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（百万円未満切捨て）

１．平成20年３月期第３四半期の連結業績（平成19年４月１日～平成19年12月31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３四半期 1,947,333 26.1 51,972 715.4 39,252 － 21,665 －

19年３月期第３四半期 1,544,090 0.9 6,373 － △6,370 － △11,764 －

19年３月期 2,202,869 － 40,237 － 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３四半期 3 94 2 38

19年３月期第３四半期 △2 14 － －

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３四半期 1,728,843 340,558 18.9 △20 02

19年３月期第３四半期 1,694,530 276,073 15.6 △32 44

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 － － －
0 00

20年３月期（予想） － － －

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】

 （％表示は対前期増減率）

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

通期 2,670,000 21.2 80,000 98.8 60,000 223.6 20,000 128.7 3 64
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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、４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、今後の当社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

　当第３四半期（平成19年４月１日から平成19年12月31日までの９ヶ月間）の連結売上高は、海外販売台数の増加、

ＰＳＡプジョー・シトロエン社向けＯＥＭ供給の開始、円安による為替影響等により、１兆9,473億円（前年同期比

4,032億円、26.1 ％増）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117千台増加の1,016千台となりました。

　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19千台減少の151千台、北米では新型車投入効果

等により前年同期比11千台増加の134千台、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48

千台増加の254千台、アジア・その他の地域では、昨年度大幅に減少したインドネシアの回復、中南米・中東アフリ

カでの好調維持等で前年同期比77千台増加の477千台となりました。

　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64億円から456億円増益の520億円となりました。営業外損益は、利息収支、為替差損等で127億円の損失と

なりました。この結果、経常利益は、前年同期実績64億円の赤字から457億円改善の393億円となり、黒字に転換しま

した。当期純利益は、ＰＣＢ廃棄物処理費用の計上や海外連結子会社における法人税等の増加がありましたが、前年

同期実績118億円の赤字から335億円改善の217億円となり、黒字に転換しました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

  当第３四半期末時点の総資産は17,288億円となり、平成19年３月期末の17,787億円から499億円減少しました。一

方、有利子負債残高は3,965億円となり、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1,073

億円減少しました。純資産は当四半期利益の影響等により3,405億円となり、前年度末から322億円増加しました。

３．連結業績予想に関する定性的情報

  平成20年３月期の連結通期業績予想については、現状の販売環境並びに本日発表の豪州三菱自動車車体工場閉鎖に

伴う事業改革費用を反映し、平成19年10月30日に公表した業績予想を修正します。

　連結販売台数（小売）は、最新の各市場動向に基づき、前回発表予想値に比べ25千台減少となる1,337千台に修正

しております。売上高は、販売台数減少の影響を織り込み、300億円減の26,700億円としました。営業利益は、ユー

ロを中心とした為替好転やコスト低減効果が売上減少影響等を上回る見込みであることから100億円増の800億円に、

経常利益も130億円増の600億円に上方修正しました。なお、当期利益については、豪州三菱自動車での現地車体工場

閉鎖に伴う特別損失を計上するものの、事業損益の改善効果等でカバーすることにより、前回発表予想値200億円の

確保を目指します。

 連結通期業績予想

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　（単位：百万円）

 売上高 営業利益 経常利益  当期純利益

 前回発表予想（Ａ） 2,700,000 70,000 47,000 20,000

 今回修正予想（Ｂ） 2,670,000 80,000 60,000 20,000

 増減額（Ｂ－Ａ） △30,000 10,000 13,000 －

  増減率（％） △1.1％ 14.3％ 27.7％ －

 （ご参考）

前年同期実績

（平成19年３月期）

2,202,869 40,237 18,542 8,745
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 【ご参考】連結販売台数（小売）計画

                                             （単位：千台）

地域
平成20年３月期

販売台数計画

平成19年３月期

販売台数実績

日本 228 247

北米 168 164

欧州 331 282

アジア・その他 610 537

合計 1,337 1,230

※　上記記載の各数値は、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、今後の当社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。

