
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 
  

  

 

   

  

 

   

  
  

 

 
(％表示は、対前期増減率) 
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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 ( 証券アナリスト・機関投資家向け )

(百万円未満切捨て)

1.平成26年3月期第2四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年9月30日）
(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2四半期 981,406 28.6 51,806 39.2 64,866 52.8 43,530 80.8
25年3月期第2四半期 762,959 5.6 37,210 27.4 42,440 15.4 24,075 △7.2

(注) 包括利益 26年3月期第2四半期 302,278百万円( ― ％) 25年3月期第2四半期 △98,168百万円( ― ％)

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2四半期 139.09 138.96
25年3月期第2四半期 77.24 ―

(2)連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

26年3月期第2四半期 3,737,433 1,820,288 47.3
25年3月期 3,243,779 1,524,933 45.4

(参考) 自己資本 26年3月期第2四半期 1,767,805百万円 25年3月期 1,473,515百万円

2.配当の状況

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 ― 25.00 ― 30.00 55.00

26年3月期 ― 35.00

26年3月期(予想) ― 35.00 70.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 有

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）

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 2,000,000 23.8 105,000 36.2 125,000 43.9 78,000 46.8 249.07

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有



  

 

 

   

  
  

   

  
  

     

  

   

  
  

 

 

 

 
  

※ 注記事項

(1)当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 ― 社（社名） 、除外 ― 社（社名）

(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

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

(4)発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 26年3月期2Ｑ 325,840,640株 25年3月期 325,840,640株

② 期末自己株式数 26年3月期2Ｑ 12,681,274株 25年3月期 13,632,854株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Ｑ 312,955,598株 25年3月期2Ｑ 311,686,390株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

本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を実施中です。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
・本四半期決算短信に記載されている将来に関する事項は、当社が現在入手している情報および合理的であると判断
  する一定の前提に基づいており、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。実際の業績は、経済 
  情勢・為替相場の変動等の不確実性により、変更される可能性があります。 
・為替レートにつきましては、通期で1USドル97円、1ユーロ130円を前提としております。 
・業績予想に関する事項は、添付資料3ページ「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。 
・四半期決算補足説明資料は速やかに当社ウェブサイトに掲載する予定です。
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当第２四半期連結累計期間の売上高は、前年同期を2,185億円(29％)上回る9,814億円となりました。

 これをセグメントについてみますと、自動車におきましては、売上高は前年同期を1,043億円(26％)

上回る5,071億円となりました。 

 このうち車両につきましては、ヴィッツは減少したものの、ＲＡＶ４が増加し、売上高は前年同期を

808億円(51％)上回る2,381億円となりました。 

エンジンにつきましては、ＫＤ型ディーゼルエンジンは減少したものの、ＡＲ型ガソリンエンジンが増

加したことにより、売上高は前年同期を24億円(2％)上回る1,076億円となりました。 

カーエアコン用コンプレッサーにつきましては、国内・海外ともに増加した結果、売上高は前年同期を

212億円(19％)上回る1,329億円となりました。 

電子機器・鋳造品ほかにつきましては、電子機器は減少したものの、鋳造品が増加したことにより、売

上高は前年同期並みの283億円となりました。 

 産業車両におきましては、主力のフォークリフトトラックが国内・海外ともに増加したことに加え、

2013年3月にカスケード株式会社を子会社化したことにより、売上高は前年同期を1,028億円(37％)上回

る3,838億円となりました。 

 物流におきましては、物流受託事業が増加し、売上高は前年同期を14億円(3％)上回る474億円となり

ました。 

 繊維機械におきましては、紡機、織機が増加したことにより、売上高は前年同期を135億円(75％)上

回る315億円となりました。 

 その他におきましては、子会社でありました株式会社ティーアイビーシーを2013年1月に解散したこ

とにより、売上高は前年同期を35億円(24％)下回る114億円となりました。 

 利益につきましては、人件費の増加、研究開発費の増加などがありましたものの、売上げの増加、グ

ループあげての原価改善活動の推進に加え、為替変動による影響などにより、営業利益は前年同期を

146億円(39％)上回る518億円、経常利益は前年同期を224億円(53％)上回る648億円となりました。四半

期純利益は前年同期を195億円(81％)上回る435億円となりました。 

  

総資産につきましては、主に投資有価証券の時価評価額が増加したことにより、前連結会計年度末に

比べ4,937億円増加し、3兆7,374億円となりました。負債につきましては、主に繰延税金負債が増加し

たことにより、前連結会計年度末に比べ1,983億円増加し、1兆9,171億円となりました。純資産につき

ましては、前連結会計年度末に比べ2,953億円増加し、1兆8,202億円となりました。 

  

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

(2) 財政状態に関する説明

株式会社豊田自動織機(6201)平成26年3月期 第2四半期決算短信

- 2 -



  

通期の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、連結売上高 2兆円、営

業利益 1,050億円、経常利益 1,250億円、当期純利益 780億円に修正しております。 

 なお、為替レートにつきましては、通期で1USドル97円、1ユーロ130円を前提としております。 

  

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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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25年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成25年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 230,348 237,150

