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１．平成20年３月期第１四半期の連結業績（平成19年４月１日～平成19年６月30日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前年同四半期増減率）

売　 上　 高 営　業　利　益 経　常　利　益 四半期（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期第１四半期 630,794 30.4 6,000 － 2,566 － △8,229 －

19年３月期第１四半期 483,884 △0.4 △6,786 － △12,213 － △15,107 －

19年３月期 2,202,869 3.9 40,237 493.1 18,542 － 8,745 －

１株当たり四半期
（当期）純利益

潜在株式調整後
１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭 円 銭

20年３月期第１四半期 △1 50 － －

19年３月期第１四半期 △2 75 － －

19年３月期 1 59 0 96

(2）連結財政状態  

総　 資　 産 純 　資　 産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

20年３月期第１四半期 1,777,279 307,327 16.6 △26 95

19年３月期第１四半期 1,536,611 259,698 16.2 △35 14

19年３月期 1,778,693 308,304 16.6 △26 73

２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 中間期末 期　末 年　間

 円 銭 円 銭 円 銭

19年３月期 － － － － 0 00

20年３月期（予想） － － － － 0 00

３．平成20年３月期の連結業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）　【参考】

 （％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 １株当たり当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

中間期 1,170,000 16.4 5,000 － △5,000 － △15,000 － △2 73

通期 2,430,000 10.3 51,000 26.7 30,000 61.8 20,000 128.7 3 64

－ 1 －



４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　：　無

(2）会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無　　　　　　　　　　　　　　：　有

(3）最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無　　　　　　　　　　　　：　無

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

業績予想につきましては、現状での入手可能な情報に基づいた判断、及び予測に基づき算出した見通しであり、リ

スクや不確実性を含んでおります。また、今後の当グループの事業を取り巻く経営環境の変化、市場の動向、為替

の変動等により、実際の業績が現状の見通しの数値と大きく変わる可能性があります。
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【定性的情報・財務諸表等】

１．連結経営成績に関する定性的情報

　当四半期の売上高は、販売台数増加に加え、為替好転影響もあり前年同期比1,469億円増加し6,308億円（前年同期

実績4,839億円）となりました。

　販売台数（小売）は、日本で減少しましたが、日本以外の北米、欧州、アジアその他すべての地域で増加し、全体

では前年同期比で41千台増加の334千台となりました。

　地域別の販売台数は、日本では軽自動車の減少により前年同期比６千台減少の46千台、北米では新型車投入効果等

により前年同期比10千台増加の52千台、欧州では引き続き好調なロシア、ウクライナの牽引により前年同期比９千台

増加の80千台、アジア・その他の地域では、昨年度大幅に減少した中国、マレーシア、インドネシアの回復、中南

米・中東アフリカでの好調維持で前年同期28千台増加の156千台となりました。 

　営業利益は、新型車の連続投入に伴う販売費用の増加はあったものの、台数・ミックス及び為替の好転により前年

同期実績68億円の赤字から60億円の黒字へと128億円の改善となり、黒字転換を果たしました。営業外損益は、為替

差益等により前年同期実績54億円の損失から34億円の損失へと20億円の改善となりました。この結果経常利益は、前

年同期比148億円改善し26億円の黒字（前年同期実績122億円の赤字）となりました。また、特別損益及び法人税等は

日本国内の販売会社再編費用の発生や法人税等の増加等により79億円悪化しました。この結果当期利益は前年同期比

69億円改善し82億円の赤字（前年同期実績151億円の赤字）となりました。

 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報

  当四半期末時点の総資産は17,773億円となり、平成19年３月期末の17,787億円から14億円減少しました。一方、有

利子負債残高は4,661億円となり、主として借入金の約定弁済や社債償還により前年度末の5,038億円から377億円減

少しました。純資産は当四半期損失の影響等により3,073億円となり、前年度末から10億円減少しました。

 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報

　平成19年４月26日に公表いたしました業績予想については現時点では変更しません。

　引き続き海外販売の好調、為替による増益効果が期待できるものの、新潟県中越沖地震の影響、原材料価格の動向

等もあり、なお見極めには時間を要します。

 

 

４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

 　 該当事項はありません。

　

(2）会計処理の方法における簡便な方法の採用

 　 法人税等の計上基準について、一部簡便的な方法を採用しております。

 　 

