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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第1四半期 630,201 △21.5 △4,374 ― 2,527 △96.6 2,582 △94.4

23年3月期第1四半期 802,781 37.3 70,656 ― 74,340 ― 45,984 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △470百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △33,147百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 3.20 3.20
23年3月期第1四半期 57.06 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 3,466,700 2,046,748 56.1
23年3月期 3,380,433 2,072,443 58.1

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  1,943,263百万円 23年3月期  1,962,399百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  

当社は定款において期末日を配当基準日と定めていますが、現時点では当該基準日における配当予想額は未定です。（「業績予想の適切な利用に関する説
明、その他特記事項」欄参照） 

年間配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

23年3月期 ― 22.00 ― 24.00 46.00
24年3月期 ―

24年3月期（予想） ― ― ― ―

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

第2四半期(累計) 1,420,000 △10.7 10,000 △92.0 15,000 △88.8 9,000 △90.4 11.17
通期 3,170,000 1.2 135,000 △28.3 145,000 △30.0 98,000 △31.5 121.61



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続が実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
本資料に記載されている業績予想には、現時点での入手可能な情報に基づく将来の予測が含まれています。今後の事業運営や為替の変動等内外の状況の変
化により、実際の業績が記載の予想数値と大幅に異なる可能性があります。なお、業績予想については、７月11日公表の数値から本資料において修正していま
す。連結業績予想の修正については、本日(平成23年８月１日)公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。業績予想に関する事項は、【添付
資料】Ｐ．２「１．当四半期の連結業績等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」をご覧ください。 
（配当予想額について） 
当社は、配当につきましては、安定的な配当水準の向上を目指し、業績及び配当性向を総合的に勘案して実施していきたいと考えています。しかしながら、東日
本大震災による業績への影響が依然不透明であるため、当期の配当につきましては、現時点では未定とし、開示が可能となった時点で開示する予定です。 
（四半期決算補足説明資料の入手方法について） 
当社は、平成23年８月１日に証券アナリスト・機関投資家向け説明会を開催する予定です。この説明会で使用する資料については、開催後速やかに当社ホーム
ページに掲載する予定です。   

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 884,068,713 株 23年3月期 884,068,713 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 78,164,748 株 23年3月期 78,201,850 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 805,873,522 株 23年3月期1Q 805,900,647 株



平成24年３月期の個別業績予想（平成23年４月１日～平成24年３月31日） 

                   （％表示は、通期は対前期、第２四半期累計期間は対前年同四半期増減率） 

（注）個別業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 有 

「参考」個別業績予想

   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  

  

 第２四半期 

累計期間 

 百万円

  860,000

 ％

 △13.8

 百万円

  △25,000

 ％

 －

 百万円

 15,000

 ％

 △80.8

 百万円

   23,000

 ％

 △60.2

 円

    

  

28

 銭

  

  

54

通期    1,990,000  2.3   25,000  △30.2    75,000  △18.8    66,000  △9.3     81   90
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

構造改革への取り組みの 終年にあたる本年は、２本柱である「事業体質のスリム化」と「次の成長に向けた体

制づくり」を完遂するとともに、技術開発の面では、省燃費技術に加え、安全分野や情報通信分野の開発にも積極

的に取り組んでいます。 

  

当第１四半期連結累計期間の業績については、東日本大震災による車両生産の大幅な減産により、売上高は

6,302億円（前年同四半期比1,726億円減、21.5％減）と減収になりました。営業損失は、円高による為替差損や素

材高騰に加え、震災対応による一時的な費用が発生したことにより、44億円（前年同四半期は707億円の営業利

益）、経常利益は25億円（前年同四半期比718億円減、96.6％減）と減益、四半期純利益については、26億円（前

年同四半期比434億円減、94.4％減）と減益になりました。 

  

