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(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 428,956 11.8 11,427 117.2 12,473 154.5 7,663 285.7
25年３月期第２四半期 383,724 6.5 5,262 △33.5 4,900 △42.2 1,986 △56.9

(注) 包括利益 26年３月期第２四半期 13,687百万円( 979.7％) 25年３月期第２四半期 1,267百万円(△69.2％)

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 28.60 －
25年３月期第２四半期 7.42 －

（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 382,925 158,634 38.4
25年３月期 337,904 145,643 39.8

(参考) 自己資本 26年３月期第２四半期 147,042百万円 25年３月期 134,443百万円

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 － 3.75 － 3.75 7.50

26年３月期 － 3.75

26年３月期(予想) － 3.75 7.50

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

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 870,000 14.3 24,000 143.8 25,000 94.7 17,000 206.4 63.44
(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）対前期増減率は会計基準等の改正に伴う会計方針の変更を遡及適用後の数値です。



  

    

    

  

  

  

  

  

  

※ 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)

（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

（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 ： 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 ： 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 273,241,631株 25年３月期 273,241,631株

② 期末自己株式数 26年３月期２Ｑ 5,292,715株 25年３月期 5,288,129株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期２Ｑ 267,951,617株 25年３月期２Ｑ 267,959,812株

※ 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きの対象外であり、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四半期レビュー手続きは終了しております。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
本資料に掲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
前提となる条件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、四半期決算短信（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。
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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 

本年度上半期の世界経済は、堅調に推移した米国に牽引される形で改善の兆しが見え始めた一方で、

欧州の実体経済の低迷、中国や東南アジアをはじめとした景気の減速が依然として下振れリスクとして

残っており、不安定要素を抱えた状況が続きました。 

わが国経済は、日中関係の緊張状態が落ち着きを取り戻し、政府の経済対策に伴う円安での輸出拡大、

更には東京オリンピックの開催決定などによる期待感が消費者マインドに影響を及ぼし始め、穏やかな

回復基調にあります。 

 

主要地域の新車販売台数は、米国では、超低金利ローンを利用した新車販売が好調なこともあり、前

年同期を上回る結果となりました。欧州では、景気後退の長期化などにより、前年同期を下回るなど、

依然として低迷が続いています。また中国では、全体の販売台数は横ばいで推移している中、５月には

日本の自動車大手３社の新車販売台数が昨年秋の販売急減以降、はじめて前年同期比でプラスに転じる

など、日本車の販売回復の兆しが見え始めました。 

日本における新車販売台数は、エコカー補助金終了前の駆け込み需要があった昨年同期との比較では

6.8％減の133万台となりました。 

 

こうした環境の下、当社グループの業績は、売上高が4,289億円となり前年同期と比較して452億円

（11.8％）の増収となりました。 

営業利益は、前期に発生した米州での生産混乱を真摯に受け止め、十分な対策を講じてきたことに加

え、為替状況の好転等により大幅に改善し114億２千万円となり、前年同期と比較して 61億６千万円

（117.2％）の増益となりました。 

経常利益は、為替差損が30億６千万円減少し、為替差益が15億７千万円増加したこと等の影響により 

124億７千万円となり、前年同期と比較して75億７千万円（154.5％）の増益となりました。 

四半期純利益は、利益の増加に伴い法人税等が26億３千万円増加したものの76億６千万円となり、前

年同期と比較して56億７千万円（285.7％）の増益となりました。 

 

(2)  財政状態に関する説明 

（資産） 

流動資産は前連結会計年度末に比べて386億９千万円増加し2,340億２千万円となりました。これは主

に受取手形及び売掛金が330億２千万円増加したこと等によるものです。 

固定資産は前連結会計年度末に比べて63億２千万円増加し1,489億円となりました。これは主に機械装

置及び運搬具（純額）が27億５千万円、建設仮勘定が19億４千万円増加したこと等によるものです。 

（負債） 

流動負債は前連結会計年度末に比べて312億７千万円増加し2,025億４千万円となりました。これは主

に支払手形及び買掛金が296億１千万円増加したこと等によるものです。 

固定負債は前連結会計年度末に比べて７億５千万円増加し217億４千万円となりました。これは主に繰

延税金負債が６億７千万円、製品保証引当金が６億円増加し、長期借入金が３億６千万円減少したこと
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等によるものです。 