(3）最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更

    該当事項はありません。
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５．（要約）四半期連結財務諸表

(1）（要約）四半期連結貸借対照表

（単位：百万円）

科目

前期末
（平成19年３月期末）

当四半期末
（平成20年３月期
第１四半期末）

増　減

（参考）
前年同四半期末
（平成19年３月期
第１四半期末）

金　額 金　額 金　額 金　額

（資産の部）     

（流動資産） (1,059,633) (1,048,887) (△10,746) (821,736)

現金及び預金 358,058 390,799 32,741 257,308

受取手形及び売掛金 195,021 168,072 △26,949 143,585

販売金融債権 40,480 32,793 △7,687 42,841

有価証券 12,225 7,551 △4,674 2,340

たな卸資産 351,991 337,277 △14,714 259,646

短期貸付金 3,277 1,479 △1,798 2,433

繰延税金資産 846 677 △169 889

その他 124,825 132,741 7,916 138,523

貸倒引当金 △27,092 △22,502 4,590 △25,832

（固定資産） (719,060) (728,391) (9,331) (714,875)

有形固定資産 517,464 520,773 3,309 497,735

無形固定資産 38,530 36,249 △2,281 24,243

長期販売金融債権 18,872 16,803 △2,069 17,700

投資有価証券 71,460 80,694 9,234 75,530

長期貸付金 13,262 13,628 366 12,026

長期債権売却留保額 9,358 10,239 881 54,032

繰延税金資産 8,468 8,742 274 7,880

その他 59,545 59,673 128 68,002

貸倒引当金 △17,903 △18,413 △510 △42,277

資産合計 1,778,693 1,777,279 △1,414 1,536,611
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（単位：百万円）

科目

前期末
（平成19年３月期末）

当四半期末
（平成20年３月期
第１四半期末）

増　減

（参考）
前年同四半期末
（平成19年３月期
第１四半期末）

金　額 金　額 金　額 金　額

（負債の部）     

（流動負債） (1,110,874) (1,116,865) (5,991) (877,860)

支払手形及び買掛金 451,053 445,894 △5,159 295,636

短期借入金 352,044 317,239 △34,805 250,679

未払金及び未払費用 194,941 205,297 10,356 167,338

未払法人税等 7,220 6,758 △462 3,437

製品保証引当金 53,213 58,887 5,674 49,701

その他 52,400 82,788 30,388 111,067

（固定負債） (359,514) (353,085) (△6,429) (399,051)

社債 53,490 55,030 1,540 48,940

長期借入金 98,316 93,789 △4,527 141,557

繰延税金負債 24,259 28,327 4,068 17,621

退職給付引当金 105,881 102,202 △3,679 103,976

役員退職慰労引当金 1,005 944 △61 1,986

その他 76,561 72,790 △3,771 84,969

負債合計 1,470,389 1,469,951 △438 1,276,912

（純資産の部）     

（株主資本）     

資本金 657,342 657,343 1 657,342

資本剰余金 432,654 432,654 0 432,654

利益剰余金 △740,454 △748,683 △8,229 △764,305

自己株式 △13 △13 △0 △13

株主資本合計 349,528 341,300 △8,228 325,678

（評価・換算差額等）     

その他有価証券評価差額金 10,132 14,212 4,080 8,297

繰延ヘッジ損益 1,393 △6,033 △7,426 △1,173

為替換算調整勘定 △65,272 △54,877 10,395 △83,165

評価・換算差額等合計 △53,746 △46,698 7,048 △76,040

（少数株主持分） 12,522 12,725 203 10,061

純資産合計 308,304 307,327 △977 259,698

負債、純資産合計 1,778,693 1,777,279 △1,414 1,536,611
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(2）（要約）四半期連結損益計算書

（単位：百万円、％）

科目

前年同四半期
（平成19年３月期
第１四半期）

当四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

増　減
（参考）前期

（平成19年３月期）

金　額 金　額 金　額
増減率
 （％）

金　額

売上高 483,884 630,794 146,910 30.4 2,202,869

売上原価 400,118 529,952 129,834 32.4 1,788,897

割賦未実現利益調整前売上
総利益

83,765 100,841 17,076 20.4 413,971

割賦未実現利益調整額 0 0 △0  0

売上総利益 83,766 100,841 17,075 20.4 413,972

販売費及び一般管理費 90,552 94,841 4,289  373,735

営業利益又は営業損失(△) △6,786 6,000 12,786 － 40,237

営業外収益 1,708 4,749 3,041  11,351

（受取利息及び配当金） (1,223) (2,187) (964)  (8,098)