セグメント別の業績については、日本は、震災による車両生産の大幅な減産により、売上高は3,988億円（前年

同四半期比1,310億円減、24.7％減）と減収になりました。営業損失は、固定費削減に取り組んだものの、大幅な

減産による操業度差損により、244億円（前年同四半期は333億円の営業利益）となりました。 

北米地域は、震災による日系カーメーカーの減産による影響が大きく、売上高は1,011億円（前年同四半期比433

億円減、30.0％減）と減収、営業損失は、操業度差損等により25億円（前年同四半期は76億円の営業利益）となり

ました。 

欧州地域は、主に欧州カーメーカー向けの売上が増加したことにより、売上高は1,086億円（前年同四半期比42

億円増、4.0％増）と増収、営業利益は、32億円（前年同四半期比４億円減、11.7％減）と減益になりました。 

豪亜地域は、震災の影響により、売上高は1,473億円（前年同四半期比167億円減、10.2％減）と減収、営業利益

は、操業度差損等により133億円（前年同四半期比124億円減、48.2％減）と減益になりました。 

その他地域は、売上高は158億円（前年同四半期比３億円増、2.0％増）と増収、営業利益は15億円（前年同四半

期比３億円減、17.1％減）と減益になりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間末の総資産については、現金及び預金、有価証券の増加等により、前連結会計年度末

に比べ863億円増加し、３兆4,667億円となりました。 

 負債については、長期借入金の増加等により、前連結会計年度末に比べ1,120億円増加し、１兆4,200億円となり

ました。 

 純資産については、利益剰余金の減少等により、前連結会計年度末に比べ257億円減少し、２兆467億円となりま

した。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間の業績予想については、第１四半期の業績を踏まえ、売上高は１兆4,200億円（前年

同四半期比1,696億円減、10.7％減）、営業利益は100億円（前年同四半期比1,143億円減、92.0％減）、経常利益

は150億円（前年同四半期比1,184億円減、88.8％減）、四半期純利益は90億円（前年同四半期比847億円減、

90.4％減）に修正いたします。 

通期予想については、変更ございません。通期の前提となる為替レートは１US＄＝81円、１ユーロ＝113円で

す。 

  

 なお、上記の業績予想には、現時点での入手可能な情報に基づく将来の予測が含まれています。今後の事業運営

や為替の変動等内外の状況変化により、実際の業績が記載の予想数値と大幅に異なる可能性があります。 

   

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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２．四半期連結財務諸表 
（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23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 520,380 565,460

受取手形及び売掛金 486,722 460,328

有価証券 413,247 452,943

たな卸資産 288,736 306,514

その他 157,040 168,186

貸倒引当金 △1,614 △1,757

流動資産合計 1,864,511 1,951,674

固定資産   

有形固定資産   

機械装置及び運搬具（純額） 332,880 323,061

その他（純額） 490,348 495,447

有形固定資産合計 823,228 818,508

無形固定資産 17,122 17,000

投資その他の資産   

投資有価証券 516,186 518,752

その他 159,700 161,071

貸倒引当金 △314 △305

投資その他の資産合計 675,572 679,518

固定資産合計 1,515,922 1,515,026

資産合計 3,380,433 3,466,700

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 394,801 354,051

短期借入金 93,978 69,593

未払法人税等 24,941 8,278

賞与引当金 53,514 23,983

役員賞与引当金 524 171

製品保証引当金 55,459 54,195

その他 169,254 220,889

流動負債合計 792,471 731,160

固定負債   

社債 190,000 240,000

長期借入金 115,622 239,160

退職給付引当金 184,057 184,174

役員退職慰労引当金 1,969 1,701

その他 23,871 23,757

固定負債合計 515,519 688,792

負債合計 1,307,990 1,419,952
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 187,457 187,457

