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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66期
第１四半期
連結累計期間

第67期
第１四半期
連結累計期間

第66期

会計期間
自  平成23年４月１日
至  平成23年６月30日

自  平成24年４月１日
至  平成24年６月30日

自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日

売上高 (百万円) 98,127 111,430 436,753

経常利益(△損失) (百万円) 1,647 △976 9,863

四半期(当期)純利益(△損失) (百万円) 293 △2,761 3,670

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) △2,249 △8,557 △211

純資産額 (百万円) 86,205 80,777 89,037

総資産額 (百万円) 298,152 300,751 322,012

１株当たり四半期(当期)
純利益(△損失)金額

(円) 0.91 △8.60 11.43

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 (％) 27.6 25.2 26.1

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △7,159 △3,159 18,213

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △4,595 △9,686 △21,781

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △725 △511 1,719

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) 34,738 31,212 45,953

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、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。

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いませ

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(当社および当社の関係会社)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、新たな事業等のリスクの発生、または、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。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四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また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】

(1) 経営成績の分析

当第1四半期連結累計期間における売上高は、光ディスクドライブ関連製品の減少や円高の影響があり

ましたが、カーナビゲーションシステムおよびカーオーディオがＯＥＭで大幅に増加したことから、前年

同四半期に比べ13.6％増収の111,430百万円となりました。

営業利益については、売上高は増加しましたが、原価率の悪化や販売費及び一般管理費の増加により、

前年同四半期から69.3％減益の599百万円となりました。また、四半期純損益は、営業利益の減少に加え、

為替差損益がマイナスに転じたことなどにより、前年同四半期の293百万円の利益から、2,761百万円の損

失となりました。

当第１四半期連結累計期間の平均為替レートは、前年同四半期に比べ、対米ドルは1.9％の円高、対ユー

ロは14.1％の円高となりました。

セグメントごとの業績は、次のとおりです。

① カーエレクトロニクス事業

売上高は、前年同四半期に比べ41.0％増収の81,042百万円となりました。カーナビゲーションシステム

については、市販市場向けが前年同四半期における地上デジタル放送移行に伴う特需の反動等により、主

に国内で減少しましたが、ＯＥＭが国内および北米で好調に推移したことから、増収となりました。一方、

カーオーディオのうち、市販市場向けは、円高の影響を受け欧州で減少しましたが、国内および北米で増

加したことから、増収となりました。ＯＥＭについても、前年同四半期に東日本大震災の影響による受注

減があったことから、国内外ともに増収となりました。なお、カーエレクトロニクス全体の売上高に占め

るＯＥＭの売上構成比は、前年同四半期の31％から53％に上昇しました。

国内外別の売上は、国内は51.1％増収の40,972百万円、海外は31.9％増収の40,070百万円となりまし

た。

営業利益は、原価率の悪化や販売費及び一般管理費の増加はありましたが、売上が増加したことによ

り、前年同四半期に対して2.7倍の4,972百万円となりました。

② ホームエレクトロニクス事業

売上高は、前年同四半期に比べ29.8％減収の21,347百万円となりました。これは、ＡＶレシーバーが北

米および欧州を中心に増加しましたが、光ディスクドライブ関連製品が前述の地上デジタル放送移行に

伴う特需の反動により大きく減少したことによるものです。

国内外別の売上は、国内は43.7％減収の8,698百万円、海外は15.5％減収の12,649百万円となりました。

営業損益は、売上減による売上総利益の減少や原価率の悪化に加え、販売費及び一般管理費の増加によ

り、前年同四半期の362百万円の利益から2,780百万円の損失となりました。

③ その他の事業
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売上高は、地図ソフトは増加しましたが、ＦＡ機器および電子部品が減少したことにより、前年同四半

