
四 半 期 報 告 書 

  

 

E01593 

  

第91期 

第３四半期 (
自 平成25年10月１日 

)至 平成25年12月31日 

2014/02/14 22:35:5613967842_第３四半期報告書_20140214223545



目      次 

  頁

第91期第３四半期 四半期報告書 

【表紙】……………………………………………………………………………………………………… １ 

第一部 【企業情報】 …………………………………………………………………………………… ２ 

第１ 【企業の概況】 ………………………………………………………………………………… ２ 

１ 【主要な経営指標等の推移】 ……………………………………………………………… ２ 

２ 【事業の内容】 ……………………………………………………………………………… ２ 

第２ 【事業の状況】 ………………………………………………………………………………… ３ 

１ 【事業等のリスク】 ………………………………………………………………………… ３ 

２ 【経営上の重要な契約等】 ………………………………………………………………… ３ 

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】 ……………………… ３ 

第３ 【提出会社の状況】 …………………………………………………………………………… ５ 

１ 【株式等の状況】 …………………………………………………………………………… ５ 

２ 【役員の状況】 ……………………………………………………………………………… ６ 

第４ 【経理の状況】 ………………………………………………………………………………… ７ 

１ 【四半期連結財務諸表】 …………………………………………………………………… ８ 

(1) 【四半期連結貸借対照表】……………………………………………………………… ８ 

(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】………………………… 10 

【四半期連結損益計算書】……………………………………………………………… 10 

【四半期連結包括利益計算書】………………………………………………………… 11 

２ 【その他】 …………………………………………………………………………………… 16 

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】 …………………………………………………………… 16 

四半期レビュー報告書  

当第３四半期連結会計期間及び当第３四半期連結累計期間 ……………………………………… 17 

確認書  ……………………………………………………………………………………………………… 19 

2014/02/14 22:35:5613967842_第３四半期報告書_20140214223545



【表紙】

【提出書類】 四半期報告書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の７第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成26年２月13日 

【四半期会計期間】 第91期第３四半期（自 平成25年10月１日 至 平成25年12月31日）

【会社名】 アイシン精機株式会社 

【英訳名】 AISIN SEIKI CO., LTD. 

【代表者の役職氏名】 取締役社長  藤森 文雄 

【本店の所在の場所】 愛知県刈谷市朝日町２丁目１番地 

【電話番号】 刈谷(0566)24―8265番 

【事務連絡者氏名】 経理部長  間宮 友廣 

【 寄りの連絡場所】 愛知県刈谷市朝日町２丁目１番地 

【電話番号】 刈谷(0566)24―8265番 

【事務連絡者氏名】 経理部長  間宮 友廣 

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 

（東京都中央区日本橋兜町２番１号） 

株式会社名古屋証券取引所 

（名古屋市中区栄３丁目８番20号） 

2014/02/14 22:35:5613967842_第３四半期報告書_20140214223545

- 1 -



  

  

  

(注) １ 当社は四半期連結財務諸表を作成していますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については、記載し 
         ていません。 

２ 売上高には、消費税等は含まれていません。 
  

 当第３四半期連結累計期間において、当企業グループが営む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。 

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90期 

第３四半期 
連結累計期間 

第91期 
第３四半期 

連結累計期間 
第90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 (百万円)  1,890,002  2,101,830  2,529,964

経常利益 (百万円)  119,150  149,102  158,725

四半期（当期）純利益 (百万円)  54,325  72,363  77,518

四半期包括利益 
又は包括利益 

(百万円)  93,516  185,665  189,543

純資産額 (百万円)  1,040,431  1,322,448  1,136,343

総資産額 (百万円)  2,048,590  2,526,655  2,248,100

１株当たり四半期 
（当期）純利益 

(円)  192.76  256.66  275.05

潜在株式調整後１株当たり 
四半期（当期）純利益 

(円)  192.75  255.83  275.00

自己資本比率 (％)  38.1  39.7  38.1

回次 
第90期 

第３四半期 
連結会計期間 

第91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 (円)  46.63  82.29

２ 【事業の内容】
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 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。 