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３四半期末）

増　減

（参考）
前年同四半期末
（平成19年３月期
第３四半期末）

金　額 金　額 金　額 金　額

（資産の部）     

（流動資産） (1,059,633) (1,025,854) (△33,779) (947,749)

現金及び預金 358,058 378,318 20,260 284,700

受取手形及び売掛金 195,021 175,246 △19,775 147,582

販売金融債権 40,480 18,055 △22,425 49,224

有価証券 12,225 4,444 △7,781 5,119

たな卸資産 351,991 340,910 △11,081 351,931

短期貸付金 3,277 267 △3,010 1,284

繰延税金資産 846 199 △647 1,317

その他 124,825 122,879 △1,946 138,021

貸倒引当金 △27,092 △14,467 12,625 △31,431

（固定資産） (719,060) (702,988) (△16,072) (746,780)

有形固定資産 517,464 500,954 △16,510 531,677

無形固定資産 38,530 32,101 △6,429 26,209

長期販売金融債権 18,872 8,971 △9,901 25,254

投資有価証券 71,460 81,564 10,104 78,295

長期貸付金 13,262 12,900 △362 12,665

長期債権売却留保額 9,358 9,197 △161 12,085

繰延税金資産 8,468 9,081 613 9,362

その他 59,545 63,836 4,291 69,110

貸倒引当金 △17,903 △15,619 2,284 △17,880

資産合計 1,778,693 1,728,843 △49,850 1,694,530

三菱自動車工業㈱(7211)平成 20 年３月期第３四半期財務･業績の概況

5



（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３四半期末）

増　減

（参考）
前年同四半期末
（平成19年３月期
第３四半期末）

金　額 金　額 金　額 金　額

（負債の部）     

（流動負債） (1,110,874) (1,070,743) (△40,131) (976,067)

支払手形及び買掛金 451,053 456,521 5,468 389,513

短期借入金 352,044 296,413 △55,631 283,104

未払金及び未払費用 194,941 180,262 △14,679 184,254

未払法人税等 7,220 6,672 △548 4,379

製品保証引当金 53,213 55,975 2,762 50,396

その他 52,400 74,897 22,497 64,418

（固定負債） (359,514) (317,541) (△41,973) (442,389)

社債 53,490 33,460 △20,030 51,670

長期借入金 98,316 66,725 △31,591 163,891

繰延税金負債 24,259 30,496 6,237 23,720

退職給付引当金 105,881 104,035 △1,846 106,015

役員退職慰労引当金 1,005 919 △86 1,016

その他 76,561 81,905 5,344 96,075

負債合計 1,470,389 1,388,285 △82,104 1,418,456

（純資産の部）     

（株主資本）     

資本金 657,342 657,349 7 657,342

資本剰余金 432,654 432,661 7 432,654

利益剰余金 △740,454 △715,478 24,976 △760,964

自己株式 △13 △14 △1 △13

株主資本合計 349,528 374,519 24,991 329,018

（評価・換算差額等）     

その他有価証券評価差額金 10,132 12,884 2,752 9,906

繰延ヘッジ損益 1,393 △1,540 △2,933 △1,845

為替換算調整勘定 △65,272 △59,140 6,132 △72,604

評価・換算差額等合計 △53,746 △47,796 5,950 △64,544

（少数株主持分） 12,522 13,835 1,313 11,599

純資産合計 308,304 340,558 32,254 276,073

負債、純資産合計 1,778,693 1,728,843 △49,850 1,694,530
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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３四半期）

当四半期
（平成20年３月期
第３四半期）

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 1,544,090 1,947,333 403,243 26.1 2,202,869

売上原価 1,258,905 1,614,036 355,131 28.2 1,788,897

割賦未実現利益調整前売上
総利益

285,185 333,297 48,112 16.9 413,971

割賦未実現利益調整額 0 0 0  0

売上総利益 285,186 333,297 48,111 16.9 413,972

販売費及び一般管理費 278,812 281,325 2,513  373,735

営業利益 6,373 51,972 45,599 715.4 40,237

営業外収益 9,527 11,083 1,556  11,351

（受取利息及び配当金） (6,407) (6,869) (462)  (8,098)

