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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第2四半期 1,213,973 ― 25,361 ― 20,854 ― 12,772 ―

20年3月期第2四半期 1,313,408 30.6 18,830 ― 6,632 ― △5,625 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年3月期第2四半期 2.31 1.40
20年3月期第2四半期 △1.02 ―

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

21年3月期第2四半期 1,523,902 308,546 19.5 △25.42

20年3月期 1,609,408 328,132 19.7 △21.81

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  296,833百万円 20年3月期  316,814百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 0.00 0.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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 2,360,000 △12.0 50,000 △54.0 43,000 △49.8 20,000 △42.4 3.61

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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（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。  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（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。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．平成20年４月25日に公表致しました連結業績予想のうち、通期について本資料において修正しております。 
２．業績予想に記載の各数値は、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。 
３．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用 
  指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期  5,537,898,840株 20年3月期  5,537,897,840株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  82,004株 20年3月期  80,373株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  5,537,817,184株 20年3月期第2四半期  5,491,443,164株



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２四半期連結累計期間における事業環境は、金融システムの動揺が実体経済に波及し、先進国の景気後退色が

強まったことに加え、比較的堅調であった多くの新興国においても景気の減速感が鮮明になりつつあり、更に、原材

料価格・為替レートが大幅に変動するなど、一段と厳しさと不安定さを増しておりました。

このような中で、当社グループの当第２四半期連結累計期間の業績は、販売台数及び売上高は前年同期比で減少しま

したが、販売車種構成改善、販売費削減、コスト低減などにより営業利益、経常利益、四半期純利益の全利益項目に

おいて前年同期実績を上回り、四半期純利益は黒字転換致しました。

　販売台数（小売）は、欧州で前年同期並みとなりましたが、日本、北米及びアジア・その他の地域で減少し、全体

では602千台（前年同期比89千台、13%減）となりました。

　地域別には、日本では新型車投入が９月以降であったため苦戦を強いられ、83千台（同18千台、17%減）となりまし

た。北米では、カナダとメキシコで増加したものの、総需要が低迷している米国での減少により71千台（同21千台、

22%減）となりました。欧州では、西欧市場で減少しましたが、ロシア、ウクライナでの増加で補い168千台（同１千

台増、±０%）となりました。アジア・その他の地域では、ブラジルやインドネシア、フィリピンなどで増加したもの

の、プロトン社向け海外生産用部品の供給を終了したマレーシアでの減少などにより280千台（同51千台、15%減）と

なりました。

　売上高は、販売台数の減少や円高影響などにより、１兆2,140億円（前年同期比994億円、８%減）となりました。

　営業利益は、円高などによる減益要因があったものの、販売車種構成改善、販売費削減、コスト低減などにより、

前年同期比66億円増加の254億円となりました。経常利益は、営業利益の改善に加え、利息収支や為替差損益の改善な

どにより、前年同期比143億円増加し、209億円となりました。また、四半期純利益は前年同期実績56億円の赤字から

184億円改善し、128億円となり、黒字転換致しました。

※ 「前年同期比増減額」「増減率」及び「前年同期の金額」は参考として記載しております。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第２四半期末の総資産は１兆5,239億円となり、前年度末の１兆6,094億円から855億円減少しました。負債は、１

兆2,154億円となり、前年度末の１兆2,813億円から659億円減少しました。そのうち有利子負債残高は、借入金の約定

弁済などにより3,341億円となり、前年度末の3,539億円から198億円減少しました。純資産は3,085億円となり、前年

度末の3,281億円から196億円減少しました。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　当通期連結累計期間の連結業績は、景気後退に伴う販売台数減少、円高に伴う為替影響等により、売上高、営業利

益、経常利益は、平成20年４月25日公表の予想数値を下回る見込みです。

なお、当期純利益につきましては、当初予想を据え置きます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（金額の単位：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） 2,650,000 60,000 48,000 20,000

今 回 修 正 予 想（Ｂ） 2,360,000 50,000 43,000 20,000

増　　減　 額（Ｂ－Ａ) △290,000 △10,000 △5,000 0

増 　　減 　　率 （％） 　△10.9％ 　△16.7％ 　△10.4％ 　－

（ご参考）

前期実績（平成20年３月期）
2,682,103 108,596 85,731 34,710



平成20年度　販売台数計画（小売）　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　（単位：千台）

日　本 北　米 欧　州
アジア
・その他

合　計

期 初 計 画 （Ａ） 207 145 388 569 1,309

今 回 計 画 （Ｂ） 190 132 348 558 1,228

増　　減（Ｂ－Ａ) △17 △13 △40 △11 △81

増 　減 　率（％） 　△8％ 　△9％ 　△10％ 　△2％ 　△6％

（ご参考）前期実績 219 160 341 640 1,360

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）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

　定率法を採用している固定資産の減価償却費は、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して計算して

おります。

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

・会計処理に関する事項の変更

　１．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務

諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

　２．たな卸資産については、当社及び国内連結子会社は、従来、主として先入先出法による原価法または、個別

法による原価法を採用しておりましたが、第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」

（企業会計基準第９号）が適用されたことに伴い、主として先入先出法による原価法（貸借対照表価額につい

ては収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）または個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性

の低下に基づく簿価切下げの方法）を採用しております。これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四

半期純利益への影響は軽微であります。

　３．所有権移転外ファイナンス・リース取引については、当社及び国内連結子会社は、従来、賃貸借取引にかか

る方法に準じた会計処理によっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号）

及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号）を第１四半期連結会計期間

から早期適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。これにより、有形固定資産が24,172百万

円増加しております。なお、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微でありま

す。

　また、リース取引に関する会計基準等の適用に併せて、従来、ファイナンス・リース取引の通常の売買処理

に係る会計処理に準じて仕掛品に計上していた購入品金型の未償却残高を、第１四半期連結会計期間から有形

固定資産に計上しております。これにより、仕掛品が35,102百万円減少し、有形固定資産が同額増加しており

ます。

　４．第１四半期連結会計期間より「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実

務対応報告第18号）を適用し、連結上必要な修正を行っております。これにより、期首利益剰余金が13,455百

万円減少し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益が971百万円増加しております。



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

平成20年度第２四半期 
連結会計期間末 

(平成20年９月30日) 

