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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第2四半期 780,099 18.5 57,341 30.8 60,404 33.8 42,084 24.8
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

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 35,872百万円 （21.7％） 24年3月期第2四半期 29,481百万円 （29.1％）

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

25年3月期第2四半期 24.84 ―

24年3月期第2四半期 19.91 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第2四半期 1,223,075 514,498 36.2
24年3月期 1,213,402 479,644 34.2

（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  442,876百万円 24年3月期  415,488百万円

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

24年3月期 ― 3.00 ― 3.00 6.00
25年3月期 ― 4.00

25年3月期（予想） ― 4.00 8.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25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 1,630,000 16.4 126,000 29.4 133,000 29.3 91,000 △0.3 53.71



(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）  ：  有  

（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 
・ 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」をご参照ください。 
・ 決算説明会資料は平成24年11月７日（水）に当社ホームページに掲載いたします。 

※  注記事項

新規 1社 （社名） 五十鈴慶鈴（重慶）部品有限公司 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  有

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期2Q 1,696,845,339 株 24年3月期 1,696,845,339 株

② 期末自己株式数 25年3月期2Q 2,542,865 株 24年3月期 2,512,857 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 1,694,320,948 株 24年3月期2Q 1,694,379,820 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の国内車両販売台数につきましては、復興需要、エコカー補助金等の実施により、

前年同期に比べ8,629台（40.2％）増加し、30,083台となりました。海外車両販売台数につきましては、アセア

ンを中心としたトラック販売の増加や、ピックアップトラックの販売が好調であったことから、前年同期に比べ

56,778台（35.2％）増加し、218,161台となりました。  

  この結果、国内と海外を合わせた総販売台数は、前年同期に比べ65,407台（35.8％）増加し、248,244台とな

りました。 

 その他の商品の売上高につきましては、海外生産用部品は前年同期に比べ14億円（4.4％）減少し319億円とな

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407億円（43.7％）減少の525億円となりまし

た。 

 これらの結果、売上高につきましては、7,800億円と前年同期に比べ1,219億円（18.5％）増加いたしました。

内訳は、国内が2,794億円（前年同期比19.3％増）、海外が5,006億円（前年同期比18.1％増）であります。 

 損益につきましては、売上高が増加したこと、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573

億円（前年同期比30.8％増）、経常利益は604億円（前年同期比33.8％増）となりました。また、四半期純利益

は420億円（前年同期比24.8％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96億円増加の1兆2,230億円となりまし

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180億円、たな卸資産が25億円、有形固定資産が

34億円、繰延税金資産が88億円増加した一方で、受取手形及び売掛金が201億円、投資有価証券が61億円減少し

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348億円増加し、5,144億円となりました。 

これは、四半期純利益420億円を計上したことに加えて、連結子会社の新規設立等により少数株主持分が74億円

増加した一方で、配当により利益剰余金が50億円減少したこと、為替換算調整勘定が25億円減少したこと、およ

びその他有価証券評価差額金が73億円減少したことによります。 

 自己資本比率は36.2％（前年度末34.2％）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71億円減少の1,959億円となりました。 

   

   

（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、中国

市場の減速があるものの、アセアンを中心とした販売の拡大、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。 

  

 ［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16,300

 営業利益 億円1,260

 経常利益 億円1,330

 当期純利益 億円910
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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 

  当第２四半期連結累計期間において、五十鈴慶鈴（重慶）部品有限公司は新規設立のため、連結の範囲に含め

ております。 

   

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 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。 

 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

   

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 (会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更) 

  国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した有

形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 なお、この変更による当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響は、軽微であります。  

   

   

２．サマリー情報（注記事項）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24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 160,492 178,591

受取手形及び売掛金 232,679 212,549

商品及び製品 93,142 94,228

仕掛品 9,108 10,725

原材料及び貯蔵品 52,262 52,130

繰延税金資産 22,227 25,959

その他 24,684 25,711

貸倒引当金 △1,113 △1,121

流動資産合計 593,484 598,775

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 99,900 103,167

機械装置及び運搬具（純額） 83,649 84,506

土地 263,141 262,631

リース資産（純額） 7,458 6,863

建設仮勘定 15,298 15,788

その他（純額） 6,693 6,590

有形固定資産合計 476,142 479,548

無形固定資産   

のれん 1,273 1,087

その他 5,983 7,079

無形固定資産合計 7,256 8,167

投資その他の資産   

投資有価証券 103,736 97,604

長期貸付金 3,586 3,923

繰延税金資産 14,740 19,873

その他 19,453 20,187

貸倒引当金 △4,999 △5,004

投資その他の資産合計 136,518 136,583

固定資産合計 619,918 624,299

資産合計 1,213,402 1,223,075
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 313,398 279,976

短期借入金 53,370 60,710

1年内償還予定の社債 20,000 20,000

リース債務 3,167 2,526

未払法人税等 9,688 17,374

未払費用 38,102 37,347

賞与引当金 13,318 13,597

製品保証引当金 3,398 4,098

預り金 3,336 3,078

その他 23,235 29,621

流動負債合計 481,016 468,330

固定負債   

長期借入金 121,019 107,198

リース債務 5,531 5,518

繰延税金負債 2,309 2,779

再評価に係る繰延税金負債 49,142 49,268

退職給付引当金 66,266 66,804

長期預り金 1,414 1,469

その他 7,057 7,206

固定負債合計 252,742 240,246

負債合計 733,758 708,576

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 280,032 316,804

自己株式 △653 △666

株主資本合計 370,451 407,210

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 7,505 114

繰延ヘッジ損益 △216 98

土地再評価差額金 79,114 79,342

為替換算調整勘定 △41,366 △43,888

その他の包括利益累計額合計 45,037 35,666

少数株主持分 64,155 71,621

純資産合計 479,644 514,498

負債純資産合計 1,213,402 1,223,075
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 658,144 780,099

