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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 431,949 7.0 12,233 ― 10,301 ― 4,270 ―

23年3月期第1四半期 403,733 55.8 △4,495 ― △5,791 ― △11,756 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △554百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △23,558百万円 （―％）

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 0.77 0.43
23年3月期第1四半期 △2.12 ―

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 1,293,280 246,462 18.4
23年3月期 1,312,511 248,092 18.2

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  237,659百万円 23年3月期  238,774百万円

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  
 

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00

24年3月期 ―

24年3月期（予想） 0.00 ― 0.00 0.00

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  
連結業績予想の修正については、本日（平成23年８月１日）公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

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) 880,000 1.8 18,000 161.4 13,000 87.0 0 ― 0.00
通期 1,950,000 6.6 50,000 24.1 40,000 2.7 20,000 28.0 3.61



(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報告書のレビュー手続きは終了していません。 

※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。 

4.  その他

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 5,537,956,840 株 23年3月期 5,537,956,840 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 92,128 株 23年3月期 91,142 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 5,537,865,221 株 23年3月期1Q 5,537,869,131 株
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１．当四半期決算に関する定性的情報 
（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間の自動車業界を取り巻く事業環境は、３月11日に発生した東日本大震災とそ

の後の福島第一原子力発電所の事故により、サプライチェーンが寸断され自動車を始めとして生産活動は

大きく落ち込み、また自粛ムードによる消費の低迷、加えて、円高の進行や原油・レアメタル等の国際商

品市況の高止まり、電力不足、政局混迷による復興に向けての動きの停滞など、極めて厳しい状況にあり

ました。 

 このような事業環境の中、当第１四半期連結累計期間の当社グループの業績は、売上高は、卸売台数の

増加等により、4,319億円（前年同期比＋282億円、同＋７%）となりました。営業利益は、円高の影響は

受けたものの、売上高の増加に資材費等コスト低減の効果等も加わり、122億円（前年同期比＋167億円）

となりました。経常利益は、103億円（前年同期比＋161億円）となりました。四半期純利益は、43億円（前

年同期比＋161億円）となりました。 

  販売台数（小売）は、海外市場での販売の好調により、合計で267千台（前年同期比＋37千台、同＋16%）

となりました。 

 地域別には、日本では、エコカー補助金制度が昨年９月をもって終了した反動による需要減少に加え、

東日本大震災の影響等もあり、34千台（前年同期比△４千台、同△11%）となりました。北米では、昨年

10月に発売した『アウトランダースポーツ』（日本名：『RVR』）の投入効果等により米国の販売が大きく増

加したことで、地域合計では31千台（前年同期比＋10千台、同＋51％）となりました。欧州では、西欧で

総需要が減少する中、昨年６月から各国で順次発売した『ASX』（日本名：『RVR』）の好調に牽引されドイ

ツ、イタリア、フランス等の主要国で販売が前年実績を上回ったことに加え、需要が回復基調にあるロシ

アでの大幅な販売増もあり、地域全体で64千台（前年同期比＋18千台、同＋39%）となりました。アジア･

その他地域では、タイ、インドネシア等のアセアン諸国やブラジルをはじめとする中南米地域等での好調

に支えられ、地域全体で138千台（前年同期比＋13千台、同＋11%）となりました。  

（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は 1 兆 2,933 億円（前期末比△192 億円）となりました。そのう

ち現金預金残高は 3,209 億円（前期末比＋38 億円）となりました。負債合計は 1 兆 468 億円（前期末比△

176 億円）となりました。そのうち有利子負債残高は、新規調達額が返済額を上回ったことにより 4,009

億円（前期末比＋30 億円）となりました。純資産は、当第 1 四半期純利益が 43 億円の黒字であったものの、

為替換算調整等のマイナスにより、2,465 億円（前期末比△16 億円）となりました。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報    
第２四半期累計期間の連結業績予想につきましては、第 1四半期の連結業績を踏まえ、前回発表予想（平

