累計期間において当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありま

せん。

　

(６) 従業員数

当第３四半期連結累計期間において、連結会社又は提出会社の従業員数の著しい増減はありません。

　
(７) 生産、受注及び販売の実績

当第３四半期連結累計期間において、生産、受注及び販売実績の著しい変動はありません。

　
(８) 主要な設備

当第３四半期連結累計期間において、主要な設備の著しい変動及び主要な設備の前連結会計年度末に

おける計画の著しい変更はありません。
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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 69,120,000

計 69,120,000
 

　

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14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 27,532,524 27,532,524 非上場

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で
あり、単元株式数は1,000株で
あります。

計 27,532,524 27,532,524 ― ―
 

（注）当社株式は、平成25年９月26日をもって東京証券取引所（市場第二部）における上場が廃止となりました。

　
(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）

△40,476 27,532,524 ― 2,331,390 ― 1,416,546
 

（注）自己株式の消却による減少であります。
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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　
27,532,000　

27,532
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

単元未満株式  普通株式       524 ― 1単元(1,000株)未満の株式

発行済株式総数 27,532,524 ― ―

総株主の議決権 ― 27,532 ―

　

(6) 【大株主の状況】

　

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(％)

IJTテクノロジーホールディ
ングス株式会社

東京都港区港南1丁目8番27号 27,532 100.00

計 - 27,532 100.00
 

（注）当社は、平成25年10月１日付で株式会社アイメタルテクノロジー及びテーデーエフ株式会社との共同株式移転

により、３社の完全親会社であるIJTテクノロジーホールディングス株式会社を設立し、その完全子会社となり

ました。

　
(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成25年12月31日現在

 

　
② 【自己株式等】

　　　　該当事項はありません。

　
２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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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、新日本有限責任監査法人により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 3,963,530 3,473,977

受取手形及び売掛金
※１ 9,873,527 ※１ 11,371,708

たな卸資産 3,104,705 3,134,419

その他 1,094,098 2,996,405

流動資産合計 18,035,861 20,976,511

固定資産

有形固定資産

機械装置及び運搬具（純額） 7,253,800 7,097,015

土地 10,905,349 10,923,588

その他（純額） 3,437,967 3,914,628

有形固定資産合計 21,597,117 21,935,232

無形固定資産

のれん － 573,339

借地権 84,875 82,195

その他 11,195 29,136

無形固定資産合計 96,070 684,671

投資その他の資産 2,127,407 1,974,978

固定資産合計 23,820,595 24,594,882

資産合計 41,856,457 45,571,394

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金
※１ 7,649,282 ※１ 8,421,588

短期借入金 1,078,016 2,074,276

未払法人税等 189,521 261,395

賞与引当金 596,254 307,480

その他
※１ 2,095,493 ※１ 2,106,605

流動負債合計 11,608,566 13,171,346

固定負債

長期借入金 210,391 106,887

再評価に係る繰延税金負債 3,584,685 3,584,685

退職給付引当金 1,537,682 1,637,162

その他 111,346 49,724

固定負債合計 5,444,106 5,378,460

負債合計 17,052,673 18,549,807
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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)

純資産の部

株主資本

資本金 2,331,390 2,331,390

資本剰余金 1,416,546 1,416,546

利益剰余金 13,664,709 15,687,841

自己株式 △14,221 －

株主資本合計 17,398,423 19,435,777

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 353,825 346,029

土地再評価差額金 6,449,315 6,449,315

為替換算調整勘定 △451,429 △170,752

その他の包括利益累計額合計 6,351,710 6,624,591

少数株主持分 1,053,650 961,218

純資産合計 24,803,784 27,021,587

負債純資産合計 41,856,457 45,571,394
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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 42,886,491 52,713,753

売上原価 38,948,375 47,749,867

売上総利益 3,938,116 4,963,886

販売費及び一般管理費

運送費 218,224 257,124

給料及び手当 814,312 948,121

賞与引当金繰入額 48,432 57,580

退職給付引当金繰入額 36,685 30,145

減価償却費 89,899 74,747

賃借料 8,733 8,561

租税公課 50,457 52,941

試験研究費 35,015 89,323

その他 649,093 975,468

販売費及び一般管理費合計 1,950,854 2,494,014

営業利益 1,987,262 2,469,871

営業外収益

受取利息 5,526 11,022

受取配当金 8,489 15,362

スクラップ売却益 200,954 243,147

為替差益 73,259 273,239

還付関税等 43,572 164,782

その他 93,727 70,080

営業外収益合計 425,528 777,634

営業外費用

支払利息 18,634 16,703

支払手数料 13,995 13,171

その他 7,464 1,719

営業外費用合計 40,094 31,594

経常利益 2,372,697 3,215,912

特別利益

固定資産売却益 142 1,474

その他 － 44

特別利益合計 142 1,519

特別損失

固定資産売却損 109 0

固定資産除却損 28,830 5,464

特別損失合計 28,940 5,464

税金等調整前四半期純利益 2,343,899 3,211,966

法人税、住民税及び事業税 707,212 941,398

法人税等調整額 140,976 △127,213
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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)

