
平成22年3月期 第1四半期決算短信 

平成21年7月30日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 三菱自動車工業株式会社 上場取引所 東 大 

コード番号 7211 URL http://www.mitsubishi-motors.co.jp/
代表者 （役職名） 取締役社長 （氏名） 益子 修

問合せ先責任者 （役職名） 常務執行役員 CSR推進本部長 （氏名） 中村 義和 TEL 03-6852-4206
四半期報告書提出予定日 平成21年8月7日

配当支払開始予定日 ―

1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6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 ％

22年3月期第1四半期 259,115 △57.5 △29,613 ― △27,768 ― △26,436 ―

21年3月期第1四半期 610,098 ― 9,856 ― 16,175 ― 10,298 ―

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

22年3月期第1四半期 △4.77 ―

21年3月期第1四半期 1.86 1.13

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

22年3月期第1四半期 1,079,361 201,670 17.8 △44.33

21年3月期 1,138,009 223,024 18.8 △40.47

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  192,121百万円 21年3月期  213,450百万円

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

21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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

第2四半期 
連結累計期間

600,000 △50.6 △35,000 ― △40,000 ― △45,000 ― △8.13

通期 1,500,000 △24.0 30,000 664.1 15,000 ― 5,000 ― 0.90



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 をご覧下さい。 

(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 をご覧下さい。 

(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21年４月27日に公表しました連結業績予想は、第２四半期累計期間、通期とも本資料において修正しておりません。 
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済環境の変化、市場の動向、為替変動等により、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。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 5,537,956,840株 21年3月期  5,537,898,840株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  83,858株 21年3月期  83,358株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 5,537,816,526株 21年3月期第1四半期 5,537,817,124株



当第１四半期連結会計期間における事業環境は、在庫調整の進展や各国政府・中央銀行の景気刺激策・金融緩和政

策により、2008年度後半からの急激な景気の悪化は一服し、 悪期は脱したと見られるものの、その水準は極めて低

く、厳しい状況が続きました。 

このような事業環境の中、当社グループの売上高、営業損益、経常損益、当期損益は、前年同期実績を下回りまし

た。  

販売台数（小売）は、日本、北米、欧州、アジア・その他地域の全地域で減少し、全体では213千台（前年同期比

△101千台、同△32％）となりました。 

地域別には、日本では、エコカーに対する減税や補助金の効果が表れ、月を追う毎に改善したものの前年同期比で

は回復には至らず、31千台（同△８千台、同△21％）となりました。北米では、カナダでほぼ前年並みの販売となっ

たものの、総需要が低迷する米国の減少により21千台（同△16千台、同△42％）となりました。欧州では、ドイツな

どにおいて、政府の景気刺激策による販売押し上げ効果が顕在化しているものの、ロシアやウクライナ市場の冷え込

みによる販売台数の減少が大きく、49千台（同△43千台、同△47％）となりました。アジア・その他地域では、中国

やフィリピンなどで増加、また豪州などでも回復の兆しが見えつつあるものの、全体では112千台（同△34千台、同

△24％）となりました。 

売上高は、販売台数の減少および為替の円高により、2,591億円（前年同期比△3,510億円、同△58％）となりまし

た。 

営業損益は、販売費用の削減の他、前年度実施の米国における工場設備等の減損損失処理による減価償却費の減少

効果、労務費を含む全事業領域における費用削減努力などが増益要因となったものの、販売台数の減少および為替の

円高が大きな減益要因となり、前年同期実績の99億円の利益から395億円悪化し、296億円の損失となりました。 

経常損益は、外国為替差益を営業外収益として計上したことなどにより、278億円の損失となりました。 

当期損益は、売上債権減少に伴う貸倒引当金の戻入益を特別利益として計上したことなどにより、264億円の損失

となりました。   

当第１四半期末の総資産は、前年度末から586億円減少の１兆794億円となりました。負債は、前年度末から373億

円減少の8,777億円となりました。そのうち有利子負債残高は、前年度末から65 億円減少の3,469億円となりまし

た。純資産は、前年度末から213億円減少の2,017億円となりました。 

  

現時点における第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想につきましては、平成21年４月27日に公表いたしまし

た業績予想と変更ありません。  

  

該当事項はありません。 

当第１四半期連結会計期間末における棚卸高は、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末に係る実地棚卸高を基