成 23 年６月 13 日）に対し、売上高・営業利益・経常利益・四半期純利益とも上方修正することといたし

ました。 詳細につきましては、平成 23 年８月１日に公表いたしました「業績予想の修正に関するお知ら

せ」をご参照ください。 

なお、通期連結業績予想につきましては、為替相場、日本の電力問題、世界経済動向など不透明な要素

が多いことを踏まえ、前回発表予想を据え置くことといたしました。 



（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。 

  

   

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項



４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

平成22年連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

平成23年度 
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 317,097 320,892

受取手形及び売掛金 114,432 97,504

商品及び製品 127,457 130,035

仕掛品 24,305 25,382

原材料及び貯蔵品 37,524 37,160

その他 125,969 118,902

貸倒引当金 △10,207 △9,027

流動資産合計 736,579 720,850

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 85,461 83,968

機械装置及び運搬具（純額） 127,578 121,764

工具、器具及び備品（純額） 61,402 55,183

土地 101,161 100,962

建設仮勘定 7,960 12,357

有形固定資産合計 383,564 374,235

無形固定資産 11,856 11,444

投資その他の資産   

投資有価証券 73,031 77,343

その他 118,707 120,400

貸倒引当金 △11,226 △10,994

投資その他の資産合計 180,512 186,749

固定資産合計 575,932 572,429

資産合計 1,312,511 1,293,280



（単位：百万円）

平成22年連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

平成23年度 
第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 278,595 267,882

短期借入金 219,954 222,246

未払金及び未払費用 97,159 72,527

未払法人税等 9,016 7,854

製品保証引当金 28,211 28,245

その他 67,646 82,432

流動負債合計 700,584 681,189

固定負債   

長期借入金 177,995 178,608

退職給付引当金 106,921 108,033

役員退職慰労引当金 912 912

その他 78,005 78,074

固定負債合計 363,835 365,628

負債合計 1,064,419 1,046,817

純資産の部   

株主資本   

資本金 657,355 657,355

資本剰余金 432,666 432,666

利益剰余金 △750,200 △745,930

自己株式 △15 △15

株主資本合計 339,805 344,075

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 10,464 12,172

繰延ヘッジ損益 3,055 605

為替換算調整勘定 △114,551 △119,194

その他の包括利益累計額合計 △101,030 △106,416

少数株主持分 9,318 8,802

純資産合計 248,092 246,462

負債純資産合計 1,312,511 1,293,280



（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）

平成22年度 
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) 

平成23年度 
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 403,733 431,949

売上原価 348,371 357,202

売上総利益 55,361 74,747

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費及び販売促進費 15,175 15,895

運賃 9,008 9,926

貸倒引当金繰入額 － △836

役員報酬及び給料手当 14,241 14,829

退職給付引当金繰入額 1,173 1,223

減価償却費 2,705 2,319

研究開発費 6,225 8,391

その他 11,328 10,764

販売費及び一般管理費合計 59,857 62,514

営業利益又は営業損失（△） △4,495 12,233

営業外収益   

受取利息 318 981

持分法による投資利益 2,314 1,429

その他 991 272

営業外収益合計 3,625 2,683

営業外費用   

支払利息 3,286 3,624

訴訟関連費用 1,114 413

その他 520 577

営業外費用合計 4,921 4,614

経常利益又は経常損失（△） △5,791 10,301

特別利益   

固定資産売却益 14 24

貸倒引当金戻入額 1,420 －

その他 89 3

特別利益合計 1,525 27

特別損失   

固定資産除却損 161 150

固定資産売却損 48 7

災害による損失 － 634

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 2,705 －

その他 217 35

特別損失合計 3,133 827

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（△）

△7,399 9,501

法人税等 3,365 4,513

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△10,765 4,988

少数株主利益 991 717

四半期純利益又は四半期純損失（△） △11,756 4,270



（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）

平成22年度 
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) 

平成23年度 
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又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△10,765 4,988

