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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年12月31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3四半期 1,293,112 △1.4 38,505 196.9 28,949 154.8 13,625 ―
23年3月期第3四半期 1,310,851 37.7 12,970 ― 11,359 ― △2,249 ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 △11,641百万円 （―％） 23年3月期第3四半期 △10,270百万円 （―％）

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3四半期 2.46 1.37
23年3月期第3四半期 △0.41 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 1,248,083 233,241 18.0
23年3月期 1,312,511 248,092 18.2
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  225,155百万円 23年3月期  238,774百万円

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00
24年3月期 ― 0.00 ―
24年3月期（予想） 0.00 0.00

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  ：  無   

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 1,820,000 △0.5 50,000 24.1 40,000 2.7 20,000 28.0 3.61



(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 
１．平成23年10月28日に公表しました連結業績予想は、本資料においては修正しておりません。 
２．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。 

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3Q 5,537,956,840 株 23年3月期 5,537,956,840 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q 94,411 株 23年3月期 91,142 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 5,537,864,441 株 23年3月期3Q 5,537,867,656 株
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１．当四半期決算に関する定性的情報 
（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間の自動車業界を取り巻く事業環境は極めて厳しい状況が続いておりました。

昨年３月の東日本大震災と原発事故により大きく落ち込んだ生産活動は「現場力」の発揮により想定より

も早く回復したものの、10 月にはタイの洪水により再び生産活動が阻害され、加えて国内においては歴史

的な円高の進行・高止まりや電力不足問題にさらされ、海外においては欧米債務問題とそれに伴う国際金

融市場の動揺を背景として急速に景況感が悪化しておりました。 

 このような事業環境の中、当第３四半期連結累計期間の当社グループの業績は、売上高は、第３四半期

のタイの洪水影響による卸売台数の減少や、為替の円高影響等により、1兆2,931億円（前年同期比△178億

円、同△１%）となりました。営業利益は、為替の円高影響、開発費や間接労務費の増加等による悪化要因

はあったものの、車種構成等の改善や資材費等コスト低減の積み上げ等による好転要因により、385億円（前

年同期比＋255億円）となりました。経常利益は、289億円（前年同期比＋175億円）となりました。純利益

は、136億円（前年同期比＋158億円）となり、黒字化いたしました。 

  販売台数については、卸売台数は、第３四半期でタイの洪水影響により工場の操業を停止したこと等に

より、合計で769千台（前年同期比△15千台、同△２%）となった一方で、小売台数は、アセアン等の海外

市場の牽引により、合計で755千台（前年同期比＋34千台、同＋５%）となりました。 

 地域別の小売台数は、日本では、アイドリングストップ機能等の燃費改善技術搭載モデルを新たに投入

したこと等から第３四半期は前年同期を上回ったものの、第３四半期累計期間では103千台（前年同期比△

16千台、同△13%）となりました。北米では、『アウトランダースポーツ』（日本名：『RVR』）の好調等によ

り米国の販売が大きく増加したことで、地域合計では82千台（前年同期比＋16千台、同＋24%）となりまし

た。欧州では、景気の先行き不透明感の高まりから需要の減速が見られ、西欧地域における販売は前年並

みに止まったものの、市場の回復が続くロシアでの大幅な販売増加により、地域全体で174千台（前年同期

比＋16千台、同＋10%）となりました。アジア･その他地域では、第３四半期に洪水影響を受けたものの早

期に克服し、累計期間では前年同期比５割増の５万台を達成したタイ等アセアン地域とブラジル等中南米

地域の好調に支えられ、地域全体で396千台（前年同期比＋18千台、同＋５%）となりました。  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 
  当第３四半期連結会計期間末の総資産は 1 兆 2,481 億円（前年度末比△644 億円）となりました。その

うち現金預金残高は、長期借入金の約定弁済等により 2,773 億円（前年度末比△398 億円）となりました。

負債合計は 1 兆 148 億円（前年度末比△496 億円）となりました。そのうち有利子負債残高は、長期借入金

の約定弁済等により 3,620 億円（前年度末比△359 億円）となりました。純資産合計は、当第３四半期（累

計）純利益は 136 億円の黒字となり株主資本は増加しましたが、期末為替レートの円高影響等により 2,332

億円（前年度末比△149 億円）となりました。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報    
現時点における通期の業績予想につきましては、平成 23 年 10 月 28 日に公表いたしました業績予想から

変更ありません。 
 



（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．サマリー情報（その他）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22年連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

