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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 658,144 △9.2 43,840 △6.2 45,146 △5.3 33,729 15.5
23年3月期第2四半期 724,879 63.7 46,754 ― 47,656 ― 29,198 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 29,481百万円 （29.1％） 23年3月期第2四半期 22,834百万円 （―％）

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 19.91 ―

23年3月期第2四半期 17.23 ―

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 1,158,963 412,584 30.5
23年3月期 1,112,459 387,058 29.5

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  353,770百万円 23年3月期  328,067百万円

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 ― 2.00 ― 2.00 4.00

24年3月期 ― 3.00

24年3月期（予想） ― 3.00 6.00

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  
 

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 1,430,000 1.0 94,000 6.6 95,000 4.1 74,000 43.4 43.67



(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  
（注） 当四半期連結累計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 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） 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(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は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、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 
・ 平成23年６月22日に公表いたしました平成24年３月期通期の業績予想を本資料において修正しております。 
・ 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、 
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、 
【添付資料】Ｐ．２「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」をご参照下さい。 
・ 決算説明会資料は平成23年11月８日（火）に当社ホームページに掲載いたします。 

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 1,696,845,339 株 23年3月期 1,696,845,339 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q 2,479,377 株 23年3月期 2,454,660 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 1,694,379,820 株 23年3月期2Q 1,694,472,778 株
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（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における当社を取り巻く世界経済は、全体として回復は弱まってきたものの、アジアを

はじめとした新興国では引き続き拡大してまいりました。日本経済は、東日本大震災の影響により厳しい状況にあり

ましたが、生産活動の立て直しにより、持ち直してまいりました。 

このような中、当社グループは、東日本大震災による部品の供給不足に対し生産運営の安定化を図るとともに、供

給遅れの挽回を進めてまいりました。また、販売強化および効率化等によるコスト体質の改善に取り組んできまし

た。 

当第２四半期連結累計期間の、総販売台数は、新興国市場を中心に需要は堅調に推移しましたが、震災の影響によ

る出荷減により、前年同期に比べ21,174台（10.4％）減少し、182,837台となりました。国内車両販売台数につきまし

ては、環境対応車普及促進対策費補助金（エコカー補助金）等による需要喚起の効果が一巡したこともあり、前年同

期に比べ3,652台（14.5％）減少の21,454台となりました。海外車両販売台数につきましては、アジア、中国を中心に

市場の拡大基調は続いていますが、前年同期に比べ17,522台（9.8％）減少の161,383台となりました。 

海外生産用部品は前年同期に比べ88億円（20.9％）減少の334億円となりました。また、エンジン・コンポーネン

トは、前年同期に比べ7億円（0.8％）減少の933億円となりました。 

これらの結果、売上高につきましては、6,581億円と前年同期に比べ667億円（9.2％）減少いたしました。内訳

は、国内が2,341億円（前年同期比8.2％減）、海外が4,239億円（前年同期比9.8％減）であります。 

損益につきましては、売上高が減少しましたが、引き続きコスト体質の改善を進めたことから、営業利益は438億

円（前年同期比6.2％減）、経常利益は451億円（前年同期比5.3％減）、四半期純利益は337億円（前年同期比15.5％

増）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、前連結会計年度末に比べて465億円増加の1兆1,589億円となりまし

た。総資産の主な増減要因といたしましては、現金及び預金が59億円、受取手形及び売掛金が88億円、たな卸資産

が371億円増加した一方で、有形固定資産が88億円減少したことによります。 

 純資産の部は、前連結会計年度末に比べて255億円増加し、4,125億円となりました。これは、四半期純利益337

億円を計上した一方で、配当により利益剰余金が33億円減少したこと、及び為替換算調整勘定が46億円減少したこ

とによります。 

 自己資本比率は30.5％（前年度末29.5％）となりました。 

 有利子負債につきましては、前連結会計年度末に比べて12億円増加の2,748億円となりました。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 当連結会計年度の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実績を踏まえるとともに、為替相

場の動向、原材料価格の動向、コスト改善効果の継続などを加味し、以下の通りに修正いたします。 

 なお、タイにおいて発生した洪水が当社の連結業績に与える影響額につきましては、現時点では合理的な算出が

困難であるため、今回の連結業績予想には織り込んでおりません。今後業績に重大な影響を与えることが判明した

場合には、速やかにお知らせいたします。 

  

 ［連結業績の見通し］ 

  

※当連結会計年度の見通しにつきましては、現時点で入手可能な情報に基づき、当社が合理的と判断した見通しで

あり、世界経済の情勢や市場の動向、為替相場の変動などリスクや不確実性を含んでおります。 

実際の業績はこれら見通しと大きく異なる場合がありますので、この当連結会計年度の見通しに全面的に依拠し

て投資等の判断を行うことは差し控えるようお願いいたします。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