期に比べ11.6％減収の9,041百万円となりました。

国内外別の売上は、国内は5.3％増収の6,214百万円、海外は34.6％減収の2,827百万円となりました。

営業損失は、売上減による売上総利益の減少や原価率の悪化、新規事業の立ち上げ費用発生により、前

年同四半期の516百万円から1,156百万円となりました。

　
(2) 財政状態の分析

当第１四半期連結会計期間末の総資産については、棚卸資産が増加しましたが、現金及び預金、受取手

形及び売掛金、ならびに投資有価証券が減少したことにより、前連結会計年度末に比べ21,261百万円減少

し、300,751百万円となりました。棚卸資産は、新製品発売に伴いカーエレクトロニクス製品を増産したこ

となどから8,160百万円増加し、75,031百万円となりました。一方、現金及び預金は14,051百万円減少し、

31,902百万円となりました。受取手形及び売掛金は、当第１四半期連結会計期間の売上高が前連結会計年

度の第４四半期連結会計期間に比べ減少したことや円高の影響などにより11,347百万円減少し、65,926

百万円となりました。また、投資有価証券は、保有株式の時価の下落等により2,470百万円減少し、7,148百

万円となりました。

負債については、当第１四半期連結会計期間の仕入高が前連結会計年度の第４四半期連結会計期間に

比べ減少したことや円高の影響により、支払手形及び買掛金が7,337百万円減少したことに加え、未払費

用が3,893百万円減少したことにより、前連結会計年度末に比べ13,001百万円減少し、219,974百万円とな

りました。

純資産については、前連結会計年度末に比べ8,260百万円減少し、80,777百万円となりました。これは、

円高により為替換算調整勘定が3,833百万円減少したことに加え、四半期純損失2,761百万円を計上した

こと、および保有株式の時価の下落により有価証券評価差額金が2,197百万円減少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１四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物（以下「資金」といいます。）は、主に投資活動お

よび営業活動による支出により、前連結会計年度末に比べ14,741百万円減少し、31,212百万円となりまし

た。

当第１四半期連結累計期間の営業活動による資金の支出は、前年同四半期に比べ4,000百万円減少し、

3,159百万円となりました。これは、税金等調整前四半期純損益が前年同四半期の1,895百万円の利益から

1,424百万円の損失となった一方で、売上債権の減少額が6,169百万円拡大したことなどによるものです。

当第１四半期連結累計期間の投資活動による資金の支出は、前年同四半期に比べ5,091百万円増加し、

9,686百万円の支出となりました。これは主に、固定資産の取得による支出が4,405百万円増加したことに

よるものです。

当第１四半期連結累計期間の財務活動による資金の支出は、前年同四半期に比べ214百万円減少し、511

百万円の支出となりました。

　
(4) 事業上および財政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、事業上および財務上の対処すべき課題に重要な変更および新た

に生じた課題はありません。

　
(5) 研究開発活動
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当第１四半期連結累計期間のグループ全体の研究開発活動の金額は、7,940百万円です。当第１四半期

連結会計期間において、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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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 400,000,000

計 400,000,000

　

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24年６月30日現在)

提出日現在
発行数(株)

(平成24年８月10日現在)

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 326,093,836326,093,836
東京証券取引所
(市場第一部)

単元株式数は
100株です。

計 326,093,836326,093,836― ―

　

(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
(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24年４月１日～
平成24年６月30日

― 326,093 ― 87,257 ― 119,487

(注)  会社法第448条第１項の規定に基づき、平成24年７月31日を効力発生日として、資本準備金97,673百万円を減少

し、その他資本剰余金に振り替えています。

　

(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ませんので、直前の基準日(平成24年３月31日)の株主名簿に基づき記載

しています。

　

① 【発行済株式】

(平成24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)
5,024,000― ―

普通株式
(相互保有株式)

― ― ―
普通株式

完全議決権株式(その他) 普通株式 320,896,5003,208,965 ―

単元未満株式 普通株式 173,336 ― １単元(100株)未満の株式

発行済株式総数 　 326,093,836― ―

総株主の議決権 ― 3,208,965 ―

(注) 1.　「完全議決権株式(その他)」欄の株式数には、「株式会社証券保管振替機構(失念株管理口)」名義の株式が

200株含まれています。

2.　「単元未満株式」欄の株式数には、自己保有株式47株が含まれています。

　

② 【自己株式等】

(平成24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) 　 　 　 　 　

パイオニア株式会社 神奈川県川崎市幸区
新小倉１番１号

5,024,000― 5,024,0001.54

計 ― 5,024,000― 5,024,0001.54

　

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います。

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、第１四半期連結会計期間(平成24年４月１日

から平成24年６月30日まで)および第１四半期連結累計期間(平成24年４月１日から平成24年６月30日ま

で)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けていま

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：百万円)

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 45,953 31,902

受取手形及び売掛金 77,273 65,926

商品及び製品 31,616 38,682

仕掛品 12,599 14,247

原材料及び貯蔵品 22,656 22,102

繰延税金資産 7,874 7,378

その他 16,085 15,340

貸倒引当金 △1,160 △1,169

流動資産合計 212,896 194,408

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 63,851 63,298

機械、運搬具及び工具器具備品 144,668 144,445

その他 25,890 24,721

減価償却累計額 △172,309 △170,436

有形固定資産合計 62,100 62,028

無形固定資産

のれん 648 637

ソフトウエア 26,713 26,810

その他 1,494 1,383

無形固定資産合計 28,855 28,830

投資その他の資産

投資有価証券 9,618 7,148

繰延税金資産 5,902 5,750

その他 2,581 2,550

貸倒引当金 △26 △26

投資その他の資産合計 18,075 15,422

固定資産合計 109,030 106,280

繰延資産 86 63

資産合計 322,012 300,751
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 73,276 65,939