平成23年度 
第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 317,097 277,275

受取手形及び売掛金 114,432 96,909

商品及び製品 127,457 133,649

仕掛品 24,305 26,398

原材料及び貯蔵品 37,524 47,983

その他 125,969 118,597

貸倒引当金 △10,207 △7,917

流動資産合計 736,579 692,897

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 85,461 79,757

機械装置及び運搬具（純額） 127,578 111,328

工具、器具及び備品（純額） 61,402 53,338

土地 101,161 99,936

建設仮勘定 7,960 26,646

有形固定資産合計 383,564 371,008

無形固定資産 11,856 11,229

投資その他の資産   

投資有価証券 73,031 69,419

その他 118,707 113,713

貸倒引当金 △11,226 △10,184

投資その他の資産合計 180,512 172,947

固定資産合計 575,932 555,185

資産合計 1,312,511 1,248,083



（単位：百万円）

平成22年連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

平成23年度 
第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 278,595 280,733

短期借入金 219,954 217,859

未払金及び未払費用 97,159 82,417

未払法人税等 9,016 7,065

製品保証引当金 28,211 26,979

その他 67,646 70,748

流動負債合計 700,584 685,803

固定負債   

長期借入金 177,995 144,179

退職給付引当金 106,921 108,914

役員退職慰労引当金 912 912

その他 78,005 75,031

固定負債合計 363,835 329,038

負債合計 1,064,419 1,014,841

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 △750,200 △736,574

自己株式 △15 △15

株主資本合計 339,805 353,430

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 10,464 10,788

繰延ヘッジ損益 3,055 △399

為替換算調整勘定 △114,551 △138,663

その他の包括利益累計額合計 △101,030 △128,274

少数株主持分 9,318 8,086

純資産合計 248,092 233,241

負債純資産合計 1,312,511 1,248,083



（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３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

平成22年度 
第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

平成23年度 
第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 1,310,851 1,293,112

売上原価 1,113,302 1,067,865

売上総利益 197,549 225,246

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費及び販売促進費 48,160 45,303

運賃 30,640 31,448

貸倒引当金繰入額 － △954

役員報酬及び給料手当 42,556 43,881

退職給付引当金繰入額 3,467 2,889

減価償却費 7,888 6,801

研究開発費 19,798 25,104

その他 32,067 32,265

販売費及び一般管理費合計 184,579 186,740

営業利益又は営業損失（△） 12,970 38,505

営業外収益   

受取利息 1,338 2,662

持分法による投資利益 6,478 4,891

為替差益 2,569 －

その他 1,313 1,417

営業外収益合計 11,700 8,972

営業外費用   

支払利息 9,903 10,566

為替差損 － 6,071

その他 3,406 1,890

営業外費用合計 13,310 18,527

経常利益又は経常損失（△） 11,359 28,949

特別利益   

固定資産売却益 112 283

貸倒引当金戻入額 1,738 －

関係会社株式売却益 － 392

その他 425 23

特別利益合計 2,277 698

特別損失   

固定資産除却損 723 843

早期退職金 26 －

災害による損失 － 1,574

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 3,301 －

その他 492 374

特別損失合計 4,543 2,793

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（△）

9,093 26,855

法人税等 8,611 10,765

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（△）

482 16,090

少数株主利益 2,731 2,464

四半期純利益又は四半期純損失（△） △2,249 13,625



（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

平成22年度 
第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

平成23年度 
第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31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（△）

482 16,090

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 5,329 322

繰延ヘッジ損益 △44 △3,455

為替換算調整勘定 △14,100 △22,158

持分法適用会社に対する持分相当額 △1,936 △2,440

その他の包括利益合計 △10,752 △27,731

四半期包括利益 △10,270 △11,641

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △12,283 △13,599

少数株主に係る四半期包括利益 2,013 1,957



 該当事項はありません。  

   

Ⅰ 平成22年度第３四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31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 

（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    

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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  1,302,758  8,093  1,310,851  －  1,310,851

（２）セグメント間の内部売上高  189  －  189 (189)  －

計  1,302,948  8,093  1,311,041 (189)  1,310,851

セグメント利益（又は損失）  11,193  1,966  13,160 (189)  12,970

  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  259,465  143,470  346,799  259,181  121,763  180,171  1,310,851

  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 
   834,766  128,399    94,510  109,778  121,763  21,633  1,310,851  －  1,310,851

（２）セグメント間 

   の内部売上高 
   289,361  8,364    64,262  182,878  141  －  545,008  (545,008)  －

 計  1,124,128  136,763  158,773  292,656  121,904  21,633  1,855,860  (545,008)  1,310,851

 営業利益 

（又は営業損失） 
(30,700)  (2,464)    13,438  28,032  4,745    1,428    14,479  (1,509)    12,970



Ⅱ 平成23年度第３四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31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 

（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     

  

 該当事項はありません。 

  （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  1,285,327  7,784  1,293,112  －  1,293,112

（２）セグメント間の内部売上高  53  －  53 (53)  －

計  1,285,381  7,784  1,293,165 (53)  1,293,112

セグメント利益（又は損失）  35,758  2,800  38,558 (53)  38,505

   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  250,998  141,797  346,524  282,499  117,436  153,856  1,293,112

   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 
   780,343  133,588    105,789  137,243  117,436  18,711  1,293,112  －  1,293,112

（２）セグメント間 

   の内部売上高 
   309,205  3,974    55,366  170,470  93  －  539,110  (539,110)  －

 計  1,089,549  137,563  161,156  307,713  117,529  18,711  1,832,222  (539,110)  1,293,112

 営業利益 

（又は営業損失） 
 2,584  1,411    5,953  31,496  563    918    42,928  (4,422)    38,505

（５）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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