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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67期
第１四半期
連結累計期間

第68期
第１四半期
連結累計期間

第67期

会計期間
自  平成24年４月１日
至  平成24年６月30日

自  平成25年４月１日
至  平成25年６月30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) 111,430 109,257 451,841

経常利益(△損失) (百万円) △976 △9,151 812

四半期(当期)純損失(△) (百万円) △2,761 △10,076 △19,552

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) △8,557 △5,826 △7,752

純資産額 (百万円) 80,777 84,696 81,576

総資産額 (百万円) 300,751 325,359 311,325

１株当たり四半期(当期)
純損失金額(△)

(円) △8.60 △31.23 △60.90

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 (％) 25.2 24.4 24.5

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △3,159 11,157 1,179

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △9,686 △6,488 △35,239

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △511 8,229 7,018

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) 31,212 34,470 20,967

(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次の契約を締結しました。

契約会社名 相手方の名称
相手方の
所在地

契約内容 契約年月

パイオニア株式会社
（当社）

株式会社エヌ・ティ
・ティ・ドコモ

日本
カーエレクトロニクス事業における業
務提携関係の強化のための資本提携

平成25年５月13日

パイオニア株式会社
（当社）

三菱電機株式会社 日本
カーエレクトロニクス事業における業
務提携関係の強化のための資本提携

平成25年５月13日

　

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、大幅な円安の効果がありましたが、市販カーナビゲー

ションシステムや光ディスクドライブ関連製品が減少したことにより、前年同四半期に比べ2.0％減収の

109,257百万円となりました。

営業損益については、利益率の高い市販カーナビゲーションシステムの減収等による原価率の悪化や

為替の影響などにより、前年同四半期の599百万円の利益から7,568百万円の損失となりました。また、四

半期純損失は、主に営業損益の悪化により、前年同四半期の2,761百万円から10,076百万円となりました。

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18.8％の円安、対

ユーロは20.2％の円安となりました。

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2.4％減収の79,088百万円となりました。カーナビゲーションシステム

については、ＯＥＭが主に中南米で増加しましたが、市販市場向けが市況の低迷により主に国内で減少し

たことから、減収となりました。カーオーディオについては、国内で減少しましたが、 海外では、円安の効

果により、市販市場向けが欧州および北米で増加し、ＯＥＭも各地域で増加したことから、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53％か

ら58％となりました。

国内外別の売上は、国内は16.2％減収の34,352百万円、海外は11.6％増収の44,736百万円となりまし

た。

営業損益は、利益率の高い市販カーナビゲーションシステムの減収等による原価率の悪化や為替の影

響などにより、前年同四半期の4,972百万円の利益から3,077百万円の損失となりました。

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4.6％減収の20,368百万円となりました。ＤＪ機器は増加しましたが、市

況の低迷により光ディスクドライブ関連製品が減少しました。

国内外別の売上は、国内は28.1％減収の6,257百万円、海外は11.6％増収の14,111百万円となりました。

営業損失は、原価率の悪化や販売費及び一般管理費の増加に加え、売上の減少により、前年同四半期の
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2,780百万円から3,510百万円となりました。

③ その他の事業

売上高は、電子部品や電話機が減少しましたが、ＦＡ機器やＥＭＳ（電子機器受託製造サービス）の増

加により、前年同四半期に比べ8.4％増収の9,801百万円となりました。

国内外別の売上は、国内は7.4％減収の5,757百万円、海外は43.0％増収の4,044百万円となりました。

営業損失は、ＦＡ機器等の損益が改善したことから、前年同四半期の1,156百万円から999百万円となり

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、受取手形及び売掛金が減少しましたが、現金及び預

金や投資有価証券、ならびに棚卸資産が増加したことにより、前連結会計年度末に比べ14,034百万円増加

し、325,359百万円となりました。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により5,429百万円減少し、73,549百万円となりま

した。一方、現金及び預金は、第三者割当増資を行ったことなどにより、13,727百万円増加し、35,786百万

円となりました。投資有価証券は、保有株式の時価の上昇等により1,700百万円増加しました。また、棚卸

資産は、主に円安の影響により1,642百万円増加し、78,108百万円となりました。

負債については、事業構造改善費用引当金が6,211百万円減少しましたが、仕入高の増加に伴い支払手

形及び買掛金が10,268百万円増加したことや、未払費用が7,508百万円増加したことなどから、前連結会

計年度末に比べ10,914百万円増加し、240,663百万円となりました。

純資産については、四半期純損失10,076百万円を計上しましたが、第三者割当増資により、資本金およ

び資本剰余金がそれぞれ4,475百万円増加したことに加え、円安により為替換算調整勘定が3,104百万円

増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べ3,120百万円増加し、84,696百万円となりました。

