
平成26年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成25年7月30日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 三菱自動車工業株式会社 上場取引所 東 
コード番号 7211 URL http://www.mitsubishi-motors.co.jp/
代表者 （役職名） 取締役社長 （氏名） 益子 修
問合せ先責任者 （役職名） 常務執行役員 経営企画本部長 （氏名） 黒井 義博 TEL 03-6852-4206
四半期報告書提出予定日 平成25年8月9日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 有
四半期決算説明会開催の有無 ： 有

1.  平成26年3月期第1四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25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 ％

26年3月期第1四半期 409,425 △2.4 16,032 7.4 22,309 56.9 16,438 △17.6
25年3月期第1四半期 419,296 △2.9 14,933 22.1 14,214 38.0 19,957 367.3

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 18,887百万円 （―％） 25年3月期第1四半期 △6,874百万円 （―％）

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

26年3月期第1四半期 2.67 1.67
25年3月期第1四半期 3.60 1.96

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第1四半期 1,399,071 369,038 25.6
25年3月期 1,452,809 351,227 23.4
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  358,013百万円 25年3月期  340,197百万円

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

25年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 0.00 ― 0.00 0.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期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  ：  無  
当社は、平成25年８月１日付で普通株式10株を１株に併合する予定ですが、連結業績予想の「１株当たり当期純利益」につきましては、当該株式併合前の発行
済株式数（自己株式数を除く）により算定しております。 

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) 1,000,000 16.3 36,000 16.8 34,000 7.4 19,000 △36.8 3.08
通期 2,270,000 25.1 100,000 48.4 90,000 △4.2 50,000 31.7 8.10



(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 
（将来に関する記述についてのご注意） 
  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、リスクや不確実性を含んでおります。 
  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。 
 
（決算補足説明資料及び決算説明会内容の入手方法） 
  決算補足説明資料は、当社ウェブサイトに同日開示しております。 
  また、同日の説明内容（音声）については、当日使用した説明資料とともに、開催後速やかに当社ウェブサイトに掲載する予定です。 

※  注記事項

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） 26年3月期1Q 6,178,939,745 株 25年3月期 6,080,900,530 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 2,195,953 株 25年3月期 2,195,953 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 6,167,047,606 株 25年3月期1Q 5,536,823,713 株
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

（１）経営成績に関する説明 

 当第１四半期連結会計期間の自動車業界を取り巻く事業環境は、超円高が是正の方向に向かい米国経済

も緩慢ながら拡大を続けるなど明るい兆しを見せる一方で、ユーロ圏は景気後退局面が続き、米国の量的

緩和の縮小観測を契機とした世界的な金融市場の動揺や新興国経済の変調など、依然として厳しく不安定

な状況にありました。 

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

減少により、4,094億円（前年同期比△99億円、同△２%）となりました。営業利益は、卸売台数の減少や

販売費の悪化があったものの、為替の好転や資材費等コスト低減などにより、160億円（前年同期比＋11億

円、同＋７%）となりました。経常利益は、為替差益などの営業外損益のプラスが加わり、223億円（前年

同期比＋81億円、同＋57%）となり、四半期純利益は、164億円（前年同期比△36億円、同△18%）となりま

した。なお、前年同期は有価証券の売却益114億円を特別利益として計上しております。 

  販売台数（小売）は、アジア・その他地域の増加により249千台（前年同期比＋10千台、同＋４%）とな

りました。 

 地域別には、日本では28千台（前年同期比△２千台、同△６%）となりましたが、新型『eKワゴン』『eK

カスタム』を発売した６月単月では前年を上回っています。 

米国では、昨年７月に現地生産を開始した『アウトランダースポーツ』の販売は堅調ですが、昨年生産

を終了した『ギャラン』の販売が減少したため全体では減少となりました。一方、カナダ、メキシコで前

年同期を上回っており、北米地域合計では23千台（前年同期比±０千台、同±０%）となりました。 

欧州では、総需要が減少した西欧地域においても新型『アウトランダー』新型『ミラージュ』の投入な

どにより前年同期を上回った結果、ロシアを含む地域全体で47千台（前年同期比＋１千台、同＋１%）とな

りました。 

アセアンでは、フィリピンやインドネシアなどで増加したものの、タイで政府によるファーストカーバ

イヤープログラム終了の影響などにより減少し、全体でも前年同期を下回りました。一方、北アジア、豪

州・ニュージーランド、中南米、中東・アフリカの各地域で前年同期を上回ったことから、アジア･その他

地域合計で151千台（前年同期比＋11千台、同＋９%）となりました。  

 

（２）財政状態に関する説明 

  当第１四半期連結会計期間末の総資産は 1兆 3,991 億円（前年度末比△537 億円）となり、そのうち現金

預金残高は 3,493 億円（前年度末比△602 億円）となりました。負債合計は１兆 300 億円（前年度末比△716

億円）となり、そのうち有利子負債残高は、3,143 億円（前年度末比△501 億円）となりました。純資産は、

当第１四半期純利益の計上などにより、3,691 億円（前年度末比＋179 億円）となりました。 

 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

第２四半期累計期間の連結業績予想及び、通期連結業績予想につきましては、期初公表（平成 25 年４月

25 日）に対し変更はありません。 
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     該当事項はありません。 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項