売上原価 560,810 662,188

売上総利益 97,333 117,911

販売費及び一般管理費 53,493 60,570

営業利益 43,840 57,341

営業外収益   

受取利息 977 517

受取配当金 463 698

持分法による投資利益 2,692 4,550

契約変更による支払補償費用戻入益 1,353 －

その他 1,116 1,365

営業外収益合計 6,603 7,132

営業外費用   

支払利息 2,153 1,306

訴訟和解金 495 886

その他 2,648 1,875

営業外費用合計 5,297 4,068

経常利益 45,146 60,404

特別利益   

固定資産売却益 57 52

段階取得に係る差益 615 －

環境対策費用戻入益 399 －

その他 319 67

特別利益合計 1,393 119

特別損失   

固定資産処分損 451 609

災害による損失 712 －

その他 272 281

特別損失合計 1,436 891

税金等調整前四半期純利益 45,103 59,632

法人税等 7,298 12,195

少数株主損益調整前四半期純利益 37,804 47,436

少数株主利益 4,075 5,352

四半期純利益 33,729 42,084
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 37,804 47,436

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △188 △7,356

繰延ヘッジ損益 282 314

土地再評価差額金 － 227

為替換算調整勘定 △9,057 △5,297

持分法適用会社に対する持分相当額 639 548

その他の包括利益合計 △8,323 △11,564

四半期包括利益 29,481 35,872

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 29,101 32,713

少数株主に係る四半期包括利益 379 3,159
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24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 45,103 59,632

減価償却費 17,979 16,916

のれん償却額 36 107

持分法による投資損益（△は益） △2,692 △4,550

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,225 738

製品保証引当金の増減額（△は減少） 11 702

賞与引当金の増減額（△は減少） △206 280

貸倒引当金の増減額（△は減少） △87 △64

受取利息及び受取配当金 △1,440 △1,216

支払利息 2,153 1,306

固定資産売却損益（△は益） △57 △52

固定資産処分損益（△は益） 451 609

投資有価証券売却損益（△は益） △2 123

その他の特別損益（△は益） △1,112 71

売上債権の増減額（△は増加） △7,757 14,911

たな卸資産の増減額（△は増加） △31,919 △4,450

その他の流動資産の増減額（△は増加） △5,909 648

仕入債務の増減額（△は減少） 20,276 △29,185

未払費用の増減額（△は減少） △2,844 △577

預り金の増減額（△は減少） 380 △198

その他の負債の増減額（△は減少） △4,762 8,066

その他 △98 140

小計 28,726 63,961

利息及び配当金の受取額 4,225 5,147

利息の支払額 △2,098 △1,331

法人税等の支払額 △8,461 △9,316

営業活動によるキャッシュ・フロー 22,392 58,461

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 △180 △4,854

投資有価証券の売却による収入 2 －

固定資産の取得による支出 △12,272 △26,512

固定資産の売却による収入 1,596 1,791

長期貸付けによる支出 △40 △533

長期貸付金の回収による収入 156 154

短期貸付金の増減額（△は増加） △220 △13

定期預金の増減額（△は増加） 1,400 △2,705

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 △19 △656

投資活動によるキャッシュ・フロー △9,174 △33,330

- 8 -



（単位：百万円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24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） 28,884 15,420

長期借入れによる収入 3,000 1,536

長期借入金の返済による支出 △28,255 △22,761

少数株主からの払込みによる収入 － 6,978

リース債務の返済による支出 △1,643 △1,483

自己株式の取得による支出 △5 △8

配当金の支払額 △3,407 △5,074

少数株主への配当金の支払額 △1,744 △2,671

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,171 △8,064

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5,566 △960

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 4,478 16,105

現金及び現金同等物の期首残高 202,356 160,665

現金及び現金同等物の四半期末残高 206,835 176,770
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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。 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24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23年４月１日 
至 平成23年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間
（自 平成24年４月１日 
至 平成24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  7,246  61,140  11,350  96,693 4,104  35,553

  海 外  16,301  72,658  24,190  106,645 7,889  33,986

大型・中型車計 23,547  133,799 35,540  203,339 11,993  69,540

  国 内  14,208  44,764  18,733  61,455 4,525  16,691

  海 外  145,082  207,376  193,971  290,123 48,889  82,746

小型車他計 159,290  252,140 212,704  351,579 53,414  99,438

  国 内 21,454  105,904 30,083  158,149 8,629  52,245

  海 外 161,383  280,035 218,161  396,768 56,778  116,733

車両計 182,837  385,939 248,244  554,918 65,407  168,978

  海 外 -  33,417 -  31,947 -  △1,470

海外生産用部品 - 33,417 - 31,947 -  △1,470

  国 内 -  26,012 -  22,334 -  △3,678

  海 外 -  67,316 -  30,194 -  △37,121

エンジン・コンポーネント -  93,328 -  52,528 -  △40,799

  国 内 -  102,270 -  98,966 -  △3,304

  海 外 -  43,187 -  41,739 -  △1,447

その他 -  145,458 -  140,705 -  △4,752

  国 内 -  234,187 -  279,449 -  45,261

  海 外 -  423,956 -  500,650 -  76,693

売上高合計 -  658,144 -  780,099 -  121,955
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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23年４月１日 至 平成23年９月30日） 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24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）  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

  北米 アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  38,804  262,893  198,951  500,650

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － －  780,099

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占める割合（％）  5.0  33.7  25.5  64.2
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