（その他の収益） (485) (2,562) (2,077)  (3,253)

営業外費用 7,135 8,183 1,048  33,046

（支払利息） (4,878) (6,015) (1,137)  (20,777)

（その他の費用） (2,257) (2,167) (△90)  (12,268)

経常利益又は経常損失(△) △12,213 2,566 14,779 － 18,542

特別利益 906 604 △302  23,401

特別損失 1,869 6,333 4,464  18,839

税金等調整前四半期(当期)
純利益又は純損失(△)

△13,176 △3,162 10,014 － 23,104

法人税、住民税及び事業税 1,741 4,518 2,777  12,303

少数株主損益（損は△） △188 △548 △360  △2,055

四半期(当期)純利益又は純損
失(△)

△15,107 △8,229 6,878 － 8,745
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(3) （要約）四半期連結株主資本等変動計算書

当第１四半期連結会計期間（平成19年４月１日～平成19年６月30日）

株主資本

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19年３月31日　残高
 （百万円）

657,342 432,654 △740,454 △13 349,528

当第１四半期中の変動額

新株の発行 0 0   1

当期純利益   △8,229  △8,229

自己株式の取得    △0 △0

株主資本以外の項目の当第１
四半期中の変動額（純額）

     

当第１四半期中の変動額合計
 （百万円）

0 0 △8,229 △0 △8,228

平成19年６月30日　残高
 （百万円）

657,343 432,654 △748,683 △13 341,300

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計その他有価証
券評価差額金

繰延ヘッジ
損益

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日　残高
 （百万円）

10,132 1,393 △65,272 △53,746 12,522 308,304

当第１四半期中の変動額

新株の発行      1

当期純利益      △8,229

自己株式の取得      △0

株主資本以外の項目の当第１
四半期中の変動額（純額）

4,079 △7,426 10,394 7,047 203 7,251

当第１四半期中の変動額合計
 （百万円）

4,079 △7,426 10,394 7,047 203 △976

平成19年６月30日　残高
 （百万円）

14,212 △6,033 △54,877 △46,698 12,725 307,327
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(4) セグメント情報

 〔事業の種類別セグメント情報〕

当四半期（平成20年３月期第１四半期）

 （単位：百万円）

自動車事業 金融事業 計 消去又は全社 連結

売上高及び営業損益

売上高

(1)外部顧客に対する売上高 622,002 8,792 630,794 － 630,794

(2)セグメント間の内部売上
高又は振替高

(54) － (54) 54 －

計 621,948 8,792 630,740 54 630,794

営業費用 620,528 4,266 624,794 － 624,794

営業利益 1,419 4,526 5,945 54 6,000

（注）１．事業区分の方法は、産業区分及び市場の類似性に基づいております。 

２．各事業区分の主要製品等 

(1)自動車・・・・・・乗用車等

(2)金  融・・・・・・販売金融等

 

 

 〔所在地別セグメント〕

当四半期（平成20年３月期第１四半期）

 （単位：百万円）

日本 北米 欧州 アジア その他 計 消去又は全社 連結

売上高及び営業損益

売上高

(1)外部顧客に対する売上高 287,966 108,680 154,457 25,073 54,617 630,794 － 630,794

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高
152,244 4,692 10,668 62,526 104 230,237 (230,237) －

計 440,210 113,372 165,126 87,599 54,721 861,031 (230,237) 630,794

営業費用 445,838 113,979 160,264 83,150 54,706 857,940 (233,145) 624,794

営業利益（又は営業損失） (5,627) (607) 4,862 4,448 15 3,091 2,908 6,000

（注）１．国または地域の区分は、地理的近接度及び事業活動の相互関連性によっております。 

２．本邦以外の区分に属する主な国または地域 

(1)北　米・・・・・・米国、プエルトリコ

(2)欧　州・・・・・・オランダ

(3)アジア・・・・・・タイ、フィリピン

(4)その他・・・・・・オーストラリア、ニュージーランド、Ｕ.Ａ.Ｅ.
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 〔海外売上高〕

当四半期（平成20年３月期第１四半期）

 （単位：百万円）

北米 欧州 アジア その他 計

Ⅰ　海外売上高 110,271 226,657 49,266 137,692 523,888

Ⅱ　連結売上高     630,794

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合 17.5％ 35.9％ 7.8％ 21.9％ 83.1％