平成19年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 312,714 355,896

受取手形及び売掛金 144,404 174,076

有価証券 5,146 5,754

商品及び製品 168,610 174,999

仕掛品 38,177 73,058

原材料及び貯蔵品 63,165 51,586

その他 123,525 139,658

貸倒引当金 △10,048 △10,897

流動資産合計 845,695 964,133

固定資産   

有形固定資産 509,397 453,453

無形固定資産 17,777 31,825

投資その他の資産   

投資有価証券 58,436 75,999

その他 105,956 98,548

貸倒引当金 △13,360 △14,551

投資その他の資産合計 151,032 159,996

固定資産合計 678,207 645,274

資産合計 1,523,902 1,609,408

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 379,471 423,729

短期借入金 215,988 272,042

1年内償還予定の社債 46,810 24,260

未払金及び未払費用 152,497 178,508

未払法人税等 5,573 8,115

製品保証引当金 49,800 50,320

その他 87,229 73,936

流動負債合計 937,370 1,030,913

固定負債   

社債 200 25,800

長期借入金 71,108 31,806

退職給付引当金 105,754 103,295

役員退職慰労引当金 929 936

その他 99,993 88,524

固定負債合計 277,986 250,362

負債合計 1,215,356 1,281,275



（単位：百万円）

平成20年度第２四半期 
連結会計期間末 

(平成20年９月30日) 

平成19年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 657,350 657,349

資本剰余金 432,661 432,661

利益剰余金 △703,094 △702,432

自己株式 △14 △14

株主資本合計 386,902 387,564

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 724 10,676

繰延ヘッジ損益 1,587 3,157

為替換算調整勘定 △92,381 △84,584

評価・換算差額等合計 △90,069 △70,750

少数株主持分 11,712 11,318

純資産合計 308,546 328,132

負債純資産合計 1,523,902 1,609,408



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

平成20年度 
第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 1,213,973

売上原価 1,006,063

売上総利益 207,910

販売費及び一般管理費  

広告宣伝費及び販売促進費 54,228

運賃 28,608

役員報酬及び給料手当 36,256

退職給付引当金繰入額 2,505

減価償却費 7,165

研究開発費 19,604

その他 34,180

販売費及び一般管理費合計 182,548

営業利益 25,361

営業外収益  

受取利息 4,172

持分法による投資利益 1,548

為替差益 655

その他 1,168

営業外収益合計 7,544

営業外費用  

支払利息 7,911

その他 4,140

営業外費用合計 12,051

経常利益 20,854

特別利益  

固定資産売却益 583

豪州子会社工場閉鎖費用戻入益 1,629

その他 337

特別利益合計 2,551

特別損失  

固定資産除却損 1,114

早期退職金 1,151

その他 705

特別損失合計 2,971

税金等調整前四半期純利益 20,434

法人税、住民税及び事業税 4,136

法人税等調整額 2,079

法人税等合計 6,216

少数株主利益 1,446

四半期純利益 12,772



（第２四半期連結会計期間） 

（単位：百万円）

平成20年度 
第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 603,875

売上原価 495,632

売上総利益 108,242

販売費及び一般管理費  

広告宣伝費及び販売促進費 26,974

運賃 16,157

貸倒引当金繰入額 216

役員報酬及び給料手当 18,017

退職給付引当金繰入額 1,170

減価償却費 3,505

研究開発費 10,017

その他 16,894

販売費及び一般管理費合計 92,954

営業利益 15,288

営業外収益  

受取利息 1,890

その他 1,056

営業外収益合計 2,946

営業外費用  

支払利息 3,897

為替差損 7,753

その他 2,122

営業外費用合計 13,772

経常利益 4,461

特別利益  

固定資産売却益 419

豪州子会社工場閉鎖費用戻入益 1,836

その他 142

特別利益合計 2,398

特別損失  

固定資産除却損 747

その他 545

特別損失合計 1,293

税金等調整前四半期純利益 5,566

法人税、住民税及び事業税 1,836

法人税等調整額 542

法人税等合計 2,378

少数株主利益 714

四半期純利益 2,474



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

平成20年度 
第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９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 20,434

減価償却費 41,943

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,228

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,692

受取利息及び受取配当金 △4,803

支払利息 7,911

持分法による投資損益（△は益） △1,548

固定資産除売却損益（△は益） 590

売上債権の増減額（△は増加） 22,034

たな卸資産の増減額（△は増加） △11,110

仕入債務の増減額（△は減少） △19,234

早期退職金 1,151

その他 △10,778

小計 47,054

利息及び配当金の受取額 7,131

利息の支払額 △8,052

株式譲渡契約に基づく損失補償の支払額 △10,896

早期退職金の支払額 △3,195

法人税等の支払額 △6,263

営業活動によるキャッシュ・フロー 25,777

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △53,065

有形固定資産の売却による収入 12,383

投資有価証券の取得による支出 △562

長期貸付けによる支出 △644

長期貸付金の回収による収入 222

その他 △12,100

投資活動によるキャッシュ・フロー △53,767

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額
（△は減少）

△68,738

長期借入れによる収入 74,867

長期借入金の返済による支出 △23,175

少数株主への配当金の支払額 △578

その他 △6,122

財務活動によるキャッシュ・フロー △23,747

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,236

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △53,973

現金及び現金同等物の期首残高 360,902

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

666

現金及び現金同等物の四半期末残高 307,595



　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。

（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

 

平成20年度第２四半期連結会計期間（自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日）

 （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 600,867 3,007 603,875 － 603,875

(2)セグメント間の内部売上
高又は振替高

(39) － (39) 39 －

計 600,827 3,007 603,835 39 603,875

営業利益 14,896 351 15,248 39 15,288

平成20年度第２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日）

 （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 1,207,758 6,214 1,213,973 － 1,213,973