資本剰余金 266,616 266,625

利益剰余金 1,741,008 1,725,063

自己株式 △198,584 △198,491

株主資本合計 1,996,497 1,980,654

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 129,215 133,914

繰延ヘッジ損益 59 345

為替換算調整勘定 △163,372 △171,650

その他の包括利益累計額合計 △34,098 △37,391

新株予約権 3,462 3,583

少数株主持分 106,582 99,902

純資産合計 2,072,443 2,046,748

負債純資産合計 3,380,433 3,466,700
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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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 802,781 630,201

売上原価 665,323 571,900

売上総利益 137,458 58,301

販売費及び一般管理費 66,802 62,675

営業利益又は営業損失（△） 70,656 △4,374

営業外収益   

受取利息 1,861 2,196

受取配当金 3,345 3,399

為替差益 － 1,065

持分法による投資利益 1,326 732

その他 2,365 2,557

営業外収益合計 8,897 9,949

営業外費用   

支払利息 1,200 1,380

固定資産除売却損 1,026 717

為替差損 1,932 －

その他 1,055 951

営業外費用合計 5,213 3,048

経常利益 74,340 2,527

特別利益   

貸倒引当金戻入額 272 －

固定資産売却益 142 －

特別利益合計 414 －

特別損失   

投資有価証券評価損 － 30

特別損失合計 － 30

税金等調整前四半期純利益 74,754 2,497

法人税、住民税及び事業税 11,531 7,951

法人税等調整額 12,278 △9,533

法人税等合計 23,809 △1,582

少数株主損益調整前四半期純利益 50,945 4,079

少数株主利益 4,961 1,497

四半期純利益 45,984 2,582
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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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 50,945 4,079

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △45,181 4,701

繰延ヘッジ損益 660 286

為替換算調整勘定 △38,881 △9,519

持分法適用会社に対する持分相当額 △690 △17

その他の包括利益合計 △84,092 △4,549

四半期包括利益 △33,147 △470

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △34,562 △711

少数株主に係る四半期包括利益 1,415 241
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 該当事項はありません。  

  

  

〔セグメント情報〕 

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年６月30日）   

 １．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

                                           （単位：百万円）

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、南米等の現地法人の事業活動を

含んでいます。 

  

 ２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書上額との差額及び当該差額の主な内容 

  （差異調整に関する事項） 

                           （単位：百万円） 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

  

報告セグメント
その他 
（注）  

合計
日本 北米 欧州 豪亜 計 

売上高               

(1）外部顧客への売上高  391,421  142,438  101,368  152,129  787,356  15,425  802,781

(2）セグメント間の内部売上高  138,393  1,941  3,079  11,863  155,276  35  155,311

計  529,814  144,379  104,447  163,992  942,632  15,460  958,092

セグメント利益  33,283  7,556  3,584  25,697  70,120  1,837  71,957

利益  金額

 報告セグメント計       70,120

「その他」の区分の利益  1,837

セグメント間取引消去  △1,301

四半期連結損益計算書の営業利益  70,656
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Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年６月30日）  

 １．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

                                            （単位：百万円） 

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、南米等の現地法人の事業活動を

含んでいます。 

  

 ２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書上額との差額及び当該差額の主な内容 

  （差異調整に関する事項） 

                           （単位：百万円） 

  

 当第１四半期連結累計期間において、総額 百万円の剰余金の配当を行っています。 

  

  

  

報告セグメント
その他 
（注）  

合計
日本 北米 欧州 豪亜 計 

売上高               

(1）外部顧客への売上高  272,233  99,715  105,207  137,299  614,454  15,747  630,201

(2）セグメント間の内部売上高  126,565  1,410  3,438  9,952  141,365  27  141,392

計  398,798  101,125  108,645  147,251  755,819  15,774  771,593

セグメント利益又は損失（△）  △24,416  △2,535  3,166  13,315  △10,470  1,523  △8,947

利益  金額

 報告セグメント計  △10,470

「その他」の区分の利益  1,523

セグメント間取引消去  4,573

四半期連結損益計算書の営業損失（△）  △4,374

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

19,342
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