（注）１．国または地域の区分は、地理的近接度及び事業活動の相互関連性によっております。 

２．本邦以外の区分に属する主な国または地域 

(1)北　米・・・・・・米国、プエルトリコ

(2)欧　州・・・・・・オランダ、イタリア、ドイツ、ロシア

(3)アジア・・・・・・タイ、マレーシア、台湾

(4)その他・・・・・・オーストラリア、ニュージーランド

３．海外売上高は、連結財務諸表提出会社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高

　　であります。 
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【ご参考】　（要約）四半期個別財務諸表

(要約) 四半期損益計算書
（単位：百万円）

科目

前年同四半期
(平成19年３月期第１四半期)

当四半期
(平成20年３月期第１四半期)

増　減

金　額 金　額 金　額

売上高 265,291 405,377 140,086

営業利益又は営業損失(△) △13,900 △2,163 11,737

経常利益又は経常損失(△) △14,808 436 15,244

税引前当期純利益又は純損失(△) △14,907 1,274 16,181

当期純利益又は純損失(△) △14,605 716 15,321

(要約) 四半期貸借対照表
（単位：百万円）

科目

前期末
(平成19年３月期末)

当四半期末
(平成20年３月期第１四半期末)

増　減

金　額 金　額 金　額

（資産の部）    

（流動資産） (695,001) (686,003) (△8,998)

現金及び預金 219,758 247,665 27,907

受取手形及び売掛金 256,420 195,332 △61,088

短期貸付金 59,265 54,817 △4,448

その他 159,556 188,188 28,632

（固定資産） (471,214) (482,879) (11,665)

有形固定資産 194,372 192,596 △1,776

無形固定資産 13,065 12,384 △681

投資その他の資産 263,776 277,897 14,121

資産合計 1,166,216 1,168,882 2,666

（負債の部）    

（流動負債） (721,334) (719,444) (△1,890)

支払手形及び買掛金 390,490 386,328 △4,162

短期借入金 184,880 173,839 △11,041

その他 145,963 159,276 13,313

（固定負債） (236,349) (243,465) (7,116)

社債 27,600 27,600 －

長期借入金 63,924 63,420 △504

その他 144,824 152,445 7,621

負債合計 957,683 962,910 5,227

（純資産の部）    

（株主資本） (198,501) (199,219) (718)

資本金 657,342 657,343 1

資本剰余金 433,189 433,190 1

利益剰余金 △892,016 △891,300 716

自己株式 △13 △13 △0

（評価・換算差額等） (10,031) (6,752) (△3,279)

純資産合計 208,533 205,971 △2,562

負債、純資産合計 1,166,216 1,168,882 2,666
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2007年7月30日
三菱自動車
広  報  部

＜平成20年3月期　第1四半期決算参考資料＞（連結）

前第1四半期実績 当第1四半期実績 中間期予想 通期予想

平成19年3月期 平成20年3月期 平成20年3月期 平成20年3月期

(A) (B)

売上高 4,839 億円 6,308 億円 11,700 億円 24,300 億円

営業利益 ▲ 68 億円 60 億円 50 億円 510 億円

<利益率> ＜ー＞ <1.0%> <0.4%> <2.1%>

　増減要因 （増益要因）

台数・ﾐｯｸｽ変動 116 億円

為替 64 億円

コスト低減他 12 億円

(減益要因)

販売費用 ▲ 64 億円

変動計　(B-A) 128 億円

経常利益 ▲ 122 億円 26 億円 ▲ 50 億円 300 億円

<利益率> ＜ー＞ <0.4%> ＜ー＞ <1.2%>

当期利益 ▲ 151 億円 ▲ 82 億円 ▲ 150 億円 200 億円

<利益率> ＜ー＞ ＜ー＞ ＜ー＞ <0.8%>

為替
（売上レート）

114
144
円/US$
円/ﾕｰﾛ

120
162
円/US$
円/ﾕｰﾛ

115
150
円/US$程度
円/ﾕｰﾛ程度

設備投資
（計上ベース）

199 億円 99 億円 818 億円

減価償却費 162 億円 182 億円 755 億円

研究開発費 182 億円 175 億円 688 億円

有利子負債残高 4,412 億円 4,661 億円

総資産 15,366 億円 17,773 億円

売上台数 279 千台 309 千台 1,276 千台

　　国内 50 千台 38 千台 248 千台

　　海外 229 千台 271 千台 1,028 千台

　増収、営業・経常損益黒字化業績評価



2007年 7月 30日 
 
 