 また、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はありませ

ん。  

  

 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。 

(1) 業績の状況 

 当第３四半期連結累計期間の自動車業界における状況は、海外では新興国での販売拡大や米

国市場が引き続き高い販売水準で推移したことなどにより、緩やかに拡大しました。国内にお

いては、景気は持ち直しの動きを見せており、得意先カーメーカーの生産台数も総じて堅調に

推移しました。 

 このような状況の中、『かけがえのないグローバルパートナー』をめざす姿として掲げた

「AISIN Group VISION 2020」に基づき、新商品の開発と拡販に引き続き努める一方、持続的な

成長に向け、グローバルな事業基盤の構築に取り組みました。 

 当第３四半期連結累計期間の売上高については、国内外における得意先カーメーカーの生産

台数の増加に加え、為替変動の影響などにより、前年同四半期（1兆8,900億円）に比べ11.2％

増の2兆1,018億円となりました。 

 利益については、研究開発費や減価償却費が増加したものの、為替変動の影響や収益体質強

化活動の成果などにより、営業利益は前年同四半期（1,138億円）に比べ13.9％増の1,297億

円、経常利益は前年同四半期（1,191億円）に比べ25.1％増の1,491億円、四半期純利益は前年

同四半期（543億円）に比べ33.2％増の723億円となりました。 

 なお、セグメントの業績は、次のとおりです。 

① アイシン精機グループ   

 売上高については、前年同四半期（8,948億円）に比べ11.9％増の1兆16億円となりまし

た。営業利益は前年同四半期（417億円）に比べ6.3％増の443億円となりました。 

② アイシン高丘グループ  

 売上高については、前年同四半期（1,604億円）に比べ14.7％増の1,840億円となりまし

た。営業利益は前年同四半期（70億円）に比べ12.2％減の61億円となりました。 

③ アイシン・エィ・ダブリュグループ 

 売上高については、前年同四半期（7,243億円）に比べ8.8％増の7,881億円となりました。

営業利益は前年同四半期（493億円）に比べ26.2％増の622億円となりました。 

④ アドヴィックスグループ 

 売上高については、前年同四半期（3,348億円）に比べ14.2％増の3,825億円となりまし

た。営業利益は前年同四半期（93億円）に比べ17.5％増の109億円となりました。 

⑤ その他 

 売上高については、前年同四半期（1,399億円）に比べ1.0％減の1,385億円となりました。

営業利益は前年同四半期（59億円）に比べ5.3％減の56億円となりました。 

第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

２ 【経営上の重要な契約等】

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】
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(2) 研究開発活動 

 当第３四半期連結累計期間における当企業グループの研究開発費は、総額1,083億円です。 

 なお、当第３四半期連結累計期間において、当企業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。  
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① 【株式の総数】 

② 【発行済株式】 

（注） 提出日現在の発行数には、平成26年２月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行 

された株式数は含まれていません。 

   該当事項はありません。  

  

  該当事項はありません。   

  

 該当事項はありません。 

 当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。 

  

第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

種類 発行可能株式総数(株) 

普通株式  700,000,000

計  700,000,000

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13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  294,674,634       294,674,634
東京・名古屋各証券取引所市場
第一部 

単元株式数
100株  

計  294,674,634  294,674,634 ― ― 

(2) 【新株予約権等の状況】

(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】

(4) 【ライツプランの内容】

(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 
(千株) 

発行済株式 
総数残高 
(千株) 

資本金増減額
(百万円) 

資本金残高 
(百万円) 

資本準備金 
増減額 

(百万円) 

資本準備金 
残高 

(百万円) 

平成25年10月１日～ 
平成25年12月31日 

 ― 294,674 ―  45,049  ―  62,926

(6) 【大株主の状況】

2014/02/14 22:35:5613967842_第３四半期報告書_20140214223545

- 5 -



 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、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９月30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】 

