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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第2四半期 1,409,146 △11.4 31,859 △74.4 39,347 △70.5 23,283 △75.2

23年3月期第2四半期 1,589,573 22.1 124,271 ― 133,444 630.6 93,696 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 △70,653百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 6,184百万円 （―％）

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2四半期 28.89 ―

23年3月期第2四半期 116.26 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 3,426,601 1,970,845 54.7
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2四半期  1,874,772百万円 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  ：  有  

配当予想の修正については、本日（平成23年10月28日）公表の「剰余金の配当及び配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

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 ― 23.00

24年3月期（予想） ― 23.00 46.00

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、対前期増減率）

（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10月28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。 

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 3,160,000 0.9 135,000 △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、平成23年８月１日の平成24年３月期第１四半期の決算
発表時に公表した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10月28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） 
平成23年８月１日の平成24年３月期第１四半期の決算発表時に未定としていた配当については、本日（平成23年10月28日）公表の「剰余金の配当及び配当予想
の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
（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10月28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2Q 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2Q 78,165,901 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2Q 805,888,359 株 23年3月期2Q 805,889,712 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） 

                   （％表示は対前期増減率）

 （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  

通期  
百万円

 2,020,000

％

 3.8

百万円

  29,000

％

 △19.0

百万円

   83,000

％

 △10.1

百万円

   72,000

％

 △1.1

円

    89

銭

  34
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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にも積極的に取

り組んでいます。 

  

当第２四半期連結累計期間の業績については、東日本大震災の影響による減産から生産を挽回したものの、売上

高は１兆4,091億円（前年同期比 1,804億円減、11.4％減）と減収となりました。営業利益は、売上減少による操

業度差損や円高による為替差損、素材高騰により、319億円（前年同期比 924億円減、74.4％減）と減益、経常利

益は393億円（前年同期比 941億円減、70.5％減）と減益、四半期純利益は、233億円（前年同期比 704億円減、

75.2％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の影響により、売上高は9,635億円

（前年同期比 1,172億円減、10.8％減）と減収になりました。営業利益は、減産による操業度差損により、17億円

（前年同期比 561億円減、97.1％減）と減益になりました。 

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により、売上高は2,175億円（前年同期比 569億円

減、20.7％減）と減収、営業損失は、操業度差損等により30億円（前年同期は 141億の営業利益）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1,987億円（前年同期比 50億円

増、2.6％増）と増収、営業利益は、33億円（前年同期比 21億円減、38.7％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2,997億円（前年同期比 212億円減、6.6％減）と減収、営業利益は、操

業度差損等により263億円（前年同期比 183億円減、41.1％減）と減益になりました。 

その他地域は、売上高は304億円（前年同期比 ６億円減、1.9％減）と減収、営業利益は20億円（前年同期比 20

億円減、50.3％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２四半期連結会計期間末の総資産については、有価証券の増加等により、前連結会計年度末に比べ462億円

増加し、３兆4,266億円となりました。 

 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1,478億円増加し、１兆4,558億円となり

ました。 

 純資産については、為替換算調整勘定、その他有価証券評価差額金の減少等により、前連結会計年度末に比べ

1,016億円減少し、１兆9,708億円となりました。 

  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

通期の連結業績予想については、想定為替レートを１ＵＳ＄＝79円、１ユーロ＝110円とし、当第２四半期連結

累計期間の業績をふまえ、売上高は３兆1,600億円（前期比 285億円増、0.9％増）に修正いたします。 

  

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２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 520,380 528,389

受取手形及び売掛金 486,722 512,620

有価証券 413,247 476,699

たな卸資産 288,736 308,302

その他 157,040 162,555

貸倒引当金 △1,614 △1,685

流動資産合計 1,864,511 1,986,880

固定資産   

有形固定資産   

機械装置及び運搬具（純額） 332,880 307,347

その他（純額） 490,348 482,738

有形固定資産合計 823,228 790,085

無形固定資産 17,122 16,228

投資その他の資産   

投資有価証券 516,186 444,843

その他 159,700 188,847

貸倒引当金 △314 △282

投資その他の資産合計 675,572 633,408

固定資産合計 1,515,922 1,439,721

資産合計 3,380,433 3,426,601

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 394,801 397,476

短期借入金 93,978 68,638

1年内償還予定の社債 － 50,000

未払法人税等 24,941 9,557

賞与引当金 53,514 52,493

役員賞与引当金 524 308

製品保証引当金 55,459 51,120

その他 169,254 157,057

流動負債合計 792,471 786,649

固定負債   

社債 190,000 190,000

長期借入金 115,622 270,108

退職給付引当金 184,057 185,382

役員退職慰労引当金 1,969 1,761

その他 23,871 21,856

固定負債合計 515,519 669,107

負債合計 1,307,990 1,455,756
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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２四半期連結会計期間 
(平成23年９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 1,744,950