三菱自動車、2007 年度第 1四半期業績の概況を発表 

～ 増収、営業・経常損益黒字化 ～ 
                             
三菱自動車は本日、2007年度（2008年 3月期）第 1四半期業績の概況を発表しました。 

 
(１) 業績概況 

2007年度第 1四半期（2007年 4月 1日～2007年 6月 30日）の売上高は、販売台数増に
よる増収効果や為替の円安影響により、前年同期比 1,469億円増の 6,308億円（前年同期実績：
4,839億円）と、3割を上回る伸びとなりました。 
営業損益は、主として台数・車種構成の好転が寄与したこと、また新型車投入に伴う北米で

の広告宣伝費上積み等による販売費負担を為替の円安効果でカバーできたこと等により、前年

同期比 128億円の改善となる 60億円となりました。また経常損益も前年同期比 148億円の改
善となる 26億円を計上し、いずれも黒字となりました。 
当期損益については、本年７月 1日までに実施した国内連結販売会社の広域統合による一時
的な再編費用の計上や、法人税等の増加はありましたが、前年同期比 69億円の改善となる 82
億円の当期損失となりました。 
 
(２) 販売台数 

2007年度第 1四半期のグローバル販売台数は、前年同期の 293千台に対し 41千台（14%）
の増加となる 334千台となりました。 
地域別には、日本では、国内総需要の回復がみられない中、『デリカＤ：５』の新車投入効

果により登録車は増加したものの、軽自動車が減少した結果、前年同期比 6 千台（11%）減の

46 千台となりました。 

北米では、2006 年 11 月に発売した新型ＳＵＶ『アウトランダー』に続き、本年 3月に世界

に先駆けて市場投入した新型セダン『ランサー』の好調な立ち上がりを受け、前年同期比 10

千台（22%)の増加となる 52 千台となりました。 

欧州では、ロシアの堅調に加え、ウクライナでの販売台数倍増等も寄与し、前年同期比 9

千台（12%）増の 80 千台となりました。 

アジア及びその他の地域では、中国での三菱ブランド車の拡販やインドネシアを始めとする

アセアン地域の回復及び中南米や中東、アフリカ地域での好調維持等により、前年同期比 28
千台（22%）増の 156千台となりました。 

 
（３）2007年度業績見通し 
本年 4月 26日に公表した 2007年度業績見通しは現時点では、中間期、通期とも変更いた
しません。 
 

 
以上 

 
【問い合わせ先】 
広報部 企業広報担当：松村 
企業広報代表 03-6852-4274 

 

 



 

資料に記載されている将来に関する記述を含む歴史的事実以外のすべての記述は、現時点における 

当社の予測、期待、目標、想定、計画、評価等を基礎として記載されているものです。また、予想数値を

算定するために、一定の前提（仮定）を用いています。これらの記述または前提（仮定）については、その

性質上、客観的に正確であるという保証や将来その通りに実現するという保証はありません。これらの記

述または前提（仮定）が、客観的には不正確であったり、将来実現しない原因となるリスク要因や不確定

要因のうち、現在想定しうる主要なものとしては、 

 - 本計画の各種目標・各種施策の実現可能性 

 - 金利・為替・石油価格の変動可能性 

 - 関係法令・規則の変更可能性 

 - 日本国内外の経済・社会情勢の変化可能性等  があげられます。 

なお、潜在的リスクや不確定要因はこれらに限られるものではありませんので、ご留意ください。また、当

社は、将来生じた事象を反映するために、本資料に記載された情報を更新する義務を負っておりません。 
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2007年度第1四半期業績の概況

2007年7月30日

三菱自動車工業株式会社



1
2007年度第1四半期業績サマリー 【前年同期対比】

(単位： 億円,千台)

増収、営業・経常損益黒字化増収、営業・経常損益黒字化増収、営業・経常損益黒字化

FY06 1Q
実績①

FY07 1Q
実績②

差
② - ①

FY07 上期
4/26公表値

4,839 +1,469

+128

+148

+69

販売台数(小売) 293 334 +41 638

-68

11,700

50

-50

当 期 利 益 -151 -82 -150

-122

売 上 高 6,308

営 業 利 益 60

経 常 利 益 26

(注)販売台数はOEM供給台数を除く。07年度第1四半期販売台数実績は速報値。



2
地域別販売台数実績 【前年同期対比：小売ベース】

アジア・その他地域 合計日本 北米 欧州

FY07
1Q

FY07第1四半期実績の対前年同期比増減

-6 +9+10 +28

46

FY06
1Q

FY07
1Q

FY06
1Q

42 52

FY07
1Q

FY06
1Q

71 80

FY07
1Q

FY06
1Q

128 156

(単位：千台)