  
（注）自己保有株式12,712,500株は、株主名簿記載上の株式数であり、平成25年９月30日現在の実保有残高は

12,699,000株です。 

  

② 【自己株式等】 

  
(注) １ 自己保有株式は、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づく取

締役会決議による自己株式の取得、会社法第163条の規定に基づく子会社からの自己株式の取得および単

元未満株式の買取請求によるものです。  

       ２ 自己保有株式12,712,500株は、株主名簿記載上の株式数であり、平成25年９月30日現在の実保有残高は

12,699,000株です。 

  

 該当事項はありません。 

(7) 【議決権の状況】

  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  12,712,500
― ― 

完全議決権株式(その他) 普通株式   281,825,200 2,818,252 ― 

単元未満株式 普通株式       136,934 ― １単元(100株)未満の株式 

発行済株式総数 294,674,634 ― ― 

総株主の議決権 ― 2,818,252 ― 

  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）           

アイシン精機㈱ 
愛知県刈谷市朝日町２丁目
１番地 

 12,712,500 ―  12,712,500 4.31 

計 ―  12,712,500 ―  12,712,500 4.31 

２ 【役員の状況】
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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います。 

  

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、当第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）および当第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、あらた監査法人により四半期レビュ

ーを受けています。 

第４ 【経理の状況】
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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：百万円）

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 213,409 252,420

受取手形及び売掛金 352,274 360,625

有価証券 149,120 152,465

商品及び製品 79,945 81,706

仕掛品 50,933 55,786

原材料及び貯蔵品 49,937 60,861

その他 108,970 120,312

貸倒引当金 △831 △940

流動資産合計 1,003,761 1,083,238

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 246,900 262,044

機械装置及び運搬具（純額） 301,492 343,646

工具、器具及び備品（純額） 31,304 35,341

土地 118,132 120,497

リース資産（純額） 1,145 1,171

建設仮勘定 71,683 82,601

有形固定資産合計 770,658 845,304

無形固定資産 22,053 24,200

投資その他の資産   

投資有価証券 376,436 493,250

その他 75,523 81,031

貸倒引当金 △333 △369

投資その他の資産合計 451,627 573,911

固定資産合計 1,244,339 1,443,416

資産合計 2,248,100 2,526,655
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（単位：百万円）

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 321,033 333,741

短期借入金 59,472 74,566

1年内償還予定の社債 10,063 10,041

引当金 20,968 21,665

その他 272,088 251,477

流動負債合計 683,626 691,493

固定負債   

社債 60,150 80,117

長期借入金 208,341 232,700

退職給付引当金 103,175 107,353

その他の引当金 5,940 6,103

その他 50,523 86,438

固定負債合計 428,130 512,713

負債合計 1,111,757 1,204,206

純資産の部   

株主資本   

資本金 45,049 45,049

資本剰余金 59,193 59,453

利益剰余金 708,039 759,428

自己株式 △20,175 △19,784

株主資本合計 792,107 844,147

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 99,009 147,880

繰延ヘッジ損益 △1,311 △1,021

為替換算調整勘定 △33,286 11,645

その他の包括利益累計額合計 64,411 158,505

新株予約権 2,793 2,418

少数株主持分 277,030 317,376

純資産合計 1,136,343 1,322,448

負債純資産合計 2,248,100 2,526,655
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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：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) 

売上高 1,890,002 2,101,830

売上原価 1,632,748 1,791,790

売上総利益 257,254 310,040

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 41,398 48,263

その他 101,982 132,022

販売費及び一般管理費合計 143,380 180,286

営業利益 113,873 129,754

営業外収益   

受取利息 1,474 1,225

受取配当金 3,095 6,224

持分法による投資利益 4,320 6,838

その他 8,355 15,021

営業外収益合計 17,245 29,310

営業外費用   

支払利息 4,182 4,553

その他 7,785 5,410

営業外費用合計 11,968 9,963

経常利益 119,150 149,102

税金等調整前四半期純利益 119,150 149,102

法人税等 40,308 44,929

少数株主損益調整前四半期純利益 78,841 104,172

少数株主利益 24,516 31,808

四半期純利益 54,325 72,363

2014/02/14 22:35:5613967842_第３四半期報告書_20140214223545

- 10 -



【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：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) 