法人税等合計 848,188 814,184

少数株主損益調整前四半期純利益 1,495,710 2,397,782

少数株主利益 82,479 194,318

四半期純利益 1,413,231 2,203,463
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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 1,495,710 2,397,782

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △36,651 △7,796

為替換算調整勘定 40,282 335,707

その他の包括利益合計 3,630 327,911

四半期包括利益 1,499,341 2,725,694

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,417,599 2,458,439

少数株主に係る四半期包括利益 81,741 267,255
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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 2,343,899 3,211,966

減価償却費 1,371,590 1,534,685

退職給付引当金の増減額（△は減少） 44,980 87,460

受取利息及び受取配当金 △14,015 △26,385

支払利息 18,634 16,703

為替差損益（△は益） △73,259 △273,239

有形固定資産除売却損益（△は益） 28,797 3,989

売上債権の増減額（△は増加） 2,546,360 △1,410,348

たな卸資産の増減額（△は増加） △550,513 66,068

仕入債務の増減額（△は減少） △2,005,270 717,374

未払消費税等の増減額（△は減少） △117,424 40,815

その他 420,069 460,436

小計 4,013,848 4,429,529

利息及び配当金の受取額 14,015 25,460

利息の支払額 △30,091 △21,444

法人税等の支払額 △2,144,738 △881,686

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,853,033 3,551,859

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 △2,075,721 △2,239,674

有形固定資産の売却による収入 222 1,050

投資有価証券の取得による支出 △6,381 △6,869

関係会社株式の取得による支出 － △877,230

貸付けによる支出 － △1,627,240

その他 － △19,764

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,081,880 △4,769,727

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） － 1,600,000

長期借入金の返済による支出 △700,000 △700,000

自己株式の取得による支出 △505 △904

配当金の支払額 △165,215 △165,205

少数株主への配当金の支払額 △33,572 △31,411

その他 △361,720 △16,598

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,261,014 685,880

現金及び現金同等物に係る換算差額 △24,273 42,435

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,514,134 △489,552

現金及び現金同等物の期首残高 5,817,721 3,963,530

現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 4,303,586 ※１ 3,473,977
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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、満期日に決済が行われたものとして処理し

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

満期手形を満期日に決済が行われたものとして処理しております。

　

 
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 4,753千円 2,045千円

支払手形 126,250 〃 113,202 〃

設備関係支払手形 6,286 〃 13,727 〃
 

　

(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 4,303,586千円 3,473,977千円

現金及び現金同等物 4,303,586千円 3,473,977千円
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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６月28日
定時株主総会

普通株式 165,215 6.00 平成24年３月31日 平成24年６月29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。

　
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６月27日
定時株主総会

普通株式 165,205 6.00 平成25年３月31日 平成25年６月28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。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 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)

　

当社グループは自動車用等関連部品製造事業の単一セグメントであるため、記載を省略しておりま

す。

　

Ⅱ 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)

　

当社グループは自動車用等関連部品製造事業の単一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 51円32銭 80円03銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（千円） 1,413,231 2,203,463

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) 1,413,231 2,203,463

普通株式の期中平均株式数(千株) 27,535 27,531
 

(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107期（平成25年４月１日から平成26年３月31日まで）配当について、平成26年１月30日開催の取締

役会において、平成26年１月30日現在の株主に対し、次のとおり配当を行うことを決議いたしました。

①　配当金の総額　　　　　　　　　　　　　　　　　　239,808千円

②　１株当たりの金額　　　　　　　　　　　　　　　　　 ８円71銭

③　支払請求権の効力発生日及び支払開始日　　　 平成26年２月17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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新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士   千   頭       力 　  印

指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士   大   金   陽   和   印

指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士   月   本   洋   一   印

独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成26年２月14日

自動車部品工業株式会社

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」に掲げられている自

動車部品工業株式会社の平成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、自動車部品工業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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