+41

FY07
1Q

FY06
1Q

293 334

52

(-11%) (+12%)(+22%) (+22%) (+14%)

(注)販売台数はOEM供給台数を除く。07年度第1四半期販売台数実績は速報値。



3
営業損益増減分析 【前年同期対比】

台数・ミックスの好転等で黒字化台数・ミックスの好転等で黒字化台数・ミックスの好転等で黒字化 (単位： 億円)

＋128億円FY06 1Q
実績

FY07 1Q
実績

台数･
ミックス変動

為替

-68

販売費

コスト低減他

（売上レート、単位：円）

米ドル

ユーロ

豪ドル

地域別

日本：

北米：

欧州：

その他：

・原価低減他

・販売金融事業

60

+116

-64 +64

+12

+10

+3

+80

+23

+13

-1

’06 1Q ’07 1Q
114  120

144  162

85        98



4
営業外損益、特別損益等 【前年同期対比】

(単位： 億円)

FY06 1Q
実績①

-68

営業外損益 -54 -34 +20

特別損益
及び法人税等

-29 -108 -79

-122

-151

FY07 1Q
実績②

差
② - ①

営 業 利 益 60 +128

+148

+69

経 常 利 益 26

当 期 利 益 -82

主な内訳

・外国為替差損益 +26

主な内訳

・国内販社再編費用

・法人税等

-39

-28



5
貸借対照表 【前年度末対比】

(単位： 億円)

FY06末
（’07/3E）

FY07 1Q末
（’07/6E） 増減

資産合計 17,787 17,773 -14

うち 現金預金 3,581 3,908 +327

うち 有利子負債合計 5,038 4,661 -377

たな卸資産 3,520 3,373 -147

負債合計 14,704 14,700 -4

純資産合計 3,083 3,073 -10



6
まとめ

第1四半期実績 増収、営業・経常損益黒字化増収、営業・経常損益黒字化増収、営業・経常損益黒字化

販売台数は、日本で減少するも、海外は総じて拡大基調となり、全体で前年同期比114%。

売上高は、台数・ミックス、為替好転等で3割増収。

営業損益、経常損益は、第1四半期としては久方ぶりの黒字化。当期損益も赤字幅半減。

中間期・通期業績予想： 現時点では変更せず中間期・通期業績予想：中間期・通期業績予想： 現時点では変更せず現時点では変更せず07年度見通し

第2四半期も、引き続き海外販売の好調、為替による増益効果を期待するが、
不透明な要素も少なからずあり、先行き慎重な見極めが必要。
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添付資料



8
地域別業績 【前年同期対比】

(単位： 億円)

FY06 1Q FY07 1Q 増減 (参考)

実績① 実績② ②-①
FY07 通期
4/26公表値

売　上　高 4,839 6,308 +1,469 24,300

- 日本 1,034 1,069 +35 5,800

- 北米 952 1,103 +151 4,400

- 欧州 1,636 2,267 +631 7,300

- アジア・
　  その他

1,217 1,869 +652 6,800

営 業 利 益 -68 60 +128 510

- 日本 -172 -118 +54 -200

- 北米 -13 -27 -14 -140

- 欧州 32 127 +95 430

- アジア・
　  その他

85 78 -7 420



9

本資料に記載されている将来に関する記述を含む歴史的事実以外のすべての記述は、現時点における 当社

の予測、期待、目標、想定、計画、評価等を基礎として記載されているものです。また、予想数値を算定するた

めに、一定の前提（仮定）を用いています。これらの記述または前提（仮定）については、その性質上、客観的に

正確であるという保証や将来その通りに実現するという保証はありません。これらの記述または前提（仮定）が、

客観的には不正確であったり、将来実現しない原因となるリスク要因や不確定要因のうち、現在想定しうる主

要なものとしては、

- 本計画の各種目標・各種施策の実現可能性

- 金利・為替・石油価格の変動可能性

- 関係法令・規則の変更可能性

- 日本国内外の経済・社会情勢の変化可能性等 があげられます。

なお、潜在的リスクや不確定要因はこれらに限られるものではありませんので、ご留意ください。また、当社は、

将来生じた事象を反映するために、本資料に記載された情報を更新する義務を負っておりません。
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