　

(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、主に営業活動お

よび財務活動による収入により、前連結会計年度末に比べ13,503百万円増加し、34,470百万円となりまし

た。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第１四半期連結累計期間の営業活動による資金の収入は、前年同期の3,159百万円の支出から11,157

百万円の収入となりました。これは、税金等調整前四半期純損失が7,967百万円拡大した一方で、仕入債務

が前年同期の3,854百万円の減少から、9,048百万円の増加に転じたことに加え、棚卸資産の増加額が

11,055百万円縮小したことなどによるものです。
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（投資活動によるキャッシュ・フロー）

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、前年同期に比べ支出が3,198百万円減少

し、6,488百万円の支出となりました。これは、固定資産の取得による支出が2,260百万円減少したことな

どによるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

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、主に第三者割当増資により、前年同期の

511百万円の支出に対し、8,229百万円の収入となりました。

　

(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

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、6,806百万円です。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25年６月30日現在)

提出日現在発行数(株)
(平成25年８月９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 372,223,436 372,223,436
東京証券取引所
(市場第一部)

単元株式数は
100株です。

計 372,223,436 372,223,436 ― ―

　

(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25年６月28日 46,129 372,223 4,474 91,731 4,474 26,288

 （注）第三者割当　発行株式数46,129千株　発行価格194円　資本組入額97円

　　　　　　　　　 割当先　株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ25,773千株、三菱電機株式会社20,356千株

　

(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25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25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)
5,024,500― ―

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 320,895,9003,208,959 ―

単元未満株式 普通株式 173,436 ― 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 ― 3,208,959 ―

(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69株が含まれています。

　

② 【自己株式等】

(平成25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

5,024,500― 5,024,5001.54

計 ― 5,024,500― 5,024,5001.54

　

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25年４月１日

から平成25年６月30日まで)および第１四半期連結累計期間(平成25年４月１日から平成25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25年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 22,059 35,786

受取手形及び売掛金 78,978 73,549

商品及び製品 40,032 44,090

仕掛品 11,447 10,739

原材料及び貯蔵品 24,987 23,279

繰延税金資産 4,925 5,187

その他 14,559 16,734

貸倒引当金 △1,734 △1,796

流動資産合計 195,253 207,568

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 67,680 67,494

機械、運搬具及び工具器具備品 146,881 147,819

リース資産 9,333 9,290

その他 21,344 20,722

減価償却累計額 △180,236 △181,572

有形固定資産合計 65,002 63,753

無形固定資産

のれん 606 595

ソフトウエア 34,898 35,999

その他 1,206 1,046

無形固定資産合計 36,710 37,640

投資その他の資産

投資有価証券 6,491 8,191

繰延税金資産 5,728 5,978

その他 2,351 2,317

貸倒引当金 △210 △210

投資その他の資産合計 14,360 16,276

固定資産合計 116,072 117,669

繰延資産 － 122

資産合計 311,325 325,359
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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１四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 58,773 69,041

短期借入金 20,535 20,844

1年内返済予定の長期借入金 ※1
 62,677

※1
 62,677

未払法人税等 2,617 1,669

未払費用 28,431 35,939

製品保証引当金 2,678 2,672

事業構造改善費用引当金 6,211 －

その他 17,328 17,179

流動負債合計 199,250 210,021

固定負債

長期借入金 ※1
 13,000

※1
 13,000

退職給付引当金 13,153 13,632

その他 4,346 4,010

固定負債合計 30,499 30,642

負債合計 229,749 240,663

純資産の部

株主資本

資本金 87,257 91,732

資本剰余金 51,541 56,016

利益剰余金 17,318 7,242

自己株式 △11,050 △11,050

株主資本合計 145,066 143,940

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 695 2,009

繰延ヘッジ損益 △34 △33

為替換算調整勘定 △66,260 △63,156

海外子会社年金調整額 △3,063 △3,210

その他の包括利益累計額合計 △68,662 △64,390

少数株主持分 5,172 5,146

純資産合計 81,576 84,696

負債純資産合計 311,325 325,359
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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24年４月１日
　至 平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年６月30日)