礎として合理的な方法により算定しております。 

また、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。  

・会計処理基準に関する事項の変更  

請負工事に係る収益の計上基準ついては、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契約に関する

会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を当第１四半期連結会計期間より適用し、当第１四半期連結会計期

間に着手した工事契約から、当第１四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工

事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については、工事完成基準

を適用しております。 

これによる売上高、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失への影響はありません。  

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

２．連結財政状態に関する定性的情報

３．連結業績予想に関する定性的情報

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）

（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

（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



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21年度 
第１四半期連結会計期間末 

(平成21年６月30日) 

平成20年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 137,617 167,841

受取手形及び売掛金 71,593 89,607

有価証券 4,176 －

商品及び製品 98,087 110,658

仕掛品 23,831 19,174

原材料及び貯蔵品 55,239 59,287

その他 95,620 101,902

貸倒引当金 △5,752 △7,528

流動資産合計 480,414 540,943

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 94,415 98,855

機械装置及び運搬具（純額） 154,899 163,687

工具、器具及び備品（純額） 75,874 71,775

土地 96,667 96,494

建設仮勘定 11,855 9,125

有形固定資産合計 433,712 439,936

無形固定資産 15,528 16,436

投資その他の資産   

投資有価証券 61,277 54,650

その他 100,852 98,365

貸倒引当金 △12,424 △12,322

投資その他の資産合計 149,705 140,693

固定資産合計 598,946 597,066

資産合計 1,079,361 1,138,009



（単位：百万円）

平成21年度 
第１四半期連結会計期間末 

(平成21年６月30日) 

平成20年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 149,402 155,600

短期借入金 217,788 223,026

1年内償還予定の社債 － 25,600

未払金及び未払費用 98,265 114,578

未払法人税等 3,229 4,994

製品保証引当金 31,338 35,561

その他 64,106 60,732

流動負債合計 564,132 620,093

固定負債   

社債 200 200

長期借入金 128,934 104,579

退職給付引当金 106,451 106,311

役員退職慰労引当金 925 929

その他 77,047 82,870

固定負債合計 313,558 294,891

負債合計 877,690 914,985

純資産の部   

株主資本   

資本金 657,355 657,350

資本剰余金 432,666 432,661

利益剰余金 △797,342 △770,750

自己株式 △14 △14

株主資本合計 292,663 319,246

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,649 1,183

繰延ヘッジ損益 847 789

為替換算調整勘定 △105,039 △107,769

評価・換算差額等合計 △100,542 △105,795

少数株主持分 9,549 9,573

純資産合計 201,670 223,024

負債純資産合計 1,079,361 1,138,009



（２）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）

平成20年度 
第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

平成21年度 
第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 610,098 259,115

売上原価 510,430 237,215

売上総利益 99,667 21,899

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費及び販売促進費 27,253 11,478

運賃 12,450 2,505

役員報酬及び給料手当 18,239 14,623

退職給付引当金繰入額 1,334 1,233

減価償却費 3,659 3,034

研究開発費 9,586 6,514

その他 17,286 12,123

販売費及び一般管理費合計 89,811 51,513

営業利益又は営業損失（△） 9,856 △29,613

営業外収益   

受取利息 2,282 532

為替差益 8,408 3,449

その他 1,660 1,597

営業外収益合計 12,351 5,579

営業外費用   

支払利息 4,014 3,054

訴訟関連費用 1,427 375

その他 590 304

営業外費用合計 6,032 3,735

経常利益又は経常損失（△） 16,175 △27,768

特別利益   

固定資産売却益 164 247

貸倒引当金戻入額 383 942

関係会社清算損失戻入額 － 474

その他 29 192

特別利益合計 576 1,856

特別損失   

固定資産除却損 366 275

固定資産売却損 75 3

早期退職金 1,139 405

その他 303 55

特別損失合計 1,884 738

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（△）

14,868 △26,651

法人税、住民税及び事業税 2,300 1,402

法人税等調整額 1,537 △2,376

法人税等合計 3,837 △973

少数株主利益 731 758

四半期純利益又は四半期純損失（△） 10,298 △26,436



（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１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

平成21年度 
第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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（△）