（その他の収益） (3,120) (4,214) (1,094)  (3,253)

営業外費用 22,271 23,803 1,532  33,046

（支払利息） (14,889) (16,626) (1,737)  (20,777)

（その他の費用） (7,381) (7,177) (△204)  (12,268)

経常利益又は経常損失(△) △6,370 39,252 45,622 － 18,542

特別利益 11,040 8,154 △2,886  23,401

特別損失 7,450 10,459 3,009  18,839

税金等調整前四半期(当期)
純利益又は純損失(△)

△2,780 36,948 39,728 － 23,104

法人税、住民税及び事業税 7,972 13,226 5,254  12,303

少数株主損益（損は△） △1,011 △2,057 △1,046  △2,055

四半期(当期)純利益又は純損
失(△)

△11,764 21,665 33,429 － 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３四半期連結会計期間（平成19年４月１日～平成19年12月31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３四半期中の変動額

新株の発行 7 7   14

四半期純利益   21,665  21,665

自己株式の取得    △0 △0

新規持分法適用に伴う増加   3,311  3,311

株主資本以外の項目の当第３
四半期中の変動額（純額）

     

当第３四半期中の変動額合計
 （百万円）

7 7 24,976 △0 24,990

平成19年12月31日　残高
 （百万円）

657,349 432,661 △715,478 △14 374,519

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３四半期中の変動額

新株の発行      14

四半期純利益      21,665

自己株式の取得      △0

新規持分法適用に伴う増加      3,311

株主資本以外の項目の当第３
四半期中の変動額（純額）

2,751 △2,933 6,132 5,949 1,313 7,263

当第３四半期中の変動額合計
 （百万円）

2,751 △2,933 6,132 5,949 1,313 32,254

平成19年12月31日　残高
 （百万円）

12,884 △1,540 △59,140 △47,796 13,835 340,558
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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３四半期）

 （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 1,926,301 21,032 1,947,333 － 1,947,333

(2)セグメント間の内部売上
高又は振替高

(100) － (100) 100 －

計 1,926,200 21,032 1,947,232 100 1,947,333

営業費用 1,885,340 10,021 1,895,361 － 1,895,361

営業利益 40,860 11,010 51,871 100 51,972

（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３四半期）

 （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 981,874 282,917 446,982 80,190 155,369 1,947,333 － 1,947,333

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高
449,609 14,117 38,714 190,099 268 692,809 (692,809) －

計 1,431,483 297,034 485,697 270,290 155,638 2,640,143 (692,809) 1,947,333

営業費用 1,392,289 299,763 478,749 254,373 156,727 2,581,902 (686,541) 1,895,361

営業利益（又は営業損失） 39,194 (2,728) 6,948 15,916 (1,089) 58,240 (6,268) 51,972

（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３四半期）

 （単位：百万円）

北米 欧州 アジア その他 計

Ⅰ　海外売上高 306,746 657,928 172,844 465,531 1,603,050

Ⅱ　連結売上高     1,947,333

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合 15.8％ 33.8％ 8.9％ 23.8％ 82.3％

（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。 

三菱自動車工業㈱(7211)平成 20 年３月期第３四半期財務･業績の概況
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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３四半期)

当四半期
(平成20年３月期第３四半期)

増　減

金　額 金　額 金　額

売上高 931,243 1,345,007 413,764

営業利益又は営業損失(△) △20,128 31,253 51,381

経常利益又は経常損失(△) △23,416 23,651 47,067

税引前当期純利益又は純損失(△) △28,435 32,620 61,055

当期純利益又は純損失(△) △27,702 32,134 59,836

(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３四半期末)

増　減

金　額 金　額 金　額

（資産の部）    

（流動資産） (695,001) (734,888) (39,887)