集配金業務用の現金及び預金 49,981 49,543

受取手形及び売掛金 215,799 222,802

リース投資資産 41,964 46,844

有価証券 33,047 31,575

商品及び製品 66,670 71,063

仕掛品 35,088 37,579

原材料及び貯蔵品 40,762 43,366

繰延税金資産 23,836 23,253

その他 46,222 49,139

貸倒引当金 △3,204 △3,513

流動資産合計 780,517 808,804

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 138,871 144,266

機械装置及び運搬具（純額） 218,214 235,869

工具、器具及び備品（純額） 30,500 31,558

土地 118,244 118,624

建設仮勘定 43,982 45,103

有形固定資産合計 549,814 575,422

無形固定資産

のれん 122,003 101,260

その他 46,045 83,891

無形固定資産合計 168,049 185,151

投資その他の資産

投資有価証券 1,598,437 2,008,208

繰延税金資産 12,304 10,304

リース投資資産 93,572 104,689

その他 41,231 45,156

貸倒引当金 △148 △304

投資その他の資産合計 1,745,398 2,168,054

固定資産合計 2,463,262 2,928,628

資産合計 3,243,779 3,737,433
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成25年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 180,146 181,758

短期借入金 183,920 122,128

コマーシャル・ペーパー 30,224 27,980

1年内償還予定の社債 4,499 11,067

リース債務 44,851 46,385

未払金 17,623 17,618

未払法人税等 15,958 19,800

繰延税金負債 2,923 3,009

役員賞与引当金 570 291

その他 178,378 174,863

流動負債合計 659,095 604,904

固定負債

社債 213,584 233,791

長期借入金 236,318 317,671

リース債務 101,883 106,608

繰延税金負債 440,356 585,126

退職給付引当金 52,779 54,889

その他 14,829 14,154

固定負債合計 1,059,750 1,312,241

負債合計 1,718,846 1,917,145

純資産の部

株主資本

資本金 80,462 80,462

資本剰余金 105,898 105,589

利益剰余金 492,578 526,742

自己株式 △48,405 △45,036

株主資本合計 630,534 667,757

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 830,054 1,075,529

繰延ヘッジ損益 △237 60

為替換算調整勘定 13,163 24,458

その他の包括利益累計額合計 842,980 1,100,047

新株予約権 1,478 603

少数株主持分 49,939 51,878

純資産合計 1,524,933 1,820,288

負債純資産合計 3,243,779 3,737,433
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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24年４月１日
至 平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日)

売上高 762,959 981,406

売上原価 634,268 809,210

売上総利益 128,690 172,195

販売費及び一般管理費 91,479 120,389

営業利益 37,210 51,806

営業外収益

受取利息 4,318 5,294

受取配当金 10,732 18,598

その他 3,017 4,818

営業外収益合計 18,068 28,710

営業外費用

支払利息 7,303 7,825

その他 5,534 7,825

営業外費用合計 12,838 15,651

経常利益 42,440 64,866

特別損失

関係会社整理損 6,616 －

特別損失合計 6,616 －

税金等調整前四半期純利益 35,824 64,866

法人税、住民税及び事業税 12,926 19,295

法人税等調整額 △286 1,699

法人税等合計 12,640 20,995

少数株主損益調整前四半期純利益 23,184 43,871

少数株主利益又は少数株主損失（△） △891 341

四半期純利益 24,075 43,530
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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24年４月１日
至 平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 23,184 43,871

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △109,586 245,664

繰延ヘッジ損益 282 297

為替換算調整勘定 △11,880 12,177

持分法適用会社に対する持分相当額 △167 267

その他の包括利益合計 △121,352 258,407

四半期包括利益 △98,168 302,278

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △97,281 300,597

少数株主に係る四半期包括利益 △886 1,681
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  該当事項はありません。 

  

  当第２四半期連結累計期間において、9,366百万円の剰余金の配当を行っております。 

  

 前第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) 

(単位：百万円) 

 
(注)  １ 「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ます。 

２ セグメント利益の調整額 3百万円は、セグメント間取引消去であります。 

３ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

当第２四半期連結累計期間(自  平成25年４月１日  至  平成25年９月30日) 

(単位：百万円) 

 
(注)  １ 「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ます。 

２ セグメント利益の調整額168百万円は、セグメント間取引消去であります。 

３ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

(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）

（セグメント情報）

四半期
連結損益 
計算書 
計上額 
（注）３

自動車 産業車両 物流 繊維機械 その他 合計 調整額

（注）１ （注）２

売上高

外部顧客への売上高 402,805 281,040 46,063 18,062 14,986 762,959 ― 762,959

セグメント間の内部 
売上高又は振替高

10,842 263 4,333 57 5,938 21,436 △21,436 ―

計 413,648 281,304 50,397 18,119 20,925 784,395 △21,436 762,959

セグメント利益又は損失(△) 14,865 18,642 2,339 △61 1,421 37,207 3 37,210

四半期
連結損益 
計算書 
計上額 
（注）３

自動車 産業車両 物流 繊維機械 その他 合計 調整額

（注）１ （注）２

売上高

外部顧客への売上高 507,133 383,873 47,431 31,531 11,436 981,406 ― 981,406

セグメント間の内部 
売上高又は振替高

12,353 352 5,193 82 6,498 24,480 △24,480 ―

計 519,486 384,226 52,625 31,614 17,935 1,005,887 △24,480 981,406

セグメント利益 19,426 26,483 2,320 1,894 1,513 51,638 168 51,806
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