売上高 111,430 109,257

売上原価 87,425 93,045

売上総利益 24,005 16,212

販売費及び一般管理費 23,406 23,780

営業利益又は営業損失（△） 599 △7,568

営業外収益

受取利息 43 31

受取配当金 62 18

持分法による投資利益 － 48

その他 125 63

営業外収益合計 230 160

営業外費用

支払利息 634 669

持分法による投資損失 254 －

為替差損 552 706

その他 365 368

営業外費用合計 1,805 1,743

経常損失（△） △976 △9,151

特別利益

固定資産売却益 72 98

災害保険金収入 35 －

特別利益合計 107 98

特別損失

事業構造改善費用 － 305

固定資産除売却損 20 29

減損損失 45 －

災害損失 490 －

その他 － 4

特別損失合計 555 338

税金等調整前四半期純損失（△） △1,424 △9,391

法人税、住民税及び事業税 1,351 930

法人税等調整額 32 △85

法人税等合計 1,383 845

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △2,807 △10,236

少数株主損失（△） △46 △160

四半期純損失（△） △2,761 △10,076
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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24年４月１日
　至 平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △2,807 △10,236

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △2,197 1,314

繰延ヘッジ損益 366 1

為替換算調整勘定 △4,140 3,077

持分法適用会社に対する持分相当額 82 165

海外子会社年金調整額 139 △147

その他の包括利益合計 △5,750 4,410

四半期包括利益 △8,557 △5,826

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △8,286 △5,804

少数株主に係る四半期包括利益 △271 △22
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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24年４月１日
　至 平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25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損失（△） △1,424 △9,391

減価償却費 6,018 6,502

退職給付引当金の増減額（△は減少） 598 264

事業構造改善費用引当金の増減額（△は減少） － △6,211

受取利息及び受取配当金 △105 △49

支払利息 634 669

売上債権の増減額（△は増加） 8,979 6,943

たな卸資産の増減額（△は増加） △11,161 △106

仕入債務の増減額（△は減少） △3,854 9,048

未払費用の増減額（△は減少） △3,162 7,263

その他 3,442 △1,980

小計 △35 12,952

利息及び配当金の受取額 105 49

利息の支払額 △622 △651

法人税等の支払額 △2,607 △1,193

営業活動によるキャッシュ・フロー △3,159 11,157

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） △700 △161

固定資産の取得による支出 △9,124 △6,864

固定資産の売却による収入 117 653

その他 21 △116

投資活動によるキャッシュ・フロー △9,686 △6,488

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） △3 △202

長期借入金の返済による支出 △582 －

株式の発行による収入 － 8,823

その他 74 △392

財務活動によるキャッシュ・フロー △511 8,229

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,385 605

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △14,741 13,503

現金及び現金同等物の期首残高 45,953 20,967

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 31,212

※1
 34,470
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【注記事項】

(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25年４月１日  至  平成25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。

　

(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72,677百万円(うち、１年内返済予定の長期借入金62,677百万円)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23年９月27日付、平成24年９月25日付および平成25年３月26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72,677百万円(うち、１年内返済予定の長期借入金62,677百万円)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23年９月27日付、平成24年９月25日付および平成25年３月26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。

　

(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24年４月１日
至  平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成25年４月１日
至  平成25年６月30日)

現金及び預金 31,902百万円 35,786百万円

預入期間が３か月を超える
定期預金

△690百万円 △1,316百万円

現金及び現金同等物 31,212百万円 34,470百万円

　

(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。

　

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自  平成25年４月１日  至  平成25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
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期間の末日後となるもの

　該当事項はありません。

　３．株主資本の金額の著しい変動

当社は、平成25年６月28日に、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモおよび三菱電機株式会社に対し、第

三者割当増資により新株式を発行しました。この結果、当第１四半期連結会計期間において、資本金お

よび資本剰余金は、それぞれ4,475百万円増加し、当第１四半期連結会計期間末において、資本金は

91,732百万円、資本剰余金は56,016百万円となりました。
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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△2,092 111,430

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。

　

Ⅱ  当第１四半期連結累計期間(自  平成25年４月１日  至  平成25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 79,088 20,368 9,801 109,257 ─ 109,257

  セグメント間の内部
　売上高または振替高

190 51 2,049 2,290 △2,290 ─

計 79,278 20,419 11,850111,547△2,290 109,257

セグメント損失(△) △3,077 △3,510 △999 △7,586 18 △7,568

　

(注) １.　セグメント損失(△)の調整額18百万円には、セグメント間取引消去94百万円、各報告セグメントに配分してい

ない全社費用等△76百万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.　セグメント損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失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24年４月１日
至  平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成25年４月１日
至  平成25年６月30日)

    １株当たり四半期純損失金額(△) △8円60銭 △31円23銭

    (算定上の基礎) 　 　

    四半期純損失金額(△)(百万円) △2,761 △10,076

    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損失金額(△)(百万円) △2,761 △10,076

    普通株式の期中平均株式数(千株) 321,070 322,590

（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２５年８月５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１四半期連結会計期間
（平成25年4月1日から平成25年6月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成25年4月1日から平成25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25
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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