少数株主損益調整前四半期純利益 78,841 104,172

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 12,381 49,078

繰延ヘッジ損益 59 290

為替換算調整勘定 1,898 29,143

持分法適用会社に対する持分相当額 334 2,980

その他の包括利益合計 14,674 81,492

四半期包括利益 93,516 185,665

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 68,252 145,658

少数株主に係る四半期包括利益 25,263 40,006
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 連結子会社の事業年度等に関する事項の変更 

 従来、連結子会社のうち決算日が12月31日の海外子会社は、同日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に

生じた重要な取引については連結上必要な調整を行っていましたが、アイシン・ホールディングス・オブ・アメリ

カ㈱他55社は第１四半期連結会計期間より決算日を12月31日から３月31日に変更し、アイシン精機（中国）投資㈲

他32社は連結決算日において仮決算を実施した上で連結することに変更しています。  

 これらの変更に伴い、平成25年１月１日から平成25年３月31日までの３ヶ月の損益については、利益剰余金に計

上しています。 

  

  

 当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していません。なお、第３四半期連結

累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）は次のとおりです。 

【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

  
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） 

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） 

減価償却費 百万円 101,432 百万円 108,980
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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） 

 １ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

(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
半期連結会計期間末後となるもの 

         該当事項はありません。 

 ２ 株主資本の金額の著しい変動 

  

（株主資本等関係）

決議 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

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19日 

定時株主総会 
普通株式 7,045 25 平成24年３月31日 平成24年６月20日 利益剰余金 

平成24年10月31日 

取締役会 
普通株式 7,045 25 平成24年９月30日 平成24年11月26日 利益剰余金 

  資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成24年４月１日 残高 
（百万円） 45,049 59,160 644,612  △20,237 728,584

四半期連結累計期間中の変動額                          

剰余金の配当           △14,091       △14,091

四半期純利益           54,325       54,325

自己株式の取得                 △1 △1

自己株式の処分      11       18 29

持分法適用会社の除外に伴う 
自己株式の減少 

                11 11

四半期連結累計期間中の変動額合計
（百万円） ― 11 40,233  28 40,273

平成24年12月31日 残高 
（百万円） 45,049 59,171 684,845  △20,208 768,858
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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） 

 １ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

(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
半期連結会計期間末後となるもの 

         該当事項はありません。 

 ２ 株主資本の金額の著しい変動 

決議 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

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18日 

定時株主総会 
普通株式 14,092 50 平成25年３月31日 平成25年６月19日 利益剰余金 

平成25年10月31日 

取締役会 
普通株式 9,868 35 平成25年９月30日 平成25年11月26日 利益剰余金 

  資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成25年４月１日 残高 
（百万円） 45,049 59,193 708,039  △20,175 792,107

四半期連結累計期間中の変動額                          

連結子会社の決算期変更に伴う 
増減            2,986       2,986

剰余金の配当           △23,961       △23,961

四半期純利益           72,363       72,363

自己株式の取得                 △9 △9

自己株式の処分      260       400 660

四半期連結累計期間中の変動額合計
（百万円） ― 260 51,388  390 52,040

平成25年12月31日 残高 
（百万円） 45,049 59,453 759,428  △19,784 844,147
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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） 

 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） 

 （注）「その他」の区分には、各報告セグメントに属さない自動車部品事業が含まれています。  

  

 ２ 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及
び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項） 

                     （単位：百万円） 

  
  

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） 

 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） 

 （注）「その他」の区分には、各報告セグメントに属さない自動車部品事業が含まれています。  

  

 ２ 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及
び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項） 

                     （単位：百万円） 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

  