（純資産） 

純資産合計は前連結会計年度末に比べて129億９千万円増加し1,586億３千万円となりました。 

これは主に利益剰余金が66億５千万円、為替換算調整勘定が57億４千万円増加したこと等によるもの

です。 

 

(3)  連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

近の業績の動向等を踏まえ、平成25年５月13日に公表しました業績予想を修正しております。 

詳細については、本日（平成25年11月６日）公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧くだ

さい。 

※業績見通しについて 

①為替水準は１ドル＝97.9円、１ユーロ＝130.0円を前提としております。 

②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。 

 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 

 

(1)  四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 税金費用の計算 

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。 

 

(2)  会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更） 

一部在外連結子会社及び在外関連会社において、IAS第19号「従業員給付」（平成23年６月16日）を当

第１四半期連結会計期間より適用しております。これにより、数理計算上の差異、過去勤務費用及び確

定給付負債の純額に係る利息純額等の認識方法の変更等を行っております。 

当該会計基準等の適用に伴う会計方針の変更は遡及適用され、前第２四半期連結累計期間及び前連結

会計年度については遡及適用後の四半期連結財務諸表及び連結財務諸表となっています。当該会計基準

等の適用が前第２四半期連結累計期間及び前連結会計年度に及ぼす影響は軽微であります。 
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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 12,507 10,333

受取手形及び売掛金 113,866 146,892

商品及び製品 8,692 9,226

仕掛品 4,244 4,812

原材料及び貯蔵品 26,461 27,717

繰延税金資産 3,033 2,636

その他 26,700 32,611

貸倒引当金 △180 △205

流動資産合計 195,326 234,024

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 32,806 33,008

機械装置及び運搬具（純額） 56,185 58,942

土地 17,356 17,505

建設仮勘定 7,801 9,749

その他（純額） 10,647 10,917

有形固定資産合計 124,796 130,124

無形固定資産   

のれん 119 107

ソフトウエア 3,599 3,792

ソフトウエア仮勘定 1,215 873

その他 265 331

無形固定資産合計 5,198 5,104

投資その他の資産   

投資有価証券 9,781 10,495

繰延税金資産 2,286 2,689

その他 516 489

貸倒引当金 △2 △2

投資その他の資産合計 12,582 13,671

固定資産合計 142,577 148,900

資産合計 337,904 382,925
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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 96,477 126,089

短期借入金 38,452 36,113

未払費用 18,236 20,149

未払法人税等 1,747 3,214

工場再編損失引当金 320 152

その他 16,033 16,826

流動負債合計 171,268 202,546

固定負債   

長期借入金 3,042 2,674

繰延税金負債 4,339 5,011

退職給付引当金 8,257 8,165

製品保証引当金 4,090 4,695

その他 1,261 1,196

固定負債合計 20,992 21,744

負債合計 192,260 224,291

純資産の部   

株主資本   

資本金 41,456 41,456

資本剰余金 59,638 59,638

利益剰余金 57,287 63,946

自己株式 △3,734 △3,736

株主資本合計 154,647 161,304

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 102 185

在外子会社土地再評価差額金 293 293

在外子会社未積立年金債務 △7,128 △7,014

為替換算調整勘定 △13,471 △7,726

その他の包括利益累計額合計 △20,204 △14,261

少数株主持分 11,200 11,591

純資産合計 145,643 158,634

負債純資産合計 337,904 382,925
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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 383,724 428,956

売上原価 356,724 394,057

売上総利益 26,999 34,899

販売費及び一般管理費   

運搬費 1,074 1,027

製品保証引当金繰入額 1,159 2,174

貸倒引当金繰入額 42 2

給料手当及び賞与 7,549 8,625

退職給付引当金繰入額 465 277

支払手数料 3,447 3,609

その他 7,998 7,754

販売費及び一般管理費合計 21,737 23,471

営業利益 5,262 11,427

営業外収益   

受取利息 103 141

受取配当金 73 81

為替差益 － 1,577

持分法による投資利益 284 42

デリバティブ収益 2,358 799

その他 441 466

営業外収益合計 3,260 3,110

営業外費用   

支払利息 171 191

為替差損 3,067 －

デリバティブ損失 － 1,323

その他 382 549

営業外費用合計 3,622 2,064

経常利益 4,900 12,473

特別利益   

固定資産売却益 87 37

その他 2 －

特別利益合計 89 37

特別損失   

固定資産除却損 128 243

減損損失 94 －

構造改革費用 － 202

課徴金等 784 －

その他 146 26

特別損失合計 1,154 472

税金等調整前四半期純利益 3,836 12,038

法人税等 1,766 4,399

少数株主損益調整前四半期純利益 2,070 7,638

少数株主利益又は少数株主損失（△） 83 △25

四半期純利益 1,986 7,663
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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 2,070 7,638

