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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 907,462 4.9 34,219 396.9 23,265 234.6 10,589 ―
23年3月期第2四半期 864,678 50.9 6,887 ― 6,953 ― △4,933 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 △14,533百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 △10,768百万円 （―％）

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 1.91 1.06
23年3月期第2四半期 △0.89 ―

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 1,236,897 232,124 18.0
23年3月期 1,312,511 248,092 18.2
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  222,929百万円 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 ― 0.00
24年3月期（予想） ― 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、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  
詳細は、添付資料 3ページ １．当四半期決算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。 

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 1,820,000 △0.5 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、現状での入手可能は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2Q 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2Q 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2Q 5,537,864,965 株 23年3月期2Q 5,537,868,423 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２四半期連結累計期間の自動車業界を取り巻く事業環境は極めて厳しい状況にありました。東日本大

震災と原発事故により大きく落ち込んだ生産活動は「現場力」の発揮により想定より早く回復したものの、

国内においては歴史的な円高の高進・高止まりや電力問題にさらされ、海外においては欧米債務問題とそ

れに伴う国際金融市場の動揺を背景として急速に景況感が悪化いたしました。 

 このような事業環境の中、当第２四半期連結累計期間の当社グループの業績は、売上高は、円高の一段

の進行によるマイナス影響はあったものの、新興国を中心とした市場の伸長や新型車投入効果等による卸

売台数の増加等により9,075億円（前年同期比＋428億円、同＋５%）となりました。営業利益は、売上高の

増加に資材費等コスト低減の効果等も加わり、342億円（前年同期比＋273億円）となりました。経常利益

は、233億円（前年同期比＋163億円）となりました。純利益は、106億円（前年同期比＋155億円）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519千台（前年同期比＋43千台、同＋９%）

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等により、

72千台（前年同期比△17千台、同△19%）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』）の好調等により米国の販売が大きく増加し、地域合計では61千台（前年同期

比＋18千台、同＋41％）となりました。欧州では、西欧で総需要が減少する中、当社は、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、フランス、イタリア等の主要国で販売

が前年実績を上回ったことに加え、ロシアでの大幅な販売増もあり、地域全体で117千台（前年同期比＋19

千台、同＋20%）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269千台（前年同期比＋23千台、同＋10%）

となりました。  

（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は 1 兆 2,369 億円（前年度末比△756 億円）となりました。その

うち現金預金残高は、長期借入金の約定弁済等により 2,930 億円（前年度末比△241 億円）となりました。

負債合計は 1 兆 48 億円（前年度末比△596 億円）となりました。そのうち有利子負債残高は、長期借入金

の約定弁済等により 3,615 億円（前年度末比△364 億円）となりました。純資産合計は、当第２四半期（累

計）純利益は 106 億円の黒字となり株主資本は増加しましたが、期末為替レートの円高影響等により 2,321

億円（前年度末比△160 億円）となりました。 

 

 

 

 

 

 



（３）連結業績予想に関する定性的情報    
通期連結業績予想につきましては、当第２四半期連結累計期間の業績を踏まえ、米国の景気後退懸念、

欧州ユーロ圏での財政不安、歴史的円高の影響等の要因を加味するとともに、先行き不透明なタイでの洪

水影響についても想定し、通期の販売台数見通し及び業績予想を以下のとおり修正いたしました。 

 なお、通期連結業績予想の前提となる為替レートは、1ドル 78 円程度、1ユーロ 110 円ユーロ程度 

（下期は、1ドル 76 円程度、1ユーロ 103 円程度）としております。 

 

販売台数（小売） 1,032 千台[対前回発表予想比△43 千台] 

販売台数（卸売） 1,094 千台[対前回発表予想比△79 千台] 

 