短期借入金 9,052 8,749

1年内返済予定の長期借入金 ※1
 70,459

※1
 69,877

未払法人税等 5,503 4,311

未払費用 33,787 29,894

製品保証引当金 2,561 2,485

その他 14,532 14,846

流動負債合計 209,170 196,101

固定負債

長期借入金 ※1
 10,000

※1
 10,000

退職給付引当金 10,771 11,215

その他 3,034 2,658

固定負債合計 23,805 23,873

負債合計 232,975 219,974

純資産の部

株主資本

資本金 87,257 87,257

資本剰余金 119,487 119,487

利益剰余金 △31,076 △33,837

自己株式 △11,050 △11,050

株主資本合計 164,618 161,857

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △1,064 △3,261

繰延ヘッジ損益 △105 261

為替換算調整勘定 △77,140 △80,973

海外子会社年金調整額 △2,196 △2,057

その他の包括利益累計額合計 △80,505 △86,030

少数株主持分 4,924 4,950

純資産合計 89,037 80,777

負債純資産合計 322,012 300,751
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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：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
　至 平成23年６月30日)

当第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)

売上高 98,127 111,430

売上原価 74,489 87,425

売上総利益 23,638 24,005

販売費及び一般管理費 21,686 23,406

営業利益 1,952 599

営業外収益

受取利息 88 43

受取配当金 91 62

為替差益 454 －

助成金収入 64 60

その他 66 65

営業外収益合計 763 230

営業外費用

支払利息 846 634

為替差損 － 552

持分法による投資損失 33 254

その他 189 365

営業外費用合計 1,068 1,805

経常利益又は経常損失（△） 1,647 △976

特別利益

固定資産売却益 22 72

子会社株式売却益 449 －

災害保険金収入 － 35

特別利益合計 471 107

特別損失

固定資産除売却損 132 20

減損損失 84 45

災害損失 － ※1
 490

その他 7 －

特別損失合計 223 555

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

1,895 △1,424

法人税、住民税及び事業税 963 1,351

法人税等調整額 149 32

法人税等合計 1,112 1,383

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

783 △2,807

少数株主利益又は少数株主損失（△） 490 △46

四半期純利益又は四半期純損失（△） 293 △2,761
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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：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
　至 平成23年６月30日)

当第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)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

783 △2,807

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △1,051 △2,197

繰延ヘッジ損益 △211 366

為替換算調整勘定 △1,843 △4,140

持分法適用会社に対する持分相当額 30 82

海外子会社年金調整額 43 139

その他の包括利益合計 △3,032 △5,750

四半期包括利益 △2,249 △8,557

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △2,723 △8,286

少数株主に係る四半期包括利益 474 △271
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
　至 平成23年６月30日)

当第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)

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又は税金等調整前四
半期純損失（△）

1,895 △1,424

減価償却費 6,225 6,018

退職給付引当金の増減額（△は減少） 312 598

受取利息及び受取配当金 △179 △105

支払利息 846 634

固定資産除売却損益（△は益） 110 △52

売上債権の増減額（△は増加） 2,810 8,979

たな卸資産の増減額（△は増加） △8,673 △11,161

仕入債務の増減額（△は減少） △1,526 △3,854

未払費用の増減額（△は減少） △4,961 △3,162

その他 △1,306 3,494

小計 △4,447 △35

利息及び配当金の受取額 179 105

利息の支払額 △781 △622

法人税等の支払額 △2,110 △2,607

営業活動によるキャッシュ・フロー △7,159 △3,159

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加） △666 △700

固定資産の取得による支出 △4,719 △9,124

固定資産の売却による収入 805 117

その他 △15 21

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,595 △9,686

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） 125 △3

長期借入金の返済による支出 △639 △582

その他 △211 74

財務活動によるキャッシュ・フロー △725 △511

現金及び現金同等物に係る換算差額 △349 △1,385

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △12,828 △14,741

現金及び現金同等物の期首残高 47,566 45,953

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 34,738

※1
 31,212
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【連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更】

　
当第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)

　連結の範囲および持分法適用の範囲に重要な変更はありません。

　

【会計方針の変更等】
　

当第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)

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）

当社および国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月

１日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更してい

ます。

これによる当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常損失および税金等調整前四半期純損失に与え

る影響は軽微です。

　

【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

※1.  シンジケートローン契約

　　　(前連結会計年度)

長期借入金80,459百万円(うち、１年内返済予定の長期借入金 70,459百万円)は、当社および当社子

会社の東北パイオニア株式会社が、平成22年３月29日付および平成23年９月27日付で取引銀行と締結

したシンジケートローン契約によるものです。このシンジケートローン契約には、当社の連結および個

別貸借対照表における純資産の一定水準の維持ならびに一定の連結営業利益の確保を内容とする財務

制限条項が定められています。

  