(2)セグメント間の内部売上
高又は振替高

(75) － (75) 75 －

計 1,207,683 6,214 1,213,897 75 1,213,973

営業利益 23,913 1,373 25,286 75 25,361

（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

３．会計処理の方法の変更 

（１）連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い

第１四半期連結会計期間より「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の

取扱い」（実務対応報告第18号）を適用しております。これにより、従来の方法によった場合と比

較して、「自動車事業」について、営業利益が971百万円増加しております。



〔所在地別セグメント情報〕

平成20年度第２四半期連結会計期間（自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日）

 （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 373,739 62,882 91,752 23,542 51,958 603,875 － 603,875

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高
130,179 6,240 17,978 69,228 52 223,678 (223,678) －

計 503,918 69,122 109,730 92,770 52,011 827,553 (223,678) 603,875

営業利益（又は営業損失） 16,656 (4,875) (1,711) 1,929 85 12,083 3,204 15,288

平成20年度第２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日）

 （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 712,026 139,863 196,956 52,831 112,295 1,213,973 － 1,213,973

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高
256,969 11,573 27,742 124,521 164 420,972 (420,972) －

計 968,996 151,437 224,699 177,352 112,460 1,634,946 (420,972) 1,213,973

営業利益（又は営業損失） 25,582 (8,586) (3,708) 8,444 1,300 23,032 2,328 25,361

（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

(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.、プエルトリコ

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」によっておりますが、社内管理

との整合性を図るため、前連結会計年度まで「北米」に含めていたプエルトリコを第１四半期連結会計

期間より「その他」に含めて表示しております。

　この変更により従来と同一の方法に比べ、売上高は「その他」で13,508百万円増加し、「北米」で

12,552百万円減少し、また「消去又は全社」で956百万円減少しております。営業利益は「その他」で

221百万円増加し、「北米」で194百万円減少し、また「消去又は全社」で27百万円減少しております。

３．会計処理の方法の変更 

（１）連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い

第１四半期連結会計期間より「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取

扱い」（実務対応報告第18号）を適用しております。これにより、従来の方法によった場合と比較し

て、「アジア」について、営業利益が971百万円増加しております。



〔海外売上高〕

平成20年度第２四半期連結会計期間（自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日）

 （単位：百万円）

北米 欧州 アジア その他 計

Ⅰ　海外売上高 69,877 216,701 53,520 158,293 498,393

Ⅱ　連結売上高     603,875

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合 11.6％ 35.9％ 8.8％ 26.2％ 82.5％

平成20年度第２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日）

 （単位：百万円）

北米 欧州 アジア その他 計

Ⅰ　海外売上高 152,386 439,681 120,632 301,256 1,013,955

Ⅱ　連結売上高     1,213,973

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合 12.6％ 36.2％ 9.9％ 24.8％ 83.5％

（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

(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、プエルトリコ

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」によっておりますが、社内管理

との整合性を図るため、前連結会計年度まで「北米」に含めていたプエルトリコを第１四半期連結会計

期間より「その他」に含めて表示しております。

　この変更により従来と同一の方法に比べ、海外売上高は「その他」で13,508百万円増加し、「北米」

で同額減少しております。

３．海外売上高は、当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。 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　当第１四半期連結会計期間より「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」

（実務対応報告第18号）を適用しております。これにより、期首利益剰余金が13,455百万円減少しております。



「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表

（１）中間連結損益計算書

前中間連結会計期間
前中間連結会計期間

（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（百万円）

売上高 1,313,408

売上原価 1,105,428

割賦未実現利益調整前売上総利益 207,979

割賦未実現利益調整高 0

売上総利益 207,979

販売費及び一般管理費 189,149

営業利益 18,830

営業外収益 8,206

（受取利息及び配当金） (4,681)

（その他の収益） (3,525)

営業外費用 20,404

（支払利息） (11,512)

（その他の費用） (8,891)

経常利益 6,632

特別利益 7,879

特別損失 9,786

税金等調整前中間純利益 4,725

法人税、住民税及び事業税 9,002

少数株主損益（損は△） △1,349

中間純損失 △5,625



（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書

平成19年度
中間連結会計期間

（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間(当期)純利益
（純損失：△）

4,725

減価償却費 38,299

減損損失 1,175

のれん償却額 79

貸倒引当金の増減額（減少：△） △12,151

退職給付引当金の増減額
（減少：△）

1,551

受取利息及び受取配当金 △4,681

支払利息 11,512

為替差損益（差益：△） △1,570

持分法による投資損益(利益：△) △2,392

有形固定資産売却損益及び廃却損
（売却益：△）

1,451

投資有価証券等の売却損益
（売却益：△）

107

投資有価証券等評価損 499

匿名組合清算益 △4,636

売上債権の増減額（増加：△） 8,025

たな卸資産の増減額（増加：△） 64,882

販売金融債権の増減額(増加：△) 21,160

仕入債務の増減額（減少：△） △8,505

その他 22,808

小計 142,341

利息及び配当金の受取額 5,155

利息の支払額 △11,635

株式譲渡契約に基づく損失補償の支
払額

－

共同委託生産契約に基づく補償金の
受取額

－

早期退職金の支払額 －

外部年金基金移行に伴う支払額 －

法人税等の支払額 △7,007

営業活動によるキャッシュ・フロー 128,854



平成19年度
中間連結会計期間

（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（百万円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（増加：△） 1,846

有価証券の増減額（増加：△） 9

有形固定資産の取得による支出 △44,709

有形固定資産の売却による収入 16,421

投資有価証券の取得による支出 △385

投資有価証券の売却による収入 307

関係会社出資金の取得による支出 －

短期貸付金の増減額（増加：△） 3,089

長期貸付けによる支出 △338

長期貸付金の回収による収入 777

匿名組合清算による収入 4,957

その他 △1,215

投資活動によるキャッシュ・フロー △19,239

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金及びコマーシャル・ペー
パーの増減額（減少：△）

△41,812

長期借入れによる収入 1,591

長期借入金の返済による支出 △56,073

社債の償還による支出 △8,700

少数株主への配当金支払額 △90

その他 △919

財務活動によるキャッシュ・フロー △106,003

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 3,664

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額
（減少：△）

7,275

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 364,268

Ⅶ　連結の範囲の変更に伴う現金及び現金
同等物の増減額（減少：△）

－

Ⅷ　現金及び現金同等物の中間期末
　　(期末)残高

371,544



（３）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

平成19年度中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

 
自動車事業
（百万円）

金融事業
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 1,297,517 15,890 1,313,408 － 1,313,408