平成 24 年 3月期通期連結業績予想数値の修正（平成 23 年 4月１日～平成 24 年 3月 31 日） 

 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 

前回発表予想（Ａ）   
百万円 

1,950,000 

百万円

50,000

百万円

40,000

百万円 

20,000 

円 銭 

3.61 

今回修正予想（Ｂ）   1,820,000 50,000 40,000 20,000 3.61 

増 減 額（Ｂ－Ａ）   △130,000 － － － － 

増 減 率（ ％ ）   △6.7 － － － － 

（ご参考）前期実績 

（平成 23 年 3 月期） 
1,828,497 40,274 38,949 15,621 2.82 

 

 



（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 317,097 292,999

受取手形及び売掛金 114,432 114,981

商品及び製品 127,457 107,547

仕掛品 24,305 26,356

原材料及び貯蔵品 37,524 38,277

その他 125,969 108,181

貸倒引当金 △10,207 △8,450

流動資産合計 736,579 679,892

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 85,461 81,298

機械装置及び運搬具（純額） 127,578 116,407

工具、器具及び備品（純額） 61,402 50,767

土地 101,161 100,114

建設仮勘定 7,960 16,405

有形固定資産合計 383,564 364,992

無形固定資産 11,856 11,210

投資その他の資産   

投資有価証券 73,031 73,984

その他 118,707 117,383

貸倒引当金 △11,226 △10,565

投資その他の資産合計 180,512 180,802

固定資産合計 575,932 557,005

資産合計 1,312,511 1,236,897



（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２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 278,595 268,671

短期借入金 219,954 189,813

未払金及び未払費用 97,159 73,834

未払法人税等 9,016 8,513

製品保証引当金 28,211 27,252

その他 67,646 80,122

流動負債合計 700,584 648,208

固定負債   

長期借入金 177,995 171,695

退職給付引当金 106,921 108,661

役員退職慰労引当金 912 912

その他 78,005 75,295

固定負債合計 363,835 356,565

負債合計 1,064,419 1,004,773

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 △739,790

自己株式 △15 △15

株主資本合計 339,805 350,215

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 9,629

繰延ヘッジ損益 3,055 △717

為替換算調整勘定 △114,551 △136,197

その他の包括利益累計額合計 △101,030 △127,285

少数株主持分 9,318 9,194

純資産合計 248,092 232,124

負債純資産合計 1,312,511 1,236,897



（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）

平成22年度 
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) 

平成23年度 
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 864,678 907,462

売上原価 737,398 746,379

売上総利益 127,279 161,083

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費及び販売促進費 31,416 30,897

運賃 19,704 21,801

貸倒引当金繰入額 － △685

役員報酬及び給料手当 28,258 29,593

退職給付引当金繰入額 2,322 2,330

減価償却費 5,278 4,563

研究開発費 12,396 17,113

その他 21,016 21,249

販売費及び一般管理費合計 120,392 126,863

営業利益又は営業損失（△） 6,887 34,219

営業外収益   

受取利息 858 1,872

持分法による投資利益 4,277 3,871

為替差益 2,722 －

その他 1,234 1,167

営業外収益合計 9,092 6,911

営業外費用   

支払利息 6,707 7,273

為替差損 － 9,170

その他 2,319 1,421

営業外費用合計 9,026 17,865

経常利益又は経常損失（△） 6,953 23,265

特別利益   

固定資産売却益 57 203

貸倒引当金戻入額 716 －

関係会社株式売却益 － 477

その他 106 22

特別利益合計 879 702

特別損失   

固定資産除却損 453 552

早期退職金 27 －

災害による損失 － 737

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 3,301 －

その他 470 385

特別損失合計 4,252 1,675

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（△）

3,580 22,292

法人税等合計 6,519 10,053

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（△）

△2,939 12,238

少数株主利益 1,994 1,649

四半期純利益又は四半期純損失（△） △4,933 10,589



（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）

平成22年度 
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) 

平成23年度 
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又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△2,939 12,238