(当第１四半期連結会計期間)

長期借入金79,877百万円(うち、１年内返済予定の長期借入金 69,877百万円)は、当社および当社子

会社の東北パイオニア株式会社が、平成22年３月29日付および平成23年９月27日付で取引銀行と締結

したシンジケートローン契約によるものです。このシンジケートローン契約には、当社の連結および個

別貸借対照表における純資産の一定水準の維持ならびに一定の連結営業利益の確保を内容とする財務

制限条項が定められています。

　
※2.  コミットメントライン契約

当社は運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行とコミットメントライン契約(リボルビング・

クレジット・ファシリティ契約)を締結しています。これらの契約に基づく当第１四半期連結会計期間

末の借入未実行残高は以下のとおりです。このコミットメントライン契約には、当社の連結および個別

貸借対照表における純資産の一定水準の維持ならびに一定の連結営業利益の確保を内容とする財務制

限条項が定められています。

　
前連結会計年度

(平成24年３月31日)
当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

コミットメントの総額 4,000百万円 4,000百万円

借入実行残高 ― ―

差引額 4,000百万円 4,000百万円
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(四半期連結損益計算書関係)

※1.　災害損失

　タイで発生した洪水に関連する損失を計上しています。

　

(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

　

　
前第１四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年６月30日)

当第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)

現金及び預金 35,399百万円 31,902百万円

預入期間が３か月を超える
定期預金

△661百万円 △690百万円

現金及び現金同等物 34,738百万円 31,212百万円

　

(株主資本等関係)

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日)

　１．配当金支払額

　該当事項はありません。

　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。

　

Ⅱ 当第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

　該当事項はありません。

　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】

Ⅰ  前第１四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日)

　報告セグメントごとの売上高および利益または損失の金額に関する情報

　 　 　 　 　 (単位：百万円)

　 報告セグメント
調整額
(注 １)

四半期連結
損益計算書
計上額
(注 ２)

　
カーエレク
トロニクス

ホーム
エレクトロ
ニクス

その他 計

売上高 　 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 57,478 30,426 10,223 98,127 ─ 98,127

  セグメント間の内部
　売上高または振替高

210 65 1,708 1,983 △1,983 ─

計 57,688 30,491 11,931100,110△1,983 98,127

セグメント利益(△損失) 1,853 362 △516 1,699 253 1,952

　
(注) １.　セグメント利益(△損失)の調整額253百万円には、セグメント間取引消去△46百万円、各報告セグメントに配

分していない全社費用等299百万円が含まれています。全社費用等の内容は、一般管理費の配賦差額、報告セグ

メントに帰属しない一般管理費および研究開発費等です。

２.　セグメント利益(△損失)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。

　

Ⅱ  当第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)

　報告セグメントごとの売上高および利益または損失の金額に関する情報

　 　 　 　 　 (単位：百万円)

　 報告セグメント
調整額
(注 １)

四半期連結
損益計算書
計上額
(注 ２)

　
カーエレク
トロニクス

ホーム
エレクトロ
ニクス

その他 計

売上高 　 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 81,042 21,347 9,041 111,430 ─ 111,430

  セグメント間の内部
　売上高または振替高

191 68 1,833 2,092 △2,092 ─

計 81,233 21,415 10,874113,522△2,092 110,430

セグメント利益(△損失) 4,972 △2,780 △1,156 1,036 △437 599

　
(注) １.　セグメント利益(△損失)の調整額△437百万円には、セグメント間取引消去44百万円、各報告セグメントに配

分していない全社費用等△481百万円が含まれています。全社費用等の内容は、一般管理費の配賦差額、報告セ

グメントに帰属しない一般管理費および研究開発費等です。

２.　セグメント利益(△損失)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額または1株当たり四半期純損失金額および算定上の基礎は、以下のとおり

です。

　

項目
前第１四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年６月30日)

当第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) １株当たり四半期純利益(△損失)金額 91銭 △8円60銭

    (算定上の基礎) 　 　

    四半期純利益(△損失)金額(百万円) 293 △2,761

    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
　　(△損失)金額(百万円)

293 △2,761

    普通株式の期中平均株式数(千株) 321,070 321,070

　(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

　　　いません。

　

２ 【その他】

　　　該当事項はありません。
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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２４年８月３日

　パ　イ　オ　ニ　ア　株　式　会　社

　　　取　　締　　役　　会　 　御中
　

　
有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ 　

　
指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    　久　　世　　浩　　一

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    　安　　藤　　　　　武

　
指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    　岩　　下　　万　　樹

　
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」に掲げられているパ
イオニア株式会社の平成２４年４月１日から平成２５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２４年４月１日から平成２４年６月３０日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成２４年４
月１日から平成２４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、パイオニア株式会社及び連結子会社の平成２
４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)が別途保管しています。

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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