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高
(112) － (112) 112 －

計 1,297,405 15,890 1,313,296 112 1,313,408

営業費用 1,287,126 7,451 1,294,577 － 1,294,577

営業利益 10,279 8,438 18,718 112 18,830

　（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情報〕

平成19年度中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

 
日本

（百万円）
北米

（百万円）
欧州

（百万円）
アジア

（百万円）
その他

（百万円）
計

（百万円）
消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高         

(1）外部顧客に対する売上高 649,023 212,799 295,136 53,378 103,070 1,313,408 － 1,313,408

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
287,548 7,765 23,559 131,751 195 450,822 (450,822) －

計 936,572 220,565 318,696 185,130 103,266 1,764,230 (450,822) 1,313,408

営業費用 926,361 218,687 314,560 174,943 104,995 1,739,548 (444,970) 1,294,577

営業利益（又は営業損失） 10,210 1,877 4,136 10,186 (1,729) 24,682 (5,851) 18,830

　（注）１．国又は地域の区分は、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又は地域

(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.

〔海外売上高〕

平成19年度中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

 北米 欧州 アジア その他 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 228,103 454,952 109,344 295,563 1,087,963

Ⅱ　連結売上高（百万円）     1,313,408

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 17.4 34.6 8.3 22.5 82.8

（注）１．国又は地域の区分は、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又は地域

(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、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。



2008年10月30日
三菱自動車
広  報  部

<平成21年3月期第2四半期決算参考資料>(連結)

　前第2四半期累計実績 当第2四半期累計実績 通期予想 期初(平成21年4月)予想 前期実績

平成20年3月期 平成21年3月期 平成21年3月期 平成21年3月期 平成20年3月期

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

売上高 13,134 億円 12,140 億円 23,600 億円 26,500 億円 26,821 億円

営業利益 188 億円 254 億円 500 億円 600 億円 1,086 億円

<利益率> < 1.4% > < 2.1% > < 2.1% > < 2.3% > < 4.0% >

 増減要因  (増益要因)  (増益要因)  (増益要因)

 販売費用 54億円  販売費用 140億円  台数・ミックス変動 240億円

 台数・ミックス変動 49億円  コスト低減他 164億円  コスト低減他 54億円

 コスト低減他 231億円

 (減益要因)  (減益要因)  (減益要因)

 為替 　　　▲198億円  為替 ▲710億円  為替 　　　▲650億円

 米国販売金融事業　　　▲70億円  米国販売金融事業　　　▲110億円  米国販売金融事業　　　▲100億円

 台数・ミックス変動 ▲70億円  販売費用 　　　▲30億円

 対前年同期  対前年同期  対前年同期

     変動計 66億円      変動計 ▲586億円      変動計 ▲486億円

経常利益 66 億円 209 億円 430 億円 480 億円 857 億円

<利益率> < 0.5% > < 1.7% > < 1.8% > < 1.8% > < 3.2% >

当期利益 ▲56 億円 128 億円 200 億円 200 億円 347 億円

<利益率> ＜ー＞ < 1.1% > < 0.8% > < 0.8% > < 1.3% >

為替 120 円/US$  106 円/US$  101 円/US$程度 100 円/US$程度 115 円/US$

（売上レート）
162 円/ﾕｰﾛ  164 円/ﾕｰﾛ  144 円/ﾕｰﾛ程度 155 円/ﾕｰﾛ程度 162 円/ﾕｰﾛ

（下期　：　   95 円/US$程度）

（下期　：　　125 円/ﾕｰﾛ程度）

231 億円 443 億円 850 億円 850 億円 567 億円

減価償却費 365 億円 390 億円 730 億円 710 億円 719 億円

研究開発費 362 億円 335 億円 670 億円 750 億円 776 億円

有利子負債残高 4,015 億円 3,341 億円 3,539 億円

総資産 17,130 億円 15,239 億円 16,094 億円

売上台数 661 千台 584 千台 1,182 千台 1,304 千台 1,337 千台

国内 95 千台 81 千台 188 千台 209 千台 214 千台

海外 566 千台 503 千台 994 千台 1,095 千台 1,123 千台

減収・減益

設備投資
(計上ベース)

業績評価
減収、営業利益・経常利益増益、
当期利益黒字化

減収・減益

期初(平成21年4月)予想

12,500

150

100

0
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三菱自動車、2008 年度第 2 四半期決算及び通期業績見通しを発表 

 

三菱自動車は本日、2008年度（2009年3月期）第 2四半期決算及び2008 年度通期の業績見

通しを発表した。 

 
１．2008 年度第 2 四半期決算 

 

(１) 業績概況 

2008 年度第 2 四半期連結累計期間（2008 年 4 月 1 日～2008 年 9 月 30 日）の売上高は、

販売台数の減少と為替の円高影響による減収要因はあったものの、販売車種構成改善等の

増収効果により、前年同期比 994 億円（8%）減の 12,140 億円（前年同期実績：13,134 億

円）になった。 

営業利益は、円高影響や原材料費の高騰などが悪化要因となったが、販売車種構成の好転に加

え、販売費を含むコスト低減を進めた結果、前年同期比66億円（35%）増の254億円となった。 

経常損益は営業利益の増加に加え、利息収支の好転及び為替差損益の改善もあり、前年同期

比 143 億円増益の 209 億円を計上した。 

当期損益は、経常利益の増加に加え、前年度計上の国内連結販売会社の広域統合による再編

費用などの特別損失の解消等により、前年同期比184億円増加、128億円の当期利益を計上した。

上期としては、2002 年度以来 6年ぶりの当期利益黒字となる。 

 