     通期 

 売上高 億円14,300

 営業利益 億円940

 経常利益 億円950

 当期純利益 億円740
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（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）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適

用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

   

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 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
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3．四半期連結財務諸表 
(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 199,831 205,818

受取手形及び売掛金 168,951 177,838

商品及び製品 54,883 87,131

仕掛品 8,243 11,557

原材料及び貯蔵品 37,891 39,498

繰延税金資産 18,696 18,676

その他 23,176 26,921

貸倒引当金 △1,414 △1,369

流動資産合計 510,259 566,073

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 104,316 101,739

機械装置及び運搬具（純額） 79,185 84,213

土地 268,059 266,744

リース資産（純額） 8,406 7,600

建設仮勘定 17,108 8,215

その他（純額） 7,697 7,398

有形固定資産合計 484,773 475,912

無形固定資産   

のれん － 1,200

その他 7,831 6,852

無形固定資産合計 7,831 8,053

投資その他の資産   

投資有価証券 81,651 80,708

長期貸付金 3,858 3,635

繰延税金資産 9,551 9,937

その他 19,736 19,801

貸倒引当金 △5,202 △5,157

投資その他の資産合計 109,594 108,924

固定資産合計 602,200 592,889

資産合計 1,112,459 1,158,963
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 235,614 262,198

短期借入金 83,467 105,032

1年内償還予定の社債 3,000 3,000

リース債務 3,457 2,632

未払法人税等 7,373 7,408

未払費用 38,789 35,615

賞与引当金 13,015 12,797

製品保証引当金 2,136 2,295

預り金 3,195 4,130

その他 17,818 12,780

流動負債合計 407,868 447,892

固定負債   

社債 20,000 20,000

長期借入金 157,546 138,084

リース債務 6,149 6,101

繰延税金負債 4,059 4,670

再評価に係る繰延税金負債 56,157 55,764

退職給付引当金 64,207 65,339

長期預り金 1,296 758

負ののれん 284 －

その他 7,831 7,766

固定負債合計 317,532 298,486

負債合計 725,400 746,378

純資産の部   

株主資本   

資本金 40,644 40,644

資本剰余金 50,427 50,427

利益剰余金 196,816 227,156

自己株式 △632 △640

株主資本合計 287,256 317,587

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 3,002 2,777

繰延ヘッジ損益 △78 204

土地再評価差額金 73,311 73,311

為替換算調整勘定 △35,424 △40,110

その他の包括利益累計額合計 40,810 36,182

少数株主持分 58,991 58,813

純資産合計 387,058 412,584

負債純資産合計 1,112,459 1,158,963
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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 724,879 658,144

売上原価 623,336 560,810

売上総利益 101,543 97,333

販売費及び一般管理費 54,788 53,493

営業利益 46,754 43,840

営業外収益   

受取利息 597 977

受取配当金 396 463

負ののれん償却額 55 －

持分法による投資利益 4,302 2,692

契約変更による支払補償費用戻入益 － 1,353

その他 946 1,116

営業外収益合計 6,298 6,603

営業外費用   

支払利息 2,588 2,153

訴訟和解金 829 495

その他 1,979 2,648

営業外費用合計 5,396 5,297

経常利益 47,656 45,146

特別利益   

固定資産売却益 187 57

貸倒引当金戻入額 486 －

段階取得に係る差益 － 615

環境対策費用戻入益 － 399

その他 422 319

特別利益合計 1,096 1,393

特別損失   

固定資産処分損 323 451

減損損失 125 －

環境対策費 3,427 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 528 －

災害による損失 － 712

その他 645 272

特別損失合計 5,049 1,436

税金等調整前四半期純利益 43,703 45,103

法人税等 10,343 7,298

少数株主損益調整前四半期純利益 33,359 37,804

少数株主利益 4,160 4,075

四半期純利益 29,198 33,729
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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 33,359 37,804

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △459 △188

繰延ヘッジ損益 128 282

為替換算調整勘定 △6,820 △9,057

持分法適用会社に対する持分相当額 △3,372 639

その他の包括利益合計 △10,524 △8,323

四半期包括利益 22,834 29,481

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 20,068 29,101

少数株主に係る四半期包括利益 2,766 379
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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 43,703 45,103