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 2,365 △836

繰延ヘッジ損益 631 △3,773

為替換算調整勘定 △9,841 △22,296

持分法適用会社に対する持分相当額 △984 133

その他の包括利益合計 △7,829 △26,772

四半期包括利益 △10,768 △14,533

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △12,209 △15,633

少数株主に係る四半期包括利益 1,441 1,099



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

平成22年度 
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) 

平成23年度 
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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

3,580 22,292

減価償却費 32,663 28,623

貸倒引当金の増減額（△は減少） 155 △1,154

退職給付引当金の増減額（△は減少） 647 1,934

受取利息及び受取配当金 △1,432 △2,838

支払利息 6,707 7,273

為替差損益（△は益） 2,037 1,102

持分法による投資損益（△は益） △4,277 △3,871

固定資産除売却損益（△は益） 476 388

売上債権の増減額（△は増加） 8,502 △16,221

たな卸資産の増減額（△は増加） △13,635 3,022

仕入債務の増減額（△は減少） 26,448 3,190

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 3,301 －

早期退職金 27 －

その他 6,750 21,742

小計 71,954 65,485

利息及び配当金の受取額 2,290 3,629

利息の支払額 △6,758 △7,161

早期退職金の支払額 △312 －

法人税等の支払額 △5,199 △11,218

営業活動によるキャッシュ・フロー 61,975 50,735

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） 473 △32

有形固定資産の取得による支出 △22,436 △38,609

有形固定資産の売却による収入 4,370 4,545

投資有価証券の取得による支出 △2 △0

長期貸付けによる支出 △0 －

長期貸付金の回収による収入 162 137

その他 △4,316 △1,917

投資活動によるキャッシュ・フロー △21,749 △35,876

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） 13,142 △24,679

長期借入れによる収入 17,855 45,359

長期借入金の返済による支出 △42,228 △45,333

社債の償還による支出 △200 －

少数株主への配当金の支払額 △1,270 △946

その他 △3,692 △2,178

財務活動によるキャッシュ・フロー △16,393 △27,778

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4,610 △11,210

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 19,223 △24,130

現金及び現金同等物の期首残高 263,453 316,464

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）

22 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 282,699 292,334



 該当事項はありません。    

Ⅰ 平成22年度第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 

（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）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）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    

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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  859,161  5,516  864,678  －  864,678

（２）セグメント間の内部売上高  163  －  163 (163)  －

計  859,325  5,516  864,842 (163)  864,678

セグメント利益（又は損失）  5,690  1,360  7,051 (163)  6,887

  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  191,104  82,102  226,342  168,809  82,009  114,310  864,678

  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 
   566,903  73,162    58,224  70,565  82,009  13,813  864,678  －  864,678

（２）セグメント間 

   の内部売上高 
   182,055  5,832    44,617  122,821  91  －  355,418  (355,418)  －

 計  748,958  78,994  102,842  193,386  82,100  13,813  1,220,097  (355,418)  864,678

 営業利益 

（又は営業損失） 
(24,475)  (2,634)    8,985  20,995  3,957    1,051    7,880  (993)    6,887



Ⅱ 平成23年度第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 

（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）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）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  902,158  5,303  907,462  －  907,462

（２）セグメント間の内部売上高 (8)  － (8)  8  －

計  902,150  5,303  907,453  8  907,462

セグメント利益（又は損失）  32,030  2,180  34,210  8  34,219

   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  163,415  97,083  254,157  207,557  83,288  101,960  907,462

   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 
   535,683  92,321    79,866  103,440  83,288  12,861  907,462  －  907,462

（２）セグメント間 

   の内部売上高 
   206,294  2,649    39,396  127,593  61  －  375,996  (375,996)  －

 計  741,978  94,970  119,263  231,034  83,350  12,861  1,283,458  (375,996)  907,462

 営業利益 

（又は営業損失） 
 1,805  1,470    7,087  25,078  512    772    36,727  (2,507)    34,219

（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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