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）

平成24年連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

平成25年度 
第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 409,509 349,309

受取手形及び売掛金 149,555 120,308

商品及び製品 143,046 169,208

仕掛品 33,979 31,152

原材料及び貯蔵品 25,295 31,113

その他 123,906 115,977

貸倒引当金 △6,312 △5,716

流動資産合計 878,980 811,352

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 82,541 81,553

機械装置及び運搬具（純額） 139,756 147,626

工具、器具及び備品（純額） 51,977 54,218

土地 99,432 100,238

建設仮勘定 13,196 9,470

有形固定資産合計 386,903 393,108

無形固定資産 12,894 12,641

投資その他の資産   

投資有価証券 67,251 67,933

その他 117,014 123,815

貸倒引当金 △10,234 △9,780

投資その他の資産合計 174,031 181,968

固定資産合計 573,829 587,718

資産合計 1,452,809 1,399,071



（単位：百万円）

平成24年連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

平成25年度 
第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 313,810 297,022

短期借入金 113,984 69,154

1年内返済予定の長期借入金 143,271 144,299

未払金及び未払費用 106,168 111,638

未払法人税等 8,360 6,702

製品保証引当金 28,273 28,270

その他 73,378 72,392

流動負債合計 787,248 729,480

固定負債   

長期借入金 107,125 100,804

退職給付引当金 111,660 112,032

役員退職慰労引当金 912 912

その他 94,634 86,803

固定負債合計 314,333 300,552

負債合計 1,101,581 1,030,033

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 △688,049 △671,611

自己株式 △217 △217

株主資本合計 401,754 418,192

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 5,222 5,159

繰延ヘッジ損益 2,980 713

為替換算調整勘定 △69,759 △66,052

その他の包括利益累計額合計 △61,556 △60,179

少数株主持分 11,030 11,025

純資産合計 351,227 369,038

負債純資産合計 1,452,809 1,399,071



（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24年度 
第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

平成25年度 
第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 419,296 409,425

売上原価 341,352 316,173

売上総利益 77,943 93,252

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費及び販売促進費 15,180 26,342

運賃 9,666 10,712

貸倒引当金繰入額 △356 △346

役員報酬及び給料手当 15,106 15,928

退職給付引当金繰入額 1,192 1,055

減価償却費 2,094 2,488

研究開発費 9,234 8,194

その他 10,892 12,843

販売費及び一般管理費合計 63,010 77,220

営業利益又は営業損失（△） 14,933 16,032

営業外収益   

受取利息 675 1,537

為替差益 － 6,940

持分法による投資利益 3,572 611

その他 479 405

営業外収益合計 4,727 9,495

営業外費用   

支払利息 2,763 2,685

外国源泉税 1,153 －

訴訟関連費用 316 232

その他 1,214 300

営業外費用合計 5,446 3,218

経常利益又は経常損失（△） 14,214 22,309

特別利益   

固定資産売却益 20 382

投資有価証券売却益 11,401 6

その他 152 1

特別利益合計 11,574 390

特別損失   

固定資産除却損 169 259

固定資産売却損 13 18

投資有価証券評価損 － 799

その他 2 28

特別損失合計 185 1,106

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（△）

25,603 21,592

法人税等 4,714 4,102

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（△）

20,889 17,489

少数株主利益 932 1,051

四半期純利益又は四半期純損失（△） 19,957 16,438
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（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24年度 
第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

平成25年度 
第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25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（△）

20,889 17,489

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △8,745 △62

繰延ヘッジ損益 △6,111 △2,266

為替換算調整勘定 △14,919 △499

持分法適用会社に対する持分相当額 2,012 4,225

その他の包括利益合計 △27,764 1,397

四半期包括利益 △6,874 18,887

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △7,639 17,816

少数株主に係る四半期包括利益 764 1,070



  該当事項はありません。 

  

  該当はありません。   

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）



  

Ⅰ 平成24年度第１四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年６月30日） 

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      

（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  416,764  2,531  419,296  －  419,296

（２）セグメント間の内部売上高 (192)  － (192)  192  －

計  416,572  2,531  419,104  192  419,296

セグメント利益（又は損失）  13,942  798  14,741  192  14,933

  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  74,520  43,042  98,169  113,058  37,679  52,826  419,296

  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 
   242,285  40,303    20,490  72,106  37,679  6,432  419,296  －  419,296

（２）セグメント間 

   の内部売上高 
   78,742  2,141    13,733  64,851  1  －  159,470 (159,470)  －

 計  321,027  42,444  34,224  136,957  37,680  6,432  578,766 (159,470)  419,296

 営業利益 

（又は営業損失） 
(7,437)  (1,197)    3,507  15,494  98    99    10,565  4,368    14,933



Ⅱ 平成25年度第１四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年６月30日） 

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・・・・・・ロシア、フランス、ドイツ、オランダ 

   （３）アジア・・・・・・タイ、インドネシア、フィリピン、中国、台湾 

   （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・・・・・・ブラジル、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     

  （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  406,561  2,864  409,425  －  409,425

（２）セグメント間の内部売上高 (25)  － (25)  25  －

計  406,536  2,864  409,400  25  409,425

セグメント利益（又は損失）  15,451  555  16,006  25  16,032

  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  84,207  44,278  84,970  84,574  59,129  52,265  409,425

  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 
 225,698  40,704  21,806  55,129  59,129  6,957  409,425  －  409,425

（２）セグメント間 

   の内部売上高 
 110,918  13,207  479  65,943  34  0  190,583 (190,583)  －

 計  336,616  53,911  22,286  121,073  59,164  6,958  600,009 (190,583)  409,425

 営業利益 

（又は営業損失） 
 10,619  (1,833)  1,584  6,871 (822)  294  16,714 (682)  16,032
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