(２) 販売台数 

2008 年度第 2 四半期累計期間の世界販売台数（小売）は、前年同期の 691 千台に対し

89 千台（13%）減の 602 千台となった。 

日本では、総需要はほぼ前年並みで推移したが、販売競争激化の中、三菱自動車は新車投入

が 9月以降であったため、前年同期比 18 千台（17%）減の 83 千台となった。 

北米では、カナダとメキシコで販売が増加したが、米国で金融不安による消費者心理の悪化と

信用収縮の影響で販売が大幅に減少し、全体では前年同期比21千台（22%)減の71千台となった。 

欧州では、西欧で販売が減少したものの、ロシアとウクライナの販売増加により、前年同期

比微増の 168 千台となった。 

アジア・その他地域では、インドネシア、フィリピン及びブラジルで好調を維持したものの、

マレーシアのプロトン社向け海外生産用部品の供給を終了した影響のほか、他の市場でも総じ

て販売が伸び悩んだため、前年同期比 51 千台（15%）減の 280 千台となった。 

 

 

 

2008 年 10月 30日
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DATE 
No. 



－2－ 
 

２．2008 年度通期業績見通し 

 

 2008 年度通期業績見通しについては、第 2 四半期連結累計実績並びに現状での販売環

境等を反映し、4月 25 日の公表値を見直した。 

世界販売台数（小売）は、世界的な金融混乱、景気減速の影響で、各市場で大幅に総需要が

減少することを見込み、4月 25 日の公表値に比べ 81 千台（6%)減の 1,228 千台に見直した。 

売上高は、販売台数計画の修正と為替想定レートの見直しにより、公表値に対し 2,900 億円

（11%)減の 23,600 億円とした。営業利益は販売台数減による悪化に対して、徹底したコスト

低減を織り込み、100 億円（17%）減の 500 億円とした。経常利益は利息収支の改善を見込み、

50 億円（10%）減の 430 億円とした。なお、当期利益については、特別損益及び法人税等の上

期での好転を含め 50 億円の改善を見込み、期初公表値の 200 億円を据え置いた。 

 

３．中期視点の事業施策 

 米国発の金融危機が世界中に波及し、自動車業界も消費者購買意欲の減退や信用収縮の

影響を受け、欧米の成熟国では総需要が大幅に減少、比較的堅調であった多くの新興国に

おいても景気の減速感が鮮明になっている。 

全社を挙げた緊急対策として、業務の見直し、コスト削減に向けた新たな取り組みを開

始すると同時に、中長期的視野に立って一層の「選択と集中」、「業務プロセスの見直し」

を加速させる。 

2008 度下期以降、『ランサー』シリーズ及び『パジェロスポーツ』の新型グローバル戦

略車を積極的に世界展開すると共に、各地域別には以下の中期的諸施策に取り組む。 

 

①成熟市場 

 ◆日本 

アフターセールス事業の強化、販売ネットワークの高効率化 

 ◆米国 

  小型車への需要移行への対応、現地生産工場のスリム化 

 ◆西欧 

  低 CO2 排出モデルのラインナップ拡大、欧州生産拠点の稼働率向上 

 

②新興市場 

 ◆ロシア、ウクライナ 

  新型『パジェロスポーツ』の投入、販売網の拡大 

 ◆中国 

新販売会社設立による輸入完成車事業の強化 

 ◆中東 

新型『パジェロスポーツ』の投入 

中東統括会社設立による販売・部品・サービスサポート体制の強化 

◆ブラジル 

 新型『パジェロスポーツ』の投入、環境対応フレキシブル・フューエル・ビークル（FFV）

車の拡大 

 

 



－3－ 
 

③新規参入他 

◆韓国 

 総輸入代理店ＭＭＳＫ社を通じ販売開始 

◆タイ 

新型ＳＵＶ『パジェロスポーツ』の生産開始 

◆インド 

『アウトランダー』現地生産モデル投入によるＳＵＶセグメントの強化 

以 上 

 

 

【お問い合わせ先】 

広報部 担当:松村 

連絡先 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・原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。投資に

関する 終的な決定は、投資家の皆様ご自身の責任をもってご判断ください。本資料に記載されている情報に

基づき投資された結果、何らかの損害が発生した場合でも、当社は責任を負いかねますので、ご了承ください。 
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2008年10月30日

三菱自動車工業株式会社

2008年度第2四半期決算説明会

1

取締役(経営企画・経理統括部門担当)
経理本部長

青砥 修一

2008年度
第2四半期決算 及び 通期業績見通し
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628

0

100

150

12,500

【参考】
FY08上期計画

4/25公表値

-

125

205

250

12,140

【参考】
FY08上期計画
10/22公表値

-89602691販売台数(小売)

+184

+143

+66

-994

差
② - ①

128-56当 期 利 益

66

188

13,134

FY07上期
実績①

209経 常 利 益

254営 業 利 益

12,140売 上 高

FY08上期
実績②

(単位： 億円,千台)

2008年度第2四半期決算サマリー 【6ヵ月累計、前年同期対比】

(注)販売台数はOEM供給台数を除く。08年度上期販売台数実績は速報値。

営業・経常利益共に増益、当期損益営業・経常利益共に増益、当期損益黒字化黒字化
～上期の当期損益黒字は～上期の当期損益黒字は20022002年度以来年度以来66年ぶり年ぶり～～

3
地域別販売台数実績 【地域別6ヵ月累計、前年同期対比：小売ベース】

FY08上期
実績

FY08上期実績の対前年同期比増減
-18
（-17%）

-89
（-13%）

FY07上期
実績

1818

7878

1919

7070

6060
7171

8888

5656

3636

691691

7474

1919

168168

5959

280280

501501
（（8383％）％）

4949

548548
（（7979％）％）

8989

1818

注：販売台数はOEM供給を除く。FY08上期の販売台数実績は速報値。

167167

331331

143143
（（2121％）％）
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登録車

101101

軽
自動車 5555

4949

101101
（（1717％）％）

3434
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米国

ｶﾅﾀﾞ
ﾒｷｼｺ
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西欧

中欧
他

ﾛｼｱ
ｳｸﾗｲﾅ

北ｱｼﾞｱ

ｱｾｱﾝ

豪州･
NZ

中南米

中東・
ｱﾌﾘｶ

完成車

海外
生産用
部品

FY08上期
実績

FY07上期
実績

FY08上期
実績

FY07上期
実績

FY08上期
実績

FY07上期
実績

FY08上期
実績

FY07上期
実績

プエルトリコの台数は、FY07上期 （7千台）、FY08上期 （5千台）ともに中南米に含む。

602602

-21
（-22%）

+1
（±0%）

-51
（-15%）

アジア・その他地域 合計日本 北米 欧州

(単位：千台)
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営業利益増減分析 【前年同期対比】

(単位： 億円)