14,868 △26,651

減価償却費 20,202 17,329

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,265 △1,723

退職給付引当金の増減額（△は減少） 340 120

受取利息及び受取配当金 △2,508 △884

支払利息 4,014 3,054

為替差損益（△は益） △11 △784

持分法による投資損益（△は益） △1,034 △557

固定資産除売却損益（△は益） 277 31

売上債権の増減額（△は増加） 45,233 20,982

たな卸資産の増減額（△は増加） 18,496 16,953

仕入債務の増減額（△は減少） △51,539 △9,085

早期退職金 1,139 405

その他 2,568 △21,349

小計 50,782 △2,158

利息及び配当金の受取額 3,879 977

利息の支払額 △3,912 △3,180

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 △2,428 △1,122

法人税等の支払額 △3,559 △2,946

営業活動によるキャッシュ・フロー 33,864 △8,430

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） － 12,686

有形固定資産の取得による支出 △25,628 △10,459

有形固定資産の売却による収入 4,949 2,745

投資有価証券の取得による支出 △577 △0

長期貸付けによる支出 △319 △2

長期貸付金の回収による収入 196 157

その他 △474 △936

投資活動によるキャッシュ・フロー △21,853 4,189

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の増減額（△は減少） △9,739 △15,339

長期借入れによる収入 － 36,400

長期借入金の返済による支出 △4,311 △3,262

社債の償還による支出 － △25,600

少数株主への配当金の支払額 △578 △586

その他 △2,417 △1,924

財務活動によるキャッシュ・フロー △17,047 △10,313

現金及び現金同等物に係る換算差額 7,020 973

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,984 △13,581

現金及び現金同等物の期首残高 360,902 154,666

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 25

現金及び現金同等物の四半期末残高 363,554 141,110



 該当事項はありません。 

  

平成20年度第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

（単位：百万円）

平成21年度第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

（単位：百万円）

（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 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

   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  606,891    3,206  610,098 －    610,098

 (2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 (35) － (35)  35  － 

 計  606,855  3,206  610,062  35  610,098

 営業利益    8,799  1,021  9,821  35  9,856

   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    256,193    2,922  259,115 －    259,115

 (2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 (17) － (17)  17  － 

 計  256,175  2,922  259,097  17  259,115

 営業利益又は営業損失（△）  (30,200)  569 (29,631)  17 (29,613)



平成20年度第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

 （単位：百万円）

  

平成21年度第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

（単位：百万円）

  

（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 

〔所在地別セグメント情報〕

   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  338,287    76,980  105,204  29,288  60,337  610,098 －    610,098

 (2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 
   126,790  5,333  9,764  55,293  112  197,294 (197,294)  － 

 計  465,077  82,314  114,968  84,582  60,449  807,392 (197,294)  610,098

 営業利益（又は営業損失）    8,661 (3,711) (1,997)  6,515  1,215  10,684 (827)  9,856

   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    127,085  30,759    42,718  20,474  38,076  259,115 －  259,115

 (2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 
   52,935  706    4,882  18,936  66  77,528 (77,528) － 

 計  180,021  31,466  47,601  39,411  38,143  336,644 (77,528)  259,115

 営業利益（又は営業損失）  (25,880) (3,768)  (1,863)  587    724    (30,200)  587  (29,613)



平成20年度第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

（単位：百万円）

  

平成21年度第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

（単位：百万円）

（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、ウクライナ 

（３）アジア・・・・・・タイ、マレーシア、台湾 

（４）オセアニア・・・・オーストラリア、ニュージーランド 

（５）その他・・・・・・Ｕ.Ａ.Ｅ、プエルトリコ 

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。  

４．地域区分の変更 

   従来、「その他の地域」に含めておりました「オセアニア」の海外売上高は、連結売上高に占める

    割合が10％を超えたため、当第１四半期連結会計期間より区分掲記しております。  

     なお、前年同四半期連結会計期間における「オセアニア」の海外売上高は50,470百万円、連結売上

  高に占める海外売上高の割合は8.3％、「オセアニア」を除いた「その他の地域」の海外売上高は 

  92,492百万円、連結売上高に占める海外売上高の割合は15.1％であります。   

 該当事項はありません。 

〔海外売上高〕

   北米 欧州 アジア その他 計  

Ⅰ 海外売上高   82,509  222,979  67,111  142,962  515,562

Ⅱ 連結売上高          610,098

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合    13.5％  36.6％  11.0％  23.4％  84.5％

   北米 欧州 アジア オセアニア その他 計  

Ⅰ 海外売上高   31,693 50,466 41,513 31,298  30,555 185,528

Ⅱ 連結売上高           259,115

Ⅲ 連結売上高に占める 

  海外売上高の割合 
 12.2％  19.5％  16.0％  12.1％  11.8％  71.6％

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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