報告セグメント 
その他 

（注） 
合計 アイシン精機 

グループ 
アイシン高丘

グループ 

アイシン・

エィ・ダブリュ

グループ 

アドヴィックス

グループ 計 

売上高                                      

外部顧客への売上高  674,634 99,008 704,682 311,387  1,789,712  100,290 1,890,002

セグメント間の 
内部売上高 

 220,239 61,470 19,705 23,454  324,869  39,675 364,545

計  894,874 160,478 724,387 334,841  2,114,581  139,965 2,254,547

セグメント利益  41,750 7,019 49,317 9,345  107,433  5,971 113,404

利益又は損失 金額 

報告セグメント計 

「その他」の区分の利益 

セグメント間取引消去 

その他の調整額  

 

 

 

 

107,433

5,971

641

△172

四半期連結損益計算書の営業利益  113,873

  

報告セグメント 
その他 

（注） 
合計 アイシン精機 

グループ 
アイシン高丘

グループ 

アイシン・

エィ・ダブリュ

グループ 

アドヴィックス

グループ 計 

売上高                                      

外部顧客への売上高  766,216 114,218 770,142 357,070  2,007,647  94,183 2,101,830

セグメント間の 
内部売上高 

 235,415 69,856 18,052 25,446  348,771  44,369 393,140

計  1,001,631 184,075 788,195 382,516  2,356,419  138,552 2,494,971

セグメント利益  44,374 6,164 62,237 10,983  123,760  5,655 129,415

利益又は損失 金額 

報告セグメント計 

「その他」の区分の利益 

セグメント間取引消去 

その他の調整額  

 

 

 

 

123,760

5,655

288

50

四半期連結損益計算書の営業利益  129,754
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 １株当たり四半期純利益及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益及び算定上の
基礎は、以下のとおりです。 

  

  
該当事項はありません。  

  

(1) 中間配当に関する取締役会決議は次のとおりです。 

 決議年月日        平成25年10月31日（中間配当支払開始日 平成25年11月26日） 

 中間配当金の総額     9,868百万円 

 １株当たりの中間配当額  35円  

  

(2) その他特筆すべき事項はありません。 

  

  

 該当事項はありません。 

（１株当たり情報）

  
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）１株当たり四半期純利益 円 銭 192 76 円 銭 256 66

（算定上の基礎）     

四半期純利益（百万円）  54,325  72,363

普通株主に帰属しない金額（百万円） ―  ―  

普通株式に係る四半期純利益（百万円）  54,325  72,363

普通株式の期中平均株式数（千株）  281,827  281,944

(2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 円 銭 192 75 円 銭 255 83

（算定上の基礎）     

四半期純利益調整額（百万円） ―  ―  

普通株式増加数（千株）  8  910

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり四半期純利益の算定に含めな

かった潜在株式で、前連結会計年度末から

重要な変動があったものの概要 

――――― ――――― 

（重要な後発事象）

２ 【その他】

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
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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」に掲げられているアイシン精機株
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、アイシン精機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
状態及び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 
 

  

独立監査人の四半期レビュー報告書 

  平成26年２月13日

アイシン精機株式会社   

  取 締 役 会 御 中       

  あらた監査法人   

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 川 原 光 爵 

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 手 塚 謙 二 

  
 （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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【表紙】

【提出書類】 確認書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の８第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成26年２月13日 

【会社名】 アイシン精機株式会社 

【英訳名】 AISIN SEIKI CO., LTD. 

【代表者の役職氏名】 取締役社長  藤森 文雄 

【 高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。 

【本店の所在の場所】 愛知県刈谷市朝日町２丁目１番地 

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 

（東京都中央区日本橋兜町２番１号） 

株式会社名古屋証券取引所 

（名古屋市中区栄３丁目８番20号） 
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 当社取締役社長 藤森 文雄 は、当社の第91期第３四半期（平成25年10月１日から平成25年

12月31日まで）の四半期報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されているこ

とを確認しました。 

 特記すべき事項はありません。 

１ 【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

２ 【特記事項】
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