FY07上期
実績

FY08上期
実績

＋66億円

台数･ミックス

為替

188

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： -17

北米： -41

欧州： +59

その他： +48

254

+49 -198

’07FY ’08FY   
120 106

162 164

99  98
米国販売金融

+54

-70

+231

・豪州工場閉鎖効果

・国内販社再編効果

・07米国減損影響

・その他

+40

+23

+30

+138

車種ミックス好転、コスト低減等で増益車種ミックス好転、コスト低減等で増益

5

+77-45-122営業外損益

+41-81-122特別損益
及び法人税等

-56

66

188

FY07上期
実績①

+184

+143

+66

差
② - ①

128当 期 利 益

209経 常 利 益

254営 業 利 益

FY08上期
実績②

営業外損益、特別損益等 【前年同期対比】

(単位： 億円)

主な内訳

・利息収支 +41

（FY07: -78 ⇒ FY08: -37)

・外国為替差損益 +58

（FY07: -51 ⇒ FY07:   +7)

主な内訳

・特別損益 +14
・法人税等 +27
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-1983,3413,539うち 有利子負債合計

-4323,1273,559うち 現金預金

-2962,7002,996たな卸資産

-65912,15412,813負債合計

-85515,23916,094資産合計

純資産合計 -1963,0853,281

増減
FY08上期末
（’08/9E）

FY07末
（’08/3E）

貸借対照表 【前年度末対比】

(単位： 億円)

7

(単位：千台)

10/30
公表値

4/25
公表値

FY08計画(10/30公表）の4/25公表値対比増減

-17

(-8%)

2008年度通期業績見通し 地域別販売台数計画 【4/25公表値対比】

4/25
公表値

4/25
公表値

4/25
公表値

4/25
公表値

119900

8383

107107

207207

9090

117117 132132

7171

6161

141455

7878

6677

388388

189189

199199

348348

168168

180180

569569

271271

298298

555858

280280

227878

1,3091,309

626288

681681

1,221,2288

602602

626266

(注)販売台数はOEM供給台数を除く。

1H

2H

10/30
公表値

10/30
公表値

10/30
公表値

10/30
公表値

アジア・その他地域 合計日本 北米 欧州

-13

(-9%)

-40

(-10%)

-11

(-2%)

-81

(-6%)
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857-50430480経 常 利 益

-81

±0

-100

-2,900

差
② - ①

1,360

347

1,086

26,821

【参考】
FY07
実績

1,2281,309販売台数(小売)

200200当 期 利 益

600

26,500

FY08
4/25公表値①

500営 業 利 益

23,600売 上 高

FY08
10/30公表値②

(単位： 億円,千台)

2008年度通期業績見通し 業績サマリー 【4/25公表値対比】

(注)販売台数はOEM供給台数を除く。

上期 下期 通期

106 95 101 

164  125  144

98  65    81 

100    

155

90

為替前提レート 米ドル

ユーロ

豪ドル

期初公表の当期利益目標を目指す期初公表の当期利益目標を目指す

-100億円の増減内訳

・台数・ミックス △310

・販売費 ＋170

・コスト低減他 ＋100

・為替 △60

9

取締役社長

益子 修

2008年度
下期の取り組み
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世界情勢世界情勢

・米国発の世界金融混乱

・世界同時的景気減速の拡大と長期化

自動車業界への影響自動車業界への影響
・消費者心理の冷え込み

・信用収縮による金融機能不全

・新興国への景気減速波及

⇒ 2009年度も厳しい環境が

続く見通し

全社を挙げた緊急対策への取組み

地道な採算改善施策の着実な実行

在庫管理の徹底と生産調整

人事・ 組織の見直し

市場にマッチした新車投入

環境対応モデルの投入

利益重視の販売

アフターセールス事業の強化

個別事業提携の積極的推進

当社の対応当社の対応

現状認識と当社の対応

中期視点の攻守徹底

地球環境対応、原油価格変動
による需要構造の変化

11

新

興

市

場

成

熟

市

場

・当社営業担当部門の組織強化

・新興市場向け新型SUV投入
・環境対応FFV車の拡大

・新興市場向け新型SUVの投入

・中東統括会社の設立

・新販売会社設立による輸入完成車事業強化
・当社営業担当部門の組織強化

・低CO2モデルの拡大
・オランダ工場の稼働率向上

・小型車シフトへの対応
・イリノイ工場のスリム化

9月
2Q
平均

1Q
平均

総需要トレンド
（前年比増減）

中期的地域別施策

中東

中国

ブラジル

・新興市場向け新型SUVの投入
・販売網の拡大継続

ロシア
ウクライナ

西欧

米国

・アフターセールス事業の強化
・販売ネットワークの高効率化日本

アセアン

地域

中期視点の地域別施策

100%

100%

*

* 3

*2)GCC6カ国：アラブ首長国連邦、バーレーン、クウェート、オマーン、カタール、サウジアラビア *3)タイ、フィリピン、マレーシア、インドネシア、シンガポール

2

1*

*1)主要5カ国：英、独、仏、伊、西
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「ランサー

エボリューション」

1トンピックアップ
トラックベースSUV

「パジェロスポーツ」

「ランサー

スポーツバック」

08FY/4Q08FY/3Q08FY/2Q08FY/１Q

2008年度下期のグローバル戦略車投入計画

「ランサー」シリーズラインアップ拡大と新型SUV投入

＊日本名は、
「ギャラン フォルティス
スポーツバック」

欧州

豪 州

日 本＊

豪州

欧州

中国

中東

アセアン

ロシア・ウクライナ

中東/中南米/アフリカ

13

FY07
実績

(単位：千台)