減価償却費 18,264 17,979

負ののれん償却額 △55 －

のれん償却額 － 36

持分法による投資損益（△は益） △4,302 △2,692

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,582 1,225

製品保証引当金の増減額（△は減少） △51 11

賞与引当金の増減額（△は減少） 177 △206

貸倒引当金の増減額（△は減少） △515 △87

受取利息及び受取配当金 △993 △1,440

支払利息 2,588 2,153

固定資産売却損益（△は益） △187 △57

固定資産処分損益（△は益） 323 451

減損損失 125 －

その他の特別損益（△は益） 4,408 △1,114

売上債権の増減額（△は増加） 4,963 △7,757

たな卸資産の増減額（△は増加） △5,783 △31,919

その他の流動資産の増減額（△は増加） 1,090 △5,909

仕入債務の増減額（△は減少） 30,401 20,276

未払費用の増減額（△は減少） 1,332 △2,844

預り金の増減額（△は減少） △718 380

その他の負債の増減額（△は減少） △270 △4,762

その他 91 △98

小計 96,170 28,726

利息及び配当金の受取額 5,125 4,225

利息の支払額 △2,659 △2,098

法人税等の支払額 △9,516 △8,461

営業活動によるキャッシュ・フロー 89,119 22,392

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出 △1,001 △180

投資有価証券の売却による収入 7 2

固定資産の取得による支出 △13,374 △12,272

固定資産の売却による収入 597 1,596

長期貸付けによる支出 △19 △40

長期貸付金の回収による収入 57 156

短期貸付金の増減額（△は増加） △73 △220

定期預金の増減額（△は増加） 3 1,400

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

－ 401

その他 423 △19

投資活動によるキャッシュ・フロー △13,379 △9,174
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（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) 

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） △1,400 28,884

長期借入れによる収入 40,070 3,000

長期借入金の返済による支出 △33,772 △28,255

社債の償還による支出 △20,000 －

リース債務の返済による支出 △950 △1,643

自己株式の取得による支出 △7 △5

配当金の支払額 △5,073 △3,407

少数株主への配当金の支払額 △2,224 △1,744

財務活動によるキャッシュ・フロー △23,359 △3,171

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,947 △5,566

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 48,432 4,478

現金及び現金同等物の期首残高 156,198 202,356

現金及び現金同等物の四半期末残高 204,631 206,835
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 該当事項はありません。   

  

  

（セグメント情報） 

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） 

 当社グループは、自動車及び部品並びに産業用エンジンの製造、販売（自動車事業）を主な事業とする単一セグ

メントであるため、記載を省略しております。 

  

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） 

 当社グループは、自動車及び部品並びに産業用エンジンの製造、販売（自動車事業）を主な事業とする単一セグ

メントであるため、記載を省略しております。 

  

  

 該当事項はありません。   

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

（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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（１）販売の状況 

 ① 地域別販売実績 

 前第２四半期連結累計期間及び当第２四半期連結累計期間の販売実績は、次のとおりです。 

（注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

４．補足情報

    
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） 

増減 

    台数（台） 
金額

（百万円） 
台数（台）

金額
（百万円） 

台数（台） 
金額

（百万円） 

  国 内  10,220  90,897  7,246  61,140  △2,974  △29,757

  海 外  17,718  82,110  16,301  72,658  △1,417  △9,451

大型・中型車計  27,938  173,007  23,547  133,799  △4,391  △39,208

  国 内  14,886  47,209  14,208  44,764  △678  △2,445

  海 外  161,187  233,304  145,082  207,376  △16,105  △25,928

小型車他計  176,073  280,514  159,290  252,140  △16,783  △28,373

  国 内  25,106  138,106  21,454  105,904  △3,652  △32,202

  海 外  178,905  315,415  161,383  280,035  △17,522  △35,379

車両計  204,011  453,521  182,837  385,939  △21,174  △67,582

  海 外 -  42,267 -  33,417 -  △8,850

海外生産用部品 -  42,267 -  33,417 -  △8,850

  国 内 -  20,702 -  26,012 -  5,309

  海 外 -  73,412 -  67,316 -  △6,096

エンジン・コンポーネント -  94,114 -  93,328 -  △786

  国 内 -  96,266 -  102,270 -  6,004

  海 外 -  38,707 -  43,187 -  4,479

その他 -  134,974 -  145,458 -  10,483

  国 内 -  255,076 -  234,187 -  △20,888

  海 外 -  469,803 -  423,956 -  △45,846

売上高合計 -  724,879 -  658,144 -  △66,735
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 ②海外売上高 

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） 

 （注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によります。 

２．各区分に属する主な国又は地域 

(1）北米…米国 

(2）アジア…中国、タイ、インドネシア、フィリピン 

(3）その他の地域…サウジアラビア、ポーランド、エクアドル、南アフリカ、オーストラリア 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高です。 

  

  

  北米 アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  32,790  237,820  199,192  469,803

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  －  724,879

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占める割合（％）  4.5  32.8  27.5  64.8

  北米 アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  38,331  201,821  183,803  423,956

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － －  658,144

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占める割合（％）  5.8  30.7  27.9  64.4
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