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △1,801 1,705

繰延ヘッジ損益 1,022 △2,450

為替換算調整勘定 △12,566 △5,852

持分法適用会社に対する持分相当額 552 1,054

その他の包括利益合計 △12,793 △5,542

四半期包括利益 △23,558 △554

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △24,097 △1,109

少数株主に係る四半期包括利益 538 555



 該当事項はありません。   

Ⅰ 平成22年度第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 

（注）１.セグメント利益（又は損失）の調整額は、セグメント間取引消去によるものです。 

   ２.セグメント利益（又は損失）は、四半期連結損益計算書の営業利益(又は営業損失)と一致しています。 

 （地域に関する補足情報） 

  １.外部顧客の所在地を基礎として区分した外部顧客に対する売上高 

                                             （単位：百万円）

（注）１.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、中国 

（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 

  ２.当社及び連結子会社の所在地を基礎として区分した売上高及び営業利益（又は営業損失） 

                                            （単位：百万円）

（注）１.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、ドイツ、ロシア 

（３）アジア・・・・・・タイ、フィリピン 

（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）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

  （単位：百万円）

  自動車 金融 計
調整額 
（注）１ 

四半期連結損益
計算書計上額 
（注）２  

売上高           

（１）外部顧客に対する売上高  400,858  2,875  403,733  －  403,733

（２）セグメント間の内部売上高  47  －  47 (47)  －

計  400,906  2,875  403,781 (47)  403,733

セグメント利益（又は損失） (4,935)  487 (4,448) (47) (4,495)

   日本 北米 欧州  アジア オセアニア その他 計 

売上高               

外部顧客に対する売上高  82,424  39,290  105,302  82,704  43,178  50,833  403,733

   日本 北米 欧州  アジア オセアニア その他 計 消去又は全社 連結  

売上高                   

（１）外部顧客に 

   対する売上高 
   258,645  35,690    24,641  34,259  43,178  7,317  403,733  －  403,733

（２）セグメント間 

   の内部売上高 
   99,550  3,524    20,138  51,162  54  －  174,429 (174,429)  －

 計  358,195  39,215  44,779  85,422  43,233  7,317  578,163 (174,429)  403,733

 営業利益 

（又は営業損失） 
(12,278)  (3,139)    1,978  6,560  1,807    532    (4,539)  43  (4,495)



Ⅱ 平成23年度第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 

（注）１.セグメント利益（又は損失）の調整額は、セグメント間取引消去によるものです。 

   ２.セグメント利益（又は損失）は、四半期連結損益計算書の営業利益(又は営業損失)と一致しています。 

 （地域に関する補足情報） 

  １.外部顧客の所在地を基礎として区分した外部顧客に対する売上高 

                                             （単位：百万円）

（注）１.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、中国 

（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 

  ２.当社及び連結子会社の所在地を基礎として区分した売上高及び営業利益（又は営業損失） 

                                            （単位：百万円）

（注）１.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、ドイツ、ロシア 

（３）アジア・・・・・・タイ、フィリピン 

（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     

 該当事項はありません。 

  （単位：百万円）

  自動車 金融 計
調整額 
（注）１ 

四半期連結損益
計算書計上額 
（注）２  

売上高           

（１）外部顧客に対する売上高  429,214  2,734  431,949  －  431,949

（２）セグメント間の内部売上高 (123)  － (123)  123  －

計  429,090  2,734  431,825  123  431,949

セグメント利益（又は損失）  11,092  1,016  12,109  123  12,233

   日本 北米 欧州  アジア オセアニア その他 計 

売上高               

外部顧客に対する売上高  76,112  41,277  117,695  104,774  44,246  47,843  431,949

   日本 北米 欧州  アジア オセアニア その他 計 消去又は全社 連結  

売上高                   

（１）外部顧客に 

   対する売上高 
   246,255  38,990    42,284  53,976  44,246  6,196  431,949  －  431,949

（２）セグメント間 

   の内部売上高 
   100,633  1,274    19,023  59,665  25  －  180,622 (180,622)  －

 計  346,888  40,265  61,307  113,642  44,271  6,196  612,572 (180,622)  431,949

 営業利益 

（又は営業損失） 
(1,590)  (810)    4,175  10,372  124    384    12,656 (423)    12,233

（５）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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