-13% +2%-17% -10%-13%

FY07
実績

FY07
実績

FY07
実績

162162

134134

4040

343411

165165

640640

1,091,0966
（（8181％）％）

1,1,336060

139139

注：販売台数はOEM供給を除く。

FY07
実績

8844

221919

登録車

軽
自動車 135135

9797

262644
（（1919％）％）

7373

121244

3636

160160

米国

171171

西欧

中欧
他

ﾛｼｱ
ｳｸﾗｲﾅ

北ｱｼﾞｱ

ｱｾｱﾝ

豪州･
NZ

中南米

中東・
ｱﾌﾘｶ

完成車

海外
生産用
部品

2008年度通期見通し 地域別販売台数計画 【前年度対比：小売ベース】

FY08計画
(10/30公表）

FY08計画（10/30公表）の対前年同期比増減

1,1,005522
（（8686％）％）

176176
（（1414％）％）

9393

3939128128

6262

135135

4242

171171

181181

9191

7171

117117

9898

アジア・その他地域 合計日本 北米 欧州

FY08計画
(10/30公表）

FY08計画
(10/30公表）

FY08計画
(10/30公表）

FY08計画
(10/30公表）

190190

132132

348348

555858
1,221,2288

ｶﾅﾀﾞ
ﾒｷｼｺ



14

新モデル投入によるラインアップ強化
・ 軽シリーズの強化： 「トッポ」、「パジェロミニ」、「eK」シリーズ（’08年8月、9月）
・ 「パジェロ」 ディーゼルモデル （’08年10月）
・ 「ギャランフォルティス スポーツバック」、 「ランサーカーゴ」 （’08年冬）

新車利益率の改善
・ 直販（店頭商談）比率向上

・ 営業力強化プログラムの展開拡大と定着化推進

お客様の定着・生涯化
・ 店頭対応力の強化による「来店型店舗営業」の徹底

・ アフターサービス商品の充実

・ 接客力向上によるお客様満足度向上

販売体制の高効率化の推進
・ 経営効率の高い販売網の構築

・ 広域型集客店舗の展開 FY08計画
(10/30)

(単位：千台)

FY07実績

219219

190190

8484

135135

6262

128128

地域別事業計画 日本

注：販売台数はOEM供給を除く。

登録車

軽
自動車

利益重視販売と事業効率化の徹底利益重視販売と事業効率化の徹底

15

新型「ランサー」シリーズのラインアップ強化
・ 「ランサー」 2.4ℓエンジン搭載モデル （’08年3月）
・ 「ランサー エボリューション」 SST搭載モデル （’08年6月）
・ 「ランサー ラリーアート」 （’08年10月）

米国
・ 低燃費車訴求キャンペーン

4気筒エンジン搭載車種の新規マーケティング施策展開

（ランサー、アウトランダー、ギャラン、エクリプス）

・ イリノイ工場におけるＵＡＷとの新労働協約合意（10月初）

・ イリノイ工場生産「エクリプス」：中東・中国・韓国へ向け出荷開始

カナダ
販売ネットワーク拡大： FY08末 75店舗へ （FY07末 68店舗）

地域別事業計画 北米

中長期的なブランド強化推進中長期的なブランド強化推進

(単位：千台)

FY07実績

160160

113232

124124

3636

9393

3399

米国

※：プエルトリコの販売台数は2007年度実績（12千台）、2008年度計画ともにアジア・その他地域（中南米）に含む。

※ FY08計画
(10/30)

ｶﾅﾀﾞ
ﾒｷｼｺ
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「ランサー」 シリーズの充実
「ランサーエボリューション」、 「ランサー スポーツバック」 （’08年10月）

ロシア、ウクライナ、中欧
新型 「パジェロスポーツ」 （’08年秋）

西欧
新型 「コルト」 （’08年10月） にアイドルストップ、ＦＦＶ仕様を追加

（’09年1月）

オランダ工場への生産移管と稼働率向上
・ 欧州向けアウトランダー移管完了 （’08年8月）
・ 新型 「コルト」生産開始 （’08年10月）

地域別事業計画 欧州

注：販売台数はOEM供給を除く。

新型車投入によるラインナップ充実と環境規制対応新型車投入によるラインナップ充実と環境規制対応

(単位：千台)

FY07実績

341341 348348

161622

139139

135135

171171

西欧

中欧他

ﾛｼｱ
ｳｸﾗｲﾅ

4040
4242

FY08計画
(10/30)

17
地域別事業計画 アジア・その他①

プレゼンス拡大による三菱ブランドの浸透促進プレゼンス拡大による三菱ブランドの浸透促進

(単位：千台)

292999

221515

134134

161655

9898

111177

北ｱｼﾞｱ

ｱｾｱﾝ

※

※：プロトン社への出荷はFY07で終了（ FY07：63千台 ）

中国
・ 輸入完成車事業の拡大

「ランサーエボリューション」、「ランサー」、「エクリプス」 の3車種投入

・ 新販売会社設立 （’09年4月営業開始予定）

韓国
総輸入代理店ＭＭＳＫ社を通じ販売開始 （’08年10月）

タイ
新型SUV 「パジェロスポーツ」 の生産開始 （’08年7月）

インド
「アウトランダー」 現地生産モデル投入によるSUVセグメント強化

（’08年10月）

FY07実績 FY08計画
(10/30)
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豪州

好調な輸入完成車のラインアップ拡充

- 新型 「ランサーエボリューション」 （’08年7月）
- 「ランサー」 スポーツバック （’08年11月）
- 特別仕様車 「アウトランダー ローデスト」投入

中南米・中東・アフリカ
・ 成長市場へ、新型車投入による販売拡大

- 新型ＳＵＶ 「パジェロスポーツ」 の投入 （’08年9月）
- 「ランサー エボリューション」 中東へ投入 （’08年10月）

・ 中東統括会社の設立 （’09年2月目標）

成長市場で投入モデル拡大成長市場で投入モデル拡大

地域別事業計画 アジア・その他②

(単位：千台)