自己株式 △198,584 △198,494

株主資本合計 1,996,497 2,000,538

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 93,776

繰延ヘッジ損益 59 382

為替換算調整勘定 △163,372 △219,924

その他の包括利益累計額合計 △34,098 △125,766

新株予約権 3,462 3,612

少数株主持分 106,582 92,461

純資産合計 2,072,443 1,970,845

負債純資産合計 3,380,433 3,426,601
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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２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 1,589,573 1,409,146

売上原価 1,327,788 1,247,565

売上総利益 261,785 161,581

販売費及び一般管理費 137,514 129,722

営業利益 124,271 31,859

営業外収益   

受取利息 3,913 4,612

受取配当金 3,386 4,203

為替差益 626 －

持分法による投資利益 2,704 1,786

その他 5,068 4,466

営業外収益合計 15,697 15,067

営業外費用   

支払利息 2,746 3,052

固定資産除売却損 2,132 1,548

為替差損 － 1,049

その他 1,646 1,930

営業外費用合計 6,524 7,579

経常利益 133,444 39,347

特別利益   

固定資産売却益 142 －

貸倒引当金戻入額 409 －

負ののれん発生益 4,048 －

特別利益合計 4,599 －

特別損失   

投資有価証券評価損 1 29

特別損失合計 1 29

税金等調整前四半期純利益 138,042 39,318

法人税、住民税及び事業税 32,862 15,280

法人税等調整額 2,875 △3,150

法人税等合計 35,737 12,130

少数株主損益調整前四半期純利益 102,305 27,188

少数株主利益 8,609 3,905

四半期純利益 93,696 23,283
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 102,305 27,188

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △48,978 △35,467

繰延ヘッジ損益 404 323

為替換算調整勘定 △46,873 △61,622

持分法適用会社に対する持分相当額 △674 △1,075

その他の包括利益合計 △96,121 △97,841

四半期包括利益 6,184 △70,653

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,615 △68,384

少数株主に係る四半期包括利益 4,569 △2,269
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23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 138,042 39,318

減価償却費 92,144 85,442

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,796 3,199

前払年金費用の増減額（△は増加） 12,759 △4,920

受取利息及び受取配当金 △7,299 △8,815

支払利息 2,746 3,052

為替差損益（△は益） 266 956

持分法による投資損益（△は益） △2,704 △1,786

有形固定資産除売却損益（△は益） 1,483 987

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） △132 22

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） 1 29

負ののれん発生益 △4,048 －

売上債権の増減額（△は増加） 35,010 △47,807

たな卸資産の増減額（△は増加） △10,549 △37,341

仕入債務の増減額（△は減少） △21,080 8,873

その他 △5,453 △7,914

小計 233,982 33,295

利息及び配当金の受取額 8,801 9,777

利息の支払額 △2,640 △2,638

法人税等の支払額 △26,840 △32,177

法人税等の還付額 3,715 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 217,018 8,257

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 △70,191 △86,843

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △49,380 △103,246

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による
収入

59,372 160,834

その他 △3,448 △50,820

投資活動によるキャッシュ・フロー △63,647 △80,075

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 5,133 △17,382

長期借入れによる収入 － 157,105

長期借入金の返済による支出 △4,099 △784

社債の発行による収入 － 50,000

自己株式の取得による支出 △120 △7

ストックオプションの行使による収入 1 105

配当金の支払額 △11,283 △19,342

少数株主への配当金の支払額 △9,869 △10,583

子会社の自己株式の取得による支出 △3,222 －

その他 △82 △65

財務活動によるキャッシュ・フロー △23,541 159,047

現金及び現金同等物に係る換算差額 △15,736 △20,299

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 114,094 66,930

現金及び現金同等物の期首残高 681,725 688,626

現金及び現金同等物の四半期末残高 795,819 755,556
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 該当事項はありません。 

  

  

〔セグメント情報〕 

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年９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） 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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  802,844  270,635  187,799  297,371  1,558,649  30,924  1,589,573

(2）セグメント間の内部売上高  277,872  3,806  5,885  23,550  311,113  114  311,227

計  1,080,716  274,441  193,684  320,921  1,869,762  31,038  1,900,800

セグメント利益  57,820  14,115  5,384  44,606  121,925  4,009  125,934

利益  金額

 報告セグメント計        121,925

「その他」の区分の利益  4,009

セグメント間取引消去  △1,663

四半期連結損益計算書の営業利益  124,271
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Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年９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２四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  694,607  214,185  192,095  277,874  1,378,761  30,385  1,409,146

(2）セグメント間の内部売上高  268,892  3,326  6,608  21,808  300,634  52  300,686

計  963,499  217,511  198,703  299,682  1,679,395  30,437  1,709,832

セグメント利益又は損失（△）  1,704  △3,034  3,302  26,282  28,254  1,993  30,247

利益  金額

 報告セグメント計  28,254

「その他」の区分の利益  1,993

セグメント間取引消去  1,612

四半期連結損益計算書の営業利益  31,859

（６）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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