現金及び預金 219,758 262,594 42,836

受取手形及び売掛金 256,420 216,452 △39,968

短期貸付金 59,265 34,837 △24,428

その他 159,556 221,004 61,448

（固定資産） (471,214) (477,757) (6,543)

有形固定資産 194,372 188,989 △5,383

無形固定資産 13,065 11,435 △1,630

投資その他の資産 263,776 277,332 13,556

資産合計 1,166,216 1,212,645 46,429

（負債の部）    

（流動負債） (721,334) (747,037) (25,703)

支払手形及び買掛金 390,490 434,239 43,749

短期借入金 184,880 154,643 △30,237

その他 145,963 158,154 12,191

（固定負債） (236,349) (224,296) (△12,053)

社債 27,600 25,600 △2,000

長期借入金 63,924 44,404 △19,520

その他 144,824 154,292 9,468

負債合計 957,683 971,334 13,651

（純資産の部）    

（株主資本） (198,501) (230,650) (32,149)

資本金 657,342 657,349 7

資本剰余金 433,189 433,196 7

利益剰余金 △892,016 △859,881 32,135

自己株式 △13 △14 △1

（評価・換算差額等） (10,031) (10,659) (628)

純資産合計 208,533 241,310 32,777

負債、純資産合計 1,166,216 1,212,645 46,429
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2008年2月5日
三菱自動車
広  報  部

<平成20年3月期第3四半期決算参考資料>(連結)

前第3四半期実績 当第3四半期実績 通期予想 前回(平成19年10月)予想 前年度実績

　　(9ヶ月累計) 　　　　(9ヶ月累計)

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 平成19年3月期

(A) (B) (C) (D) (E)

売上高 15,441 億円 19,473 億円 26,700 億円 27,000 億円 22,029 億円

営業利益 64 億円 520 億円 800 億円 700 億円 402 億円

<利益率> < 0.4% > < 2.7% > < 3.0% > < 2.6% > < 1.8% >

 増減要因  (増益要因)  (増益要因)  (増益要因)

 台数・ミックス変動 283億円  台数・ミックス変動 371億円  台数・ミックス変動 392億円

 為替 197億円  コスト低減他 122億円  コスト低減他 　　　54億円

 コスト低減他 　　　68億円  為替 　　　59億円  為替 15億円

 (減益要因)  (減益要因)  (減益要因)

 北米販売金融事業　　　▲50億円  北米販売金融事業　　　▲92億円  北米販売金融事業　　　▲93億円

 販売費用 　　　▲42億円  販売費用 　　　▲62億円  販売費用 　　　▲70億円

 対前年同期  対前年度  対前年度
     変動計 456億円      変動計 398億円      変動計 298億円

経常利益 ▲64 億円 393 億円 600 億円 470 億円 185 億円

<利益率> ＜ー＞ < 2.0% > < 2.2% > < 1.7% > < 0.8% >

当期利益 ▲118 億円 217 億円 200 億円 200 億円 87 億円

<利益率> ＜ー＞ < 1.1% > < 0.7% > < 0.7% > < 0.4% >

為替 116 円/US$  118 円/US$  114 円/US$程度 115 円/US$程度 117 円/US$

（売上レート）
148 円/ﾕｰﾛ  162 円/ﾕｰﾛ  161 円/ﾕｰﾛ程度 159 円/ﾕｰﾛ程度 152 円/ﾕｰﾛ

（第4四半期：　 105　　円/US$程度） （下期　：　　110　　　円/US$程度）

（第4四半期：　 155 円/ﾕｰﾛ程度） （下期　：　　155 円/ﾕｰﾛ程度）

538 億円 376 億円 770 億円 811 億円 676 億円

減価償却費 517 億円 546 億円 740 億円 748 億円 691 億円

研究開発費 498 億円 533 億円 800 億円 801 億円 671 億円

有利子負債残高 4,987 億円 3,965 億円 5,038 億円

総資産 16,945 億円 17,288 億円 17,787 億円

売上台数 870 千台 980 千台 1,317 千台 1,346 千台 1,217 千台

国内 168 千台 147 千台 217 千台 225 千台 245 千台

海外 702 千台 833 千台 1,100 千台 1,121 千台 972 千台

増収・増益

設備投資
(計上ベース)

業績評価
増収、営業利益増益、
経常利益・当期利益黒字化

増収・増益



 

DATE
No.