341341 343343

7733

171171

7171

9191

豪州
･NZ

中南米

※

中東
ｱﾌﾘｶ

9797

181181

※：プエルトリコの販売台数は、2007年度実績（12千台）、2008年度計画ともに中南米に含む。

FY07実績 FY08計画
(10/30)
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2008年度第2四半期累計実績

2008年度通期見通し

販 売 台 数： 前年同期比 13％減少
（景気減速感の強い日本、北米、アジアその他地域で台数減少となるも、

欧州は西欧の減少をロシア・ウクライナの伸長で補い前年同期並を維持）

売 上 高： 前年同期比 8％減収

損 益： 営業利益及び経常利益共に増益、当期損益は黒字化
（為替の悪化影響を、車種ミックス好転、費用・コストの削減などで打ち返す）

まとめ

販 売 台 数： 販売環境悪化を織り込み、見通しを8万1千台引き下げ(公表対比6％減)

売 上 高： 販売台数減少、為替の円高影響により、見通しを2,900億円引き下げ
(公表対比11％減)

損 益： 期初公表の当期利益目標を目指す

営業利益、経常利益は、それぞれ100億円、50億円引き下げ

営業・経常利益共に増益、当期損益黒字化営業・経常利益共に増益、当期損益黒字化

期初公表の当期利益目標を目指す期初公表の当期利益目標を目指す
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添付資料

21
2008年度第2四半期累計期間 業績サマリー 【4/25、10/22公表値対比】

FY08 上期 FY08 上期 FY08 上期

4/25公表値 10/22公表値 実績

売　上　高 12,500 12,140 12,140

営業利益 150 250 254

経常利益 100 205 209

当期利益 0 125 128

販売台数 （小売） 628 - 602

(注)販売台数はOEM供給台数を除く。08年度上期販売台数実績は速報値。

(単位： 億円,千台)
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アジア・その他地域 合計日本 北米 欧州

地域別販売台数実績 【四半期別6ヵ月累計、前年同期対比：小売ベース】

110101

FY08上期実績の対前年同期比増減

(単位：千台)

-18
(-17%)

+1
(±0%)

-21
(-22%)

-89
(-13%)

-51
(-15%)

3939

8383

4646

5555
4444

1Q

2Q

4848

4444

9292

3636

8080

8787

116767

9292
164164

167167

146146

331331

338338

335353

691691

313313

7171

3535

168168

134134

280280

289289

602602

(注)・販売台数はOEM供給台数を除く。08FY上期販売台数実績は速報値。

7676

・プエルトリコの台数は、FY07上期 （7千台）、FY08上期 （5千台）ともに中南米に含む。

FY08上期
実績

FY07上期
実績

FY08上期
実績

FY07上期
実績

FY08上期
実績

FY07上期
実績

FY08上期
実績

FY07上期
実績

FY08上期
実績

FY07上期
実績

23

FY07上期 FY08上期 増減

実績① 実績② ②-①

売　上　高 13,134 12,140 -994

- 日本 2,254 2,000 -254

- 北米 2,281 1,524 -757

- 欧州 4,549 4,397 -152

- アジア・その他 4,050 4,219 +169

営 業 利 益 188 254 +66

- 日本 -200 -95 +105

- 北米 -44 -145 -101

- 欧州 232 165 -67

- アジア・その他 200 329 +129

2008年度第2四半期累計期間 地域別業績 【前年同期対比】

(単位： 億円)
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2008年度第2四半期累計期間 四半期別業績サマリー

(単位： 億円,千台)

12825103当 期 利 益

602289313販売台数(小売)

209

254

12,140

FY08 上期
(’08/4-9)

47

155

6,039

FY08 2Q
(‘08/7-9)

162

99

6,101

FY08 1Q
(’08/4-6)

経 常 利 益

営 業 利 益

売 上 高

(注)販売台数はOEM供給台数を除く。08年度上期販売台数実績は速報値。
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FY07 FY08 FY08

実績 4/25公表値 10/30公表値

売　上　高 26,821 26,500 23,600

- 日本 4,885 5,200 4,500

- 北米 4,027 3,000 2,700

- 欧州 9,316 9,400 8,000

- アジア・
   その他地域

8,593 8,900 8,400

営業利益 1,086 600 500

- 日本 -189 -120 -140

- 北米 -178 -270 -330

- 欧州 797 270 230

- アジア・
   その他地域

656 720 740

2008年度通期業績見通し 地域別業績 【前年同期および4/25公表値対比】

(単位： 億円)
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2008年度 ニュースハイライト ［第2四半期以降］

2008年7月

2008年8月

2008年9月

「キッザニア東京」に続き「キッザニア甲子園」に出展

韓国新規参入にあたり三菱自動車総輸入販売代理店MMSKを設立

格付投資情報センター（Ｒ＆Ｉ）が三菱自動車の発行体格付引き上げ（B+→BB）、見通しは安定的

神奈川県と警察業務での電気自動車 『i MiEV』実証走行試験を実施

環境省が新世代電気自動車 『i MiEV』を試験的に導入

モスクワモーターショーで新型SUV 『パジェロスポーツ』を世界初披露

米国加州の電力会社2社との電気自動車の共同実証試験について発表

ＬＥＪは電池量産工場の用地・建屋を確保、量産ライン整備開始

ニュージーランドの電力会社との電気自動車普及活動について発表

アイスランド政府との電気自動車の共同実証試験について発表

広い室内空間を持つ新型軽自動車 『トッポ』を発表、発売

2008年10月

パリモーターショーでスポーツハッチバック 『ランサースポーツバック』を世界初披露

インドに新型車 『アウトランダー』投入を発表

パジェロ 新長期規制適合のディーゼルエンジン搭載車発売

京都府とＧＳユアサの共同研究に「i MiEV」を使用

27

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・原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。投資に関する最終的な決定は、投資

家の皆様ご自身の責任をもってご判断ください。本資料に記載されている情報に

基づき投資された結果、何らかの損害が発生した場合でも、当社は責任を負いか

ねますので、ご了承ください。
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