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △97 127

在外子会社未積立年金債務 △423 114

為替換算調整勘定 △470 5,211

持分法適用会社に対する持分相当額 188 594

その他の包括利益合計 △802 6,049

四半期包括利益 1,267 13,687

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,226 13,606

少数株主に係る四半期包括利益 41 81
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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) 

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 3,836 12,038

減価償却費 9,482 10,706

減損損失 94 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 19 15

退職給付引当金の増減額（△は減少） △216 △82

製品保証引当金の増減額（△は減少） 210 473

受取利息及び受取配当金 △176 △223

支払利息 171 191

持分法による投資損益（△は益） △284 △42

有形固定資産除売却損益（△は益） 129 204

売上債権の増減額（△は増加） 2,171 △28,333

たな卸資産の増減額（△は増加） △942 △1,007

仕入債務の増減額（△は減少） △12,208 27,096

その他 △993 △4,815

小計 1,293 16,219

利息及び配当金の受取額 298 641

利息の支払額 △164 △180

法人税等の支払額 △1,783 △2,269

営業活動によるキャッシュ・フロー △355 14,412

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △173 △689

有形固定資産の取得による支出 △12,097 △11,677

有形固定資産の売却による収入 85 83

無形固定資産の取得による支出 △754 △793

投資有価証券の取得による支出 △8 △10

貸付けによる支出 △16 △58

貸付金の回収による収入 42 31

その他 △606 △103

投資活動によるキャッシュ・フロー △13,529 △13,219

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） 12,047 △2,977

長期借入れによる収入 72 467

長期借入金の返済による支出 △561 △560

配当金の支払額 △1,004 △1,004

少数株主からの払込みによる収入 － 342

少数株主への配当金の支払額 △32 △32

自己株式の純増減額（△は増加） △0 △2

その他 △187 △132

財務活動によるキャッシュ・フロー 10,333 △3,899

現金及び現金同等物に係る換算差額 △16 1,078

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,569 △1,628

現金及び現金同等物の期首残高 17,864 18,133

現金及び現金同等物の四半期末残高 14,295 16,505
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(4) 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） 

該当事項はありません。 

 

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） 

該当事項はありません。 

 

（セグメント情報等） 

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） 

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 

（単位：百万円） 

 
報告セグメント 

調整額 
(注) 

四半期連結
損益計算書
計上額 日本 米州 欧州 アジア 計 

売上高    

  外部顧客への売上高 188,592 86,099 36,296 72,734 383,724 － 383,724

  セグメント間の内部売上高
又は振替高 

19,901 92 94 7,981 28,070 △28,070 －

計 208,494 86,192 36,391 80,716 411,794 △28,070 383,724

セグメント利益又は損失(△)
(営業利益) 

3,643 △941 209 2,406 5,317 △55 5,262

(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あります。 

２．日本以外の各セグメントの区分に属する主な国又は地域 

米州：米国、メキシコ、ブラジル 

欧州：ヨーロッパ諸国、ロシア 

アジア：東アジア、東南アジア諸国及び南アジア 

 

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） 

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 

（単位：百万円） 

 
報告セグメント 

調整額 
(注) 

四半期連結
損益計算書
計上額 日本 米州 欧州 アジア 計 

売上高    

  外部顧客への売上高 170,137 136,899 44,915 77,003 428,956 － 428,956

  セグメント間の内部売上高
又は振替高 

20,063 136 83 10,093 30,376 △30,376 －

計 190,200 137,035 44,999 87,097 459,333 △30,376 428,956

セグメント利益又は損失(△)
(営業利益) 

4,808 3,271 △357 4,000 11,722 △294 11,427

(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あります。 

２．日本以外の各セグメントの区分に属する主な国又は地域 

米州：米国、メキシコ、ブラジル 

欧州：ヨーロッパ諸国、ロシア 

アジア：東アジア、東南アジア諸国及び南アジア 
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