2008 年 2月 5日 

4097 

三菱自動車、2007 年度第 3 四半期業績概況及び通期業績見通しを発表 

 

三菱自動車（以下、当社）は、本日、2007 年度（2008 年 3 月期）第 3 四半期業績概

況及び 2007 年度通期の業績見通しを発表しました。 

 

１．2007 年度第 3四半期決算 

 

（１）業績概況 

2007 年度第 3四半期（2007 年 4月 1 日～2007 年 12 月 31 日）の売上高は、欧州、ア

ジア・その他地域での販売台数の増加や為替の円安影響等により、前年同期比 4,032 億

円（26%）増の 1兆 9,473 億円（前年同期実績：1兆 5,441 億円）となりました。 

 営業利益は、欧州とアジアその他地域での台数・車種構成の大幅な好転に加え、円安

効果もあり、前年同期比 456 億円の改善となる 520 億円となりました。 

経常損益は、前年同期比457億円の改善となる393億円を計上し、黒字転換しました。 

当期損益については、主に海外連結子会社の利益増加に伴う税負担増加により、改善

額は前年同期比 335 億円に止まりましたが、経常損益と同様に黒字転換し、217 億円と

なりました。 

 

（２）販売台数 

2007 年度第 3 四半期の世界販売台数（小売）は、前年同期の 899 千台に対し 117 千

台（13%）の増加となる 1,016 千台となりました。 

地域別には、日本では、総需要の回復がみられない中、新型『デリカＤ：５』と新型

セダン『ギャラン フォルティス』の投入効果もあり登録車販売が増加したものの、軽

自動車販売が減少し、前年同期比 19 千台（11%）減の 151 千台となりました。 

 北米では、サブプライムローン問題を機に先行き不透明感が急速に強まった米国にお

いて、熾烈化する販売競争の影響を受け、10 月～12 月の販売台数は前年同期比で 3 千

台減少したものの、『アウトランダー』や『ランサー』が好調を持続しており、加えて

カナダでの販売増も寄与し、4 月～12 月の累計では前年同期比 11 千台増の 134 千台と

なりました。 

欧州については、『アウトランダー』や『ランサー』が好調で、拡大基調が続くロシ

アやウクライナ等東欧市場が牽引し、前年同期比 48 千台（23%）増の 254 千台となりま

した。 

また、アジア及びその他の地域は、中南米や中東・アフリカ地域での『トライトン』

や『パジェロ』などが好調な販売を維持していることや、インドネシアを始めとするア

セアン地域の回復により、前年同期比 77千台増の 477 千台となりました。
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２．2007 年度通期業績見通し 

 

2007 年度通期の業績見通しについては、現状の販売環境並びに本日発表の豪州三菱

自動車車体工場閉鎖に伴う事業改革費用を反映し、2007 年 10 月 30 日の公表値を見直

します。 

 販売台数（小売）は、 新の各市場動向に基づき、公表値に比べ 25 千台減少となる

1,337 千台に見直しております。 

売上高は、販売台数減少の影響を織り込み、300 億円減の 26,700 億円としました。 

営業利益は、ユーロを中心とした為替好転やコスト低減効果が売上減少影響等を上回

る見込みであることから 100 億円増の 800 億円に、経常利益も 130 億円増の 600 億円に

上方修正しました。 

なお、当期利益については、豪州三菱自動車での現地車体工場閉鎖に伴う特別損失を

計上するものの、事業損益の改善効果等でカバーすることにより、公表値 200 億円の確

保を目指します。 

以 上 

 

【お問い合わせ先】 

広報部 企業広報担当：松村 

企業広報